
　大西　中村先生、寄生虫症の最近の
話題について、まず、私たちに身近な
のは、いろいろな食に関連した寄生虫
が話題になることが多いと思いますけ
れども、そのあたりから教えていただ
けますか。
　中村　かつて寄生虫といえば、ヒト
の堆肥を使って農作していたことから、
回虫とか鉤虫が代表格でした。最近は、
食に関連する寄生虫が話題になってい
まして、そういう寄生虫が原因のもの
も食中毒としてとらえようと、私たち
の関係者も活動しています。
　その中でも、特に最近、注目されて
いるのがヒラメを原因とするクドアセ
プテンプンクタータと呼ばれる寄生虫
です。
　大西　難しい名前ですね。
　中村　そうですね。ただ、名前は難
しいのですけれども、写真を見ていた
だくと、非常にきれいな形をしていま
す。ナナホシクドアという和名の、花
びらのような形をしている寄生虫です。
　大西　これはヒラメに寄生して、ヒ

ラメを生で食べるとうつることがある
のですか。
　中村　そうです。
　大西　例えばどんな症状になるので
すか。
　中村　主な症状は、食べて数時間後
ぐらいに下痢や嘔吐などが出現し、ほ
とんどは一過性で、１日あるいは２日
で改善します。それまで、おそらく食
中毒であろうけれども、原因がわから
なかったものの中に、ヒラメの喫食が
多いと調べたら、クドアセプテンプン
クタータの関与がわかったという経緯
になります。
　大西　ヒラメとは知りませんでした。
ほかにも新しいものがありますか。
　中村　ほかに、もう一つ注目されて
いるものとしては、馬肉に寄生してい
るサルコシスチスフェアリーが最近注
目されています。
　大西　やはり生で食べて。
　中村　そうですね。
　大西　そういうケースはよくありま
すね。どういう症状が出るのでしょう

か。
　中村　これも先ほどのクドアセプテ
ンプンクタータと同じように、感染源
となる馬肉を食べたあと、しばらくし
て下痢、腹痛が出る。これも一過性で、
ほとんど１日あるいは２日程度で軽快
します。
　大西　そんなに重症にはならない。
　中村　そうですね。重症化したとい
う報告はないと思います。
　大西　特別何か薬を使うほどでもな
いのでしょうか。
　中村　そうですね。最近、こういう
ものがわかってきて、技術的には患者
さんの便からそれらのクドアセプテン
プンクタータやサルコシスチスを検出
することは可能なのですけれども、今
の時点では残った食材から検出して診
断しているのが実情です。
　大西　最近の寄生虫症は、食品媒介
性の寄生虫症が非常に多いということ
ですけれども、代表的なものにはどう
いうものがありますか。
　中村　サバやイカを生で食べて急に
おなかが痛くなるアニサキス症は、皆
さんもよくご存じだと思います。
　それ以外に有名なものとしては、い
わゆるサナダムシ、日本海裂頭条虫と
いいますけれども、サケやマスを生で
食べて感染する寄生虫。
　このほか、ちょっとなじみがないか
もしれませんけれども、ホタルイカを
原因とする旋尾線虫症。それから生の

カニ、海のカニではなくて淡水のカニ、
サワガニ、モクズガニ、中国の高級食
材として知られている上海ガニなどが
原因となる肺吸虫症、ヤマメなどを食
べて感染する顎口虫症。
　それから、今は生のレバ刺しは日本
では食べられませんが、牛のレバ刺し
や鶏のたたきなどを原因とするトキソ
カラ症、イヌ回虫あるいはネコ回虫の
感染症もあります。
　大西　今お聞きしたのはおいしい食
材が多いですけれども。
　中村　そうですね。日本人は生のも
の、新鮮なものを刺身にしてしょうゆ
で食べる文化を持っていますので。
　大西　感染症が起こりうることを覚
えておかないといけないですね。先ほ
どいろいろ症状をうかがいましたけれ
ども、患者さんの症状から、これはこ
の寄生虫だなということがある程度わ
かることもあるのですか。
　中村　例えば、アニサキス症はご存
じのとおり、急性腹症として夜間の救
急外来等に訪れることが多いと思いま
す。もう一つわかりやすいものとして
は日本海裂頭条虫。これはほとんどの
患者さんが排便をした後に、お尻にひ
ものようなものがぶらさがっていて、
引っ張ったら途中で切れたと訴えて受
診されることが多いです。この２つは
非常に症状がわかりやすいものかと思
います。
　もう一つ症状でわかりやすいものと
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　大西　中村先生、寄生虫症の最近の
話題について、まず、私たちに身近な
のは、いろいろな食に関連した寄生虫
が話題になることが多いと思いますけ
れども、そのあたりから教えていただ
けますか。
　中村　かつて寄生虫といえば、ヒト
の堆肥を使って農作していたことから、
回虫とか鉤虫が代表格でした。最近は、
食に関連する寄生虫が話題になってい
まして、そういう寄生虫が原因のもの
も食中毒としてとらえようと、私たち
の関係者も活動しています。
　その中でも、特に最近、注目されて
いるのがヒラメを原因とするクドアセ
プテンプンクタータと呼ばれる寄生虫
です。
　大西　難しい名前ですね。
　中村　そうですね。ただ、名前は難
しいのですけれども、写真を見ていた
だくと、非常にきれいな形をしていま
す。ナナホシクドアという和名の、花
びらのような形をしている寄生虫です。
　大西　これはヒラメに寄生して、ヒ

