
エキノコックス症（多包虫症）の感染源である虫卵を不

活化する方法について，これまで当所を含め世界中で検討

がされてきた．温度や湿度など環境条件については，高

温・低湿であるほど容易に不活化すること ，また

－70℃４日間 ，－80℃２日間 そして－196℃15分間 と

いった超低温凍結により不活化することが確認されている．

しかし，超低温凍結については上記よりも短時間処理時の

検討はされておらず，各温度での生存限界となる凍結期間

は解明されていない．また，より一般的な凍結温度

（－20℃～－30℃）においては，２カ月間の－26℃凍結に

より感染性を失う という報告がある一方で，－30℃では

１週間の凍結後にも感染性が保持された という観察にと

どまり，この温度での不活化は確認されていない．そのた

め－30℃でも凍結期間の延長により虫卵が不活化されるか

検討が必要と考えられる．また，エキノコックスを含むテ

ニア科条虫卵は非常に多くの薬剤に抵抗性であることが知

られている ．ただし in vitroにおいては，固定液 ま

たは塩素系漂白剤 への浸漬により，虫卵（六鉤幼虫）

の活性低下が報告されている．しかし，効果は期待される

ものの，感染性を失っているかの検討は十分ではない．そ

こで本研究では，１)－30℃及び－196℃凍結による虫卵

不活化までの期間，２）in vivoにおける固定液及び次亜

塩素酸への浸漬による虫卵の不活化の評価を行った．

方 法

１．多包条虫卵の回収・精製

虫卵含有糞便は多包条虫（衛生研究所で継代維持されて

いる北海道株）を実験感染させた犬から採取した．まず十

分な数の虫卵が含まれていることを糞便の直接塗抹検査に

より確認した．糞便を水道水に懸濁し，茶こし及び目開き

80μmの金網メッシュでろ過して未消化物を除いた．次

に 糖遠心浮遊法（比重1.27 糖液使用）を行い，上清

を回収した．これを20倍量の水道水で希釈して簡易沈殿

を行い，沈渣部分に含まれる虫卵を回収し，水道水で約

2000個/mlに調整し，これを精製虫卵として試験に供し

た．

２．虫卵処理

１）凍結による不活化処理

精製虫卵10ml入りのコニカルチューブ５本を用意した．

３本は－30℃（冷凍庫）に保存し，それぞれ１，８及び

16週間凍結した．また１本は－196℃（液体窒素）に浸漬

し，５分間凍結した．解凍は室温で緩やかに行い，完全に

解凍された後に投与試験に用いた．残りの１本は対照群と

して，４℃に１日間静置したものを用いた．

２）固定液・塩素系漂白剤への浸漬による不活化処理

試験液として，１）生体組織の固定に広く使用される

10％ホルマリン水溶液，２）塩素系漂白剤（商品名 ハイ

ター，花王株式会社）を水道水で２倍及び10倍希釈した

もの（含有次亜塩素酸濃度３％及び0.6％）を使用した．

まず精製虫卵10ml入りのコニカルチューブ４本を遠心

（3000rpm，10分間）し，上清を除去した．３本に各試験

液10mlを添加し，室温に10分間もしくは１日間静置し

た．再度遠心し，上清を除去し，水道水10mlに再懸濁し

て投与試験に用いた．残りの１本は対照群として，試験液

の代わりに水道水を添加し，室温に１日静置，遠心後，再

度水道水10mlに懸濁した虫卵を用いた．

３．投与試験及びシストの計数と比較

本所での過去の研究 に準じ，若干の改変を加えて

行った．すなわち，１群４～９頭のddY系マウス（メス，

５週齢）に，上記処理後の虫卵400個を，胃ゾンデを用い

て経口投与し，投与４週後に解剖，肝臓を摘出した．摘出

した肝臓をペトリディッシュに置き，－18℃で一晩凍結し

た後，メスで約１mm厚に薄切し，肉眼的観察によりシ

ストを計数した．各群について，感染が成立したマウスの
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形成シスト数の平均及び標準偏差を算出し，両側Ｔ検定に

