
弱酸性次亜塩素酸水は，塩化ナトリウム水溶液を電解す
ることなどにより得られる次亜塩素酸を主成分とする水溶
液である１）．本薬剤は一般細菌（芽胞を含む）やウイルス
に対して広く殺滅効果を示し，次亜塩素酸ナトリウムと比
べても同等以上の効果を発揮するとされている２）．従来の
殺菌剤に比べて取扱いが容易であることから，近年，食品
加工施設をはじめ，医療現場や実験動物施設等にも普及し
てきている３，４）．
エキノコックス（多包条虫）の虫卵は，本寄生虫に感染

したイヌ科動物の糞便中に排出される．ヒトを含む中間宿
主への感染は虫卵を偶発的に経口摂取することにより引き
起こされる．虫卵は中間宿主の消化管において胃酸や胆汁
の刺激により六鉤幼虫を放出し，当該幼虫は循環系を介し
て肝臓に至り定着・発育する．ヒトの場合，感染してから
数年から１０数年の年月を経て，幼虫シスト（病巣）が増
殖し，適切な処置が施されない場合には死に至る．
当所では，１９８６年のエキノコックス実験区域の設置以

来，野ネズミから分離した多包条虫を実験的に継代し，そ
の生物学的な性状等を明らかにしてきた５）．その中，実験
室内での作業員の安全性を確保することはもとより，住民
の感染予防対策を進める上でも，特に虫卵の不活化条件を
明らかにすることが重要となっている．実験室内での虫卵
の不活化には，主に加熱，－８０℃以下での冷凍あるいは
薬剤処理が用いられる．従来，次亜塩素酸ナトリウム（塩
素系漂白剤等）が本寄生虫卵に対して有効な殺滅効果を発
揮する薬剤として知られてきたが６），弱酸性次亜塩素酸水
の本寄生虫卵に対する影響は知られていない．本報告では，
一般に市販されている２００ppm及び５００ppm濃度の弱酸
性次亜塩素酸水を用いて多包条虫卵を処理し，マウスへの
感染性及び虫卵の形態変化を指標として，本薬剤の多包条
虫卵に対する殺滅効果を評価した．

方 法

１．虫卵の精製

北海道根室市において分離され，当所で継代維持されて
いる多包条虫（北海道株）を本試験に用いた．
虫卵は先に報告した方法７）で多包条虫に実験的に感染さ

せたイヌの糞便から採取した．糞便を水道水に懸濁し，茶
漉しを用いてろ過した．次に，そのろ液を目開き１２５μm

の金網メッシュを用いてろ過し，未消化物を除いた．その
ろ液に５倍量の水道水を加えよく混合した後，簡易沈殿を
行い，沈渣部分に含まれる虫卵を回収した．ペニシリン
（Meiji Seika社製，１００万単位／L）及びストレプトマイシ
ン（Meiji Seika社製，２g/L）を含むリン酸緩衝生理食塩
水（PBS）で約２５００個虫卵／mL に調整し，これを精製虫
卵として試験に供した．
２．薬剤処理

１５mL 容コニカルチューブ４本に精製虫卵１０mL をと
り，遠心分離（１，５００rpm，５分間）により上清を除いた．
その沈渣（約０．８g）に市販弱酸性次亜塩素酸水（２００ppm

及び５００ppm濃度の製品）を加えてそれぞれ１３mL とし
た．対照実験として，PBS及び次亜塩素酸ナトリウム溶
液（市販塩素系漂白剤）を希釈せずに，それぞれ同様の手
順で加えた．このようにして市販弱酸性次亜塩素酸水（２００
ppm及び５００ppm濃度），PBSそして次亜塩素酸ナトリウ
ム溶液を加えた４本の試験液を調製した．これら４本の試
験液をボルテックスで攪拌し，沈渣に含まれる虫卵を溶液
中に懸濁させた．これらの試験液を室温で１時間静置し，
その間に２回すべてのチューブを転倒混和した．以上の処
理後，すべての試験液を遠心分離（１，５００rpm，５分間）
して上清を取り除き，１０mL の PBSを加えて沈渣を再懸
濁させる操作を２回繰り返し，虫卵を充分に洗浄した．

道衛研所報 Rep. Hokkaido Inst. Pub. Health,６７,８７―８９（２０１７）

実験室内における多包条虫卵の不活化条件に関する諸検討（その２）
―市販弱酸性次亜塩素酸水の影響―

Some Observations on the Means to Inactivate Echinococcus multilocularis Eggs
in Controlled Laboratory Condition: II. The Influence of Slightly Acidic Hypochlorous Acid Water

孝口 裕一 入江 隆夫

Hirokazu KOUGUCHI and Takao IRIE

Key Words：Echinococcus multilocularis（多包条虫）；slightly acidic hypochlorous acid water（弱酸性次
亜塩素酸水）；Hokkaido isolate（北海道分離株）；eggs（虫卵）

―８７―



３．マウスへの虫卵投与試験

先に報告された方法７―１０）に準じ，若干の改変を加えた以
下の方法により行った．１群５頭の ddY系マウス（オス，７
～８週齢）に，上記処理後の虫卵約４００個を，胃ゾンデを
用いて経口投与し，投与２５日後に解剖し，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，ヘッドルー
ペ（１．６×）を用いた肉眼的観察により肝臓に定着・発育
した病巣（シスト）を計数した．市販弱酸性次亜塩素酸水
（２００ppm及び５００ppm濃度），PBSそして次亜塩素酸ナ
トリウム溶液で処理した虫卵を投与した各群について，感
染が成立したマウスの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．
４．薬剤処理された虫卵の形態観察