ラメを生で食べるとうつることがある
のですか。
　中村　そうです。
　大西　例えばどんな症状になるので
すか。
　中村　主な症状は、食べて数時間後
ぐらいに下痢や嘔吐などが出現し、ほ
とんどは一過性で、１日あるいは２日
で改善します。それまで、おそらく食
中毒であろうけれども、原因がわから
なかったものの中に、ヒラメの喫食が
多いと調べたら、クドアセプテンプン
クタータの関与がわかったという経緯
になります。
　大西　ヒラメとは知りませんでした。
ほかにも新しいものがありますか。
　中村　ほかに、もう一つ注目されて
いるものとしては、馬肉に寄生してい
るサルコシスチスフェアリーが最近注
目されています。
　大西　やはり生で食べて。
　中村　そうですね。
　大西　そういうケースはよくありま
すね。どういう症状が出るのでしょう

か。
　中村　これも先ほどのクドアセプテ
ンプンクタータと同じように、感染源
となる馬肉を食べたあと、しばらくし
て下痢、腹痛が出る。これも一過性で、
ほとんど１日あるいは２日程度で軽快
します。
　大西　そんなに重症にはならない。
　中村　そうですね。重症化したとい
う報告はないと思います。
　大西　特別何か薬を使うほどでもな
いのでしょうか。
　中村　そうですね。最近、こういう
ものがわかってきて、技術的には患者
さんの便からそれらのクドアセプテン
プンクタータやサルコシスチスを検出
することは可能なのですけれども、今
の時点では残った食材から検出して診
断しているのが実情です。
　大西　最近の寄生虫症は、食品媒介
性の寄生虫症が非常に多いということ
ですけれども、代表的なものにはどう
いうものがありますか。
　中村　サバやイカを生で食べて急に
おなかが痛くなるアニサキス症は、皆
さんもよくご存じだと思います。
　それ以外に有名なものとしては、い
わゆるサナダムシ、日本海裂頭条虫と
いいますけれども、サケやマスを生で
食べて感染する寄生虫。
　このほか、ちょっとなじみがないか
もしれませんけれども、ホタルイカを
原因とする旋尾線虫症。それから生の

カニ、海のカニではなくて淡水のカニ、
サワガニ、モクズガニ、中国の高級食
材として知られている上海ガニなどが
原因となる肺吸虫症、ヤマメなどを食
べて感染する顎口虫症。
　それから、今は生のレバ刺しは日本
では食べられませんが、牛のレバ刺し
や鶏のたたきなどを原因とするトキソ
カラ症、イヌ回虫あるいはネコ回虫の
感染症もあります。
　大西　今お聞きしたのはおいしい食
材が多いですけれども。
　中村　そうですね。日本人は生のも
の、新鮮なものを刺身にしてしょうゆ
で食べる文化を持っていますので。
　大西　感染症が起こりうることを覚
えておかないといけないですね。先ほ
どいろいろ症状をうかがいましたけれ
ども、患者さんの症状から、これはこ
の寄生虫だなということがある程度わ
かることもあるのですか。
　中村　例えば、アニサキス症はご存
じのとおり、急性腹症として夜間の救
急外来等に訪れることが多いと思いま
す。もう一つわかりやすいものとして
は日本海裂頭条虫。これはほとんどの
患者さんが排便をした後に、お尻にひ
ものようなものがぶらさがっていて、
引っ張ったら途中で切れたと訴えて受
診されることが多いです。この２つは
非常に症状がわかりやすいものかと思
います。
　もう一つ症状でわかりやすいものと
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しては、皮膚にいわゆるミミズ腫れが
出るような病気で、これは旋尾線虫と
顎口虫が皮膚に病気を引き起こす、皮
膚爬行症です。
　大西　皮膚に這っているということ
ですか。
　中村　そうですね。少しかゆみがあ
ったり、あと少し皮膚の深いところを
這うと移動性、紅斑が移動する症状が
出るのが顎口虫症と旋尾線虫症になり
ます。
　大西　そういうものですと、ある程
度症状から推測できる。一方でなかな
か難しいものもあるわけですね。
　中村　例えば肺吸虫症ですと、全く
無症状で、たまたま健診でレントゲン
で異常陰影を指摘されて肺がんだと思
って、外科的に摘出された組織で初め
て肺吸虫症と診断されるようなケース
もあります。
　大西　そういうこともあるのですね。
診断はやはり検便が主な診断法になる
のでしょうか。
　中村　寄生虫といえば、検便とお思
いになるかと思うのですけれども、先
ほど例に挙げた寄生虫の中で検便で診
断がつくものは、日本海裂頭条虫だけ
です。アニサキス症、旋尾線虫症、顎
口虫症、トキソカラ症は、幼虫移行症
と呼ばれる寄生虫症になります。ヒト
の体の中で寄生虫が成虫にならない。
すなわち、虫卵が腸管から体外に排出
されず、検便での診断はできません。