より平均シスト数の群間の差を評価した．

結果及び考察

凍結処理による虫卵不活化

キツネなど終宿主のエキノコックス感染状況調査では，

解剖に先立って宿主個体を冷凍保存することで安全化処理

を行うことがある．終宿主の小腸に寄生する多包条虫成虫

の子宮内の虫卵の不活化には，－70℃４日間 もしくは

－80℃２日間 の凍結が効果的であると報告されている．

本実験では，より緩やかな条件である－30℃凍結による，

精製虫卵の不活化を評価した．その結果，凍結期間が１，

８週間の虫卵投与群ではすべてのマウス，凍結16週間の

群では１頭のマウスの肝臓にシストの形成がみられた（表

１）．このことから約４カ月間の－30℃凍結でも虫卵の完

全な殺滅は不可能であると確認された．一方で，凍結期間

が長いほど形成シスト数は有意に減少しており，－30℃で

の凍結期間をさらに延長して検討し，完全な不活化が達成

されるまでの日数を確認する必要があろう．また，前述の

ように－26℃２カ月間の凍結で多包条虫卵が不活化した報

告があるが ，分離地域（セントローレンス島）や実験に

使用した動物種（red-backed vole,Clethrionomys rutilus
 

dawsoni），投与虫卵数など評価方法が本研究と異なるた

め，現時点では正確な比較はできない．観察された多包条

虫の低温耐性の違いが分離地域の違いによる可能性もある

ため，評価方法を統一した上で改めて検討する必要がある．

また，液体窒素（－196℃）で凍結した虫卵を投与した

マウスでは，全頭でシストの形成を認めなかった（表１）．

液体窒素を用いた15分間の凍結により多包条虫卵は完全

に不活化することが報告されていたが ，今回の結果はわ

ずか５分間の凍結でも虫卵が感染性を失ったことを示した．

そのため，液体窒素による超低温瞬間凍結は，精製虫卵を

実験的に扱うにあたり，短時間で安全化できる優れた方法

であると評価できる．

固定液による虫卵不活化

in vitroでの観察では，多包条虫卵のホルマリン処理に

より，幼虫被殻が固定され内部の六鉤幼虫の自力遊出が妨

げられること，また人工的に孵化させた幼虫の運動性の低

下がみられることが報告されている ．しかしながら，今

回10％ホルマリンに浸漬した虫卵の感染実験により，形

成シスト数は対照群に比較し有意に減少していたものの，

すべての投与マウスにシスト形成が認められ，感染性は失

われていないことが明らかとなった（表２）．多包条虫と

同じくテニア科条虫に分類され，幼虫被殻を有する豆状条

虫や単包条虫の虫卵でも，10％ホルマリンに１日間浸漬し

た後，好適中間宿主へ投与すると，無処理虫卵と比べ形成

シスト数は減少するが，いずれも感染が成立することが確

認されており ，本実験の多包条虫卵における結果はこれ

に合致した．

より高濃度のホルマリン浸漬による虫卵不活化への影響

については，これまで評価されておらず，今後検討すべき

課題である．また，単包条虫卵では浸漬期間を２週間に延

長しても形成シスト数に差は見られておらず ，このこと

から多包条虫卵についても，浸漬期間の延長により劇的に

不活化が進む可能性は低いと考えられる．一方，虫卵をよ

り高い温度環境に曝すことで失活がより早く進むことが知

られているため ，ホルマリン浸漬を行う際にも，温度設

定を組み合わせることで相乗効果が得られる可能性があり，

今後検討する意義がある．

塩素系漂白剤による虫卵不活化

テニア科条虫卵を次亜塩素酸処理した際の特徴的な現象

として，六鉤幼虫を包む幼虫被殻がすみやかに崩壊するこ

表1 多包条虫卵の凍結処理条件と感染マウス頭数及び平均シスト数

処理温度 処理期間 投与頭数 感染頭数 平均シスト数（標準偏差)

4℃（対照群) 1日 5 5 114（50.3)

－30℃ 1週間 9 5 27（13.5)

8週間 9 9 5.2（ 3.1)

16週間 9 1 3

－196℃ 5分 5 0 －

：対照群に対して有意差あり（P＜0.01）

a，b：同符号間に有意差あり（P＜0.01）

表2 多包条虫卵の固定液及び次亜塩素酸による処理条件と感染マウス頭数及び平均シスト数

試験液 濃度（％) 処理時間 投与頭数 感染頭数 平均シスト数（標準偏差)

水（対照群） － 1日 5 5 154.2（82.0)

ホルマリン 10 1日 5 5 52.6（13.9)

次亜塩素酸 0.6 10分 4 4 64.5（52.9)

3 10分 4 4 30.8（40.0)

， ：対照群に対して有意差あり（ ：P＜0.05， ：P＜0.01）
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とが知られており ，本実験においても，試験液添加後

５分以内に幼虫被殻の崩壊が観察された．一方で，遊出し

た六鉤幼虫の一部は運動性を維持するため ，テニア科条

虫卵の低濃度次亜塩素酸（0.8％以下）短時間処理（５分

以内）は，六鉤幼虫の in vitroにおける孵化・活性化の手

法として研究利用されている ．今回0.6％及び３％次亜

塩素酸に10分間浸漬した多包条虫卵をマウスに実験感染

させた結果，全頭でシストが形成され，処理虫卵，すなわ

ち遊出した六鉤幼虫が感染性を維持していることが in
 

vivo試験において確認された（表２）．ただし，形成シス

ト数は対照群に比較し減少しており，また有意性は認めら

れないものの（P＞0.05），高濃度条件の方がさらに減少

していた．そのため，詳細な条件設定については今後検討

が必要であるが，虫卵の安全化を目的とする場合には，

WHOも推奨しているように ，高濃度次亜塩素酸による

長時間処理が効果的であろうことが示唆された．

しかしながら，次亜塩素酸は不安定な物質であり，有効

濃度を高いまま長期間保存することが困難である．また，

テニア科条虫卵の薬剤への耐性は，幼虫被殻など幼虫を包

む壁や膜構造により薬剤の浸透が妨げられているためと考

えられており ，次亜塩素酸処理により六鉤幼虫が遊

出してからは薬剤耐性が低下すると考えられる．従って，

次亜塩素酸の単独使用のみではなく，次亜塩素酸処理によ

る幼虫遊出後に，本研究で用いたホルマリンなど他の試薬

による追加処理を組み合わせることで，より効率的な虫卵

不活化方法を検討する必要もあると考えられる．
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