市販弱酸性次亜塩素酸水（２００ppm及び５００ppm濃度）
及び次亜塩素酸ナトリウム溶液によって処理された虫卵は，
それぞれの薬剤添加直後から位相差顕微鏡（オリンパス社
製，CK２）を用いて形態観察を行った．観察は，添加直
後から１０分間継続的に，その後は５分ごとに３０分間経過
後まで行った．

結果及び考察

表１に示すように，２００ppm及び５００ppm濃度の市販
弱酸性次亜塩素酸水で処理した虫卵を投与したマウスすべ
てが感染し，コントロール（PBS）と比べて有意なシスト
数の減少も認められなかった．一方，次亜塩素酸ナトリウ
ム溶液を作用させた虫卵を投与したマウス５頭のうちシス
トを確認したマウスは１頭のみで，シスト数もコントロー
ル（PBS）に比べ著しく減少した．
薬剤を作用させた虫卵を顕微鏡下で観察すると，２００ppm

及び５００ppmの次亜塩素酸水では全く形状に変化が認め
られなかった．一方，次亜塩素酸ナトリウム溶液を作用さ
せた虫卵は，速やかに幼虫皮殻が崩壊し，さらに六鉤幼虫
が露出または崩壊した．また，露出し残存した六鉤幼虫も
３０分間以内にやや丸みを帯びた形状に変化し，その細胞
膜等に損傷が生じていることがうかがわれた．以上のこと
から，市販弱酸性次亜塩素酸水（２００ppm及び５００ppm）
は，多包条虫の幼虫皮殻の崩壊を引き起こすに至らず，次
亜塩素酸ナトリウム溶液に比較し，虫卵に対する殺滅効果

を有していないと評価された．
弱酸性次亜塩素酸水及び次亜塩素酸ナトリウム溶液中の

有効塩素は，前者では次亜塩素酸（HClO）態として，後
者では次亜塩素酸イオン（ClO－）態として存在する．有
効塩素の酸化力は微生物やウイルスなどの病原微生物の細
胞膜や細胞壁の損傷，内部タンパク質や核酸の変性を引き
起こすといわれており２），次亜塩素酸（HClO）の殺菌力は
その分子特性により次亜塩素酸イオン（ClO－）より約８０
倍高いとされている３）．
一方，市販弱酸性次亜塩素酸水の次亜塩素酸濃度は２００

～５００ppmが主であり，その有効塩素は有機物が存在する
と容易に活性が低下する３）．今回，２００ppm及び５００ppm

濃度における市販弱酸性次亜塩素酸水による処理では多包
条虫卵は幼虫皮殻の崩壊も観察されなかった．本試験では，
実験感染させたイヌの糞便から調製した多包条虫卵を，著
者らが日常的に試験・研究に用いている方法と同様の条件
で精製を行っていることから，試験液中に残存した糞便の
残渣等有機物が次亜塩素酸の有効塩素の活性の低下に影響
した可能性が考えられる．近年，消毒剤として普及が進ん
でいる市販弱酸性次亜塩素酸水の使用に当たっては，有機
物の存在下で容易に失活するという本剤の特性を充分に踏
まえた上で有効に活用することが重要であろう．
今回の試験において，対照実験として使用した次亜塩素

酸ナトリウム溶液（市販塩素系漂白剤）は多包条虫卵に対
し充分な殺滅効果を発揮したと評価されたが，虫卵を投与
したマウス５頭のうち１頭にシストの形成が確認された。
実験的に虫卵浮遊液に３．７５％以上の次亜塩素酸ナトリ

ウム溶液を加えた場合，数分で虫卵の幼虫皮殻が崩壊し，
大部分の六鉤幼虫に損傷を与えるとされている６）．一方，
多包条虫を含むテニア科条虫卵は低濃度（０．８％以下）に
希釈した次亜塩素酸で処理した場合，速やかに幼虫皮殻の
崩壊が起こるが，露出した六鉤幼虫は in vitroにおける研
究に利用できその活性を維持する６，１１，１２）．我々は，３％に
希釈した次亜塩素酸ナトリウム溶液中で１０分間処理した
場合においても多包条虫卵は感染性を維持することを報告
した７）．また，家庭で使用される塩素系漂白剤中の多包条
虫卵殺滅効果は実際の有効塩素濃度の違い，温度あるいは
対象物に含まれる有機物の含有量によって変動があると報
告されている１３）．
今回，希釈していない次亜塩素酸ナトリウム溶液に１時

表１ マウスへの虫卵投与試験による形成シスト数の比較
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間浸漬させた虫卵が完全に殺滅されなかった理由は不明で
あるが，可能性として前述した試験液中の糞便残渣等の有
機物の影響や市販塩素系漂白剤の実際の有効塩素濃度の違
いなどが上げられる．いずれにしても，現在，次亜塩素酸
ナトリウム溶液が多包条虫卵の殺滅に最も有効な薬剤であ
り，今後とも本剤を適切に使用することにより実験室内の
安全を確保することが必要と考えられた．
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