
北海道におけるエキノコックス症は，多包条虫

（Echinococcus multilocularis）の幼虫寄生によるもので，

毎年10～30人の新規患者が発生している ．本寄生虫疾

患には未だ著効を示す薬剤が開発されておらず，根治療法

は病巣の外科的切除のみであることから，早期診断に加え，

媒介動物からの感染予防が重要な課題となっている．北海

道でのエキノコックスの生活環は野生のキツネと野ネズミ

の間で維持されているが，イヌも感染野ネズミを捕食した

場合，キツネと同じように小腸内にエキノコックスの成虫

を宿し，糞便と共に人の感染源となる虫卵を排出する．北

海道内のイヌのエキノコックス感染率は0.4～１％と報告

されており ，道内の登録犬の頭数から推定すると，

800～2,000頭もの感染イヌが道内に存在することになる．

道内においてイヌは，本寄生虫の生活環の維持に重要とは

考えられていないが，人と飼いイヌとの濃厚な接触頻度を

考慮すると，イヌの感染は飼い主はもとより，その家族・

地域住民にとって大きな感染リスクとなる．

近年，飼いイヌと共に道内と本州を往来する旅行者等も

増加しており ，昨年には本州で２例目となるエキノコッ

クス感染イヌが報告された ．イヌのエキノコックスは，

条虫駆虫薬であるプラジカンテル（以下PZと記す）を用

いて効果的に駆虫できる．従って，飼いイヌからのエキノ

コックス感染は駆虫薬の定期的投与により，効果的に予防

できると考えられる．近年，ヨーロッパにおいても多包条

虫の汚染地域は拡大しており，駆虫薬の使用を含めた適切

な飼いイヌの飼育が推奨されているが ，国内では飼い

イヌへの条虫駆虫薬の定期的な投与はほとんど普及してい

ない．一方，犬糸状虫症（フィラリア症）はわが国の飼い

イヌの重要な循環器系疾患として位置づけられており，そ

の予防薬の定期的投与は全国で広く行われている ．ミル

ベマイシンオキシム（以下MBと記す）は，条虫に対す

る駆虫作用は示さないが，フィラリア症の予防薬として広

く使用される抗蠕虫薬である ．MBを配合したPZ合剤

駆虫薬はフィラリア症を予防するために飼い主が積極的に

利用することが期待でき，同時に多包条虫の定期的駆虫を

実施できるという利点がある．このことからエランコジャ

パン株式会社（旧ノバルティスアニマルヘルス㈱）によっ

て開発が進められた．

平成25年，この合剤は動物用医薬品として国内で製造

販売承認された．本合剤の開発当初，ヨーロッパ地域で分

離された多包条虫を用いて有効性が確認されたが，国内分

離株を用いた試験は行われていなかった．本研究では，北

海道で分離された多包条虫に対するMB／PZ併用の影響

を確認し，本合剤の両株に対する効果とその有効性を比較

した．

方 法

１．供試株

当所で維持継代されている，北海道根室市で分離された

根室株及びヨーロッパ株の多包条虫を本研究に用いた．後

者はDr.Auer（オーストリア，ウィーン大学）から分与

された ．

２．原頭節の培養

多包条虫の原頭節は，以前に我々が報告した方法 に

従って精製した．DMEM high glucose培地（Gibco社

製）にウシ胎児血清（Thermo scientific社製）を終濃度

10％となるように加え，さらに抗生物質（PenStrep,

Gibco社製）をペニシリン終濃度100U/mL及びストレ

プトマイシン終濃度100μg/mLとなるようそれぞれ添加

し，培養液を作製した．細胞培養用24ウェルプレートに，

両株の原頭節をそれぞれ，1,200個/0.5mL/ウェルとな

るように培養液に懸濁し，一晩あるいは２日間，37℃で培
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養した．培養後，原頭節が翻転し，両株ともに活発な運動

を開始したことから，これらを幼弱成虫とした．

３．薬剤添加と形態観察

PZ（Sigma社製）及びMB（アルプス薬品工業社製）

の混合比が製剤と同じ10：１となるように，それぞれ

100μg/mL及び10μg/mLのジメチルスルホキシド溶液

を作製した．その後，培養液を用いてPZ及びMB濃度

がそれぞれ10μg/mL及び1μg/mLとなるように希釈し

た溶液を添加原液とした．

添加原液を培養液で10倍段階希釈し，幼弱成虫を含む

培養液中に，PZ終 濃 度（MB終 濃 度）1.0(0.1），

0.1(0.01），0.01(0.001）あるいは0.001(0.0001)μg/mL

となるように添加した．添加直後に位相差顕微鏡（オリン

パス社製，CK2）を用いて幼弱成虫の形態観察を行った．

結果及び考察

両株ともに1.0(0.1）及び0.1(0.01)μg/mL添加群に

おいて，幼弱成虫の急激な運動性喪失に加えて全体的に丸

みを帯びる顕著な形態変化を認めた（図１）．一方，

0.01(0.001)μg/mL以下ではこのような変化は認められ

なかった．

さらに，0.1(0.01)μg/mLの薬剤添加液を培養液で２

倍段階希釈し，PZ終濃度（MB終濃度）0.05(0.005），

0.025(0.0025）あるいは0.0125(0.00125)μg/mLとなる

ように，幼弱成虫を含む培養液に添加した．その結果，

0.05(0.005)μg/mL添加群において，前述したような変

化が認められたが，0.025(0.0025)μg/mL以下では両株

ともに明らかな変化は認められなかった．

今回の in vitroにおけるPZ感受性の評価では，それぞ

れの株の幼弱成虫ともに，0.05μg/mLという同じPZ濃

度において全体的に丸みを帯びる著しい形態変化を引き起

こし，株間の差を認めることはなかった．

1.0(0.1）や0.1(0.01)μg/mLなどの高濃度添加群にお

いて，幼弱成虫は著しい形態変化を引き起こしたが，わず

かに運動性を残した．このような観察結果は，過去の報告

における単包条虫の原頭節を用いて行われた実験結果と一

致している ．すなわち，同様に処理された虫体は，

PZ処理により，死滅することはなく，形態が変化（収

縮）した．またこれらの報告において，PZ処理により虫

体の in vivoにおける増殖能が著しく低下するという記載

がある．以上のことから，本試験においても形態の変化を

事実上の薬剤の有効性の指標とした．

PZの条虫に対する薬理として，１)外皮の空胞化を引

き起こし，それによって外皮が破壊され内容物が虫体外に

放出される，２)虫体の無機イオンの正常な出入りを妨害

し，Ca やNa が過度に虫体内に入ることにより痙攣や

収縮が起こる，３)虫体のグルコースの吸収を抑制し，さ

らに乳酸塩の排泄量を増加させて虫体の栄養素代謝を阻害

することなどが知られている．今回観察された虫体の形態

変化は，前述したPZの作用によると考えられる．

以上の結果，根室株とヨーロッパ株に対する本合剤の有

効性には差が認められず，本合剤がわが国に分布する多包

条虫にも有効であると考えられた．

稿を終えるにあたり，本研究を共同で行っていただいた，

エランコジャパン㈱の皆様に深謝いたします．
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図1 培養後の幼弱成虫及びPZ(MB）：1.0(0.1)μg/mL
添加後の形態変化
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