　肺吸虫に関しては、種類によっては
ヒトの中で成虫になって、虫卵が診断
の役に立つこともあるのですけれども、
私たちの経験ではそれはおよそ半分ぐ
らい。ほとんどが抗体を検出する免疫
診断が主な診断方法になります。
　大西　昔、小学校のときの健康診断
で検便をやっていましたけれども、最
近、廃止になりましたね。
　中村　そうですね。最後まで残って
いた蟯虫検査も、学校保健法の必須項
目から削除になりましたので、今どの
ぐらいの方が寄生虫に感染しているか
というデータではっきりしたものは、
感染症法に指定されているもの以外あ
りません。
　大西　そうしますと、寄生虫疾患を
疑った場合は血液検査で特異的な抗体
が出るかどうかで診断がつくのでしょ
うか。
　中村　そうです。ただその前に、今
ご紹介したような寄生虫症は末梢血の
好酸球増多を伴うことが多いのです。
何らかの症状を訴えた患者さんがいら
っしゃった場合、少し好酸球に注目し
ていただいて、好酸球が上昇していれ
ば、寄生虫かということで、食べ物の
問診をしていただけるといいと思いま
す。
　大西　時々体調を崩された方で好酸
球が多い人を見るのですけれども、そ
ういう場合は寄生虫も頭に置いておい
たほうがいいということですか。

　中村　完全に寄生虫が日本からなく
なったわけではありませんので、頭の
片隅に置いていただければと思います。
　大西　そういう場合は何か取っかか
りはあるのですか。好酸球増多以外に
何か参考になるような所見は。
　中村　好酸球増多以外の所見はなか
なか難しくて、先ほどの皮膚に出るも
のや、虫が直接出てくるもの以外はな
かなか難しいですね。
　大西　不明熱みたいなものはないの
ですか。
　中村　不明熱は、今ご紹介したもの
の中にはありません。
　大西　わかりました。ちょっと疑っ
てかかるということですね。
　中村　そうですね。
　大西　あとは、今グローバル化で世
界との行き来が激しいですけれども、
海外でいろいろ感染する輸入感染症の
例もあるわけですね。
　中村　そうですね。例えば肺吸虫な
どは、実は日本以外にも韓国、中国、
南アメリカ、アフリカなどにも分布し
ています。そこで淡水のカニを食べて
感染する可能性がありますので、現地
で日本人がそういうものを興味本位で
食べたり、逆にそういう肺吸虫症の流
行地から日本に来られた海外の方が日
本の食材で感染する事例もあります。
　大西　気をつけなければいけないで
すね。お話をうかがっていますと、日
本人だと難しい面もありますけれども、

予防では、どういったことに気をつけ
たらいいですか。
　中村　生で食べずに火を通していた
だくというのが一番なのですが。
　大西　昔はよく川魚は、とか、川の
ものは、といっていましたけれども、
海のものでもあるのですね。
　中村　そうですね。アニサキスはサ
バとかイカですし、旋尾線虫はホタル
イカですので。
　大西　なかなか難しいところもあり
ますね。
　中村　日本人の食習慣と結びついて
いますので。寄生虫疾患というと、ゲ
テモノ食いと思われるのですけれども、
決してそうではなくて、食習慣や文化
に根づいた一面もあるということです。
私たちは寄生虫を疑う患者さんに問診
をするときに、「何か変なものを食べ
ていませんか」という聞き方はしませ
ん。寄生虫が疑われる患者さんに関し
ては、具体的な症状を聞いて、どこに
感染しているのかを考え、可能性のあ
る寄生虫を念頭に置いた問診をするよ
うに心がけています。
　大西　「ホタルイカみたいなものは
食べませんでしたか」とか。
　中村　そうです。具体的な食歴を問
診するように心がけています。
　大西　海外で気をつけることも、や
はり同じようなことになりますか。
　中村　基本的に海外では生のものは
食べないとおっしゃる方が多いと思う
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しては、皮膚にいわゆるミミズ腫れが
出るような病気で、これは旋尾線虫と
顎口虫が皮膚に病気を引き起こす、皮
膚爬行症です。
　大西　皮膚に這っているということ
ですか。
　中村　そうですね。少しかゆみがあ
ったり、あと少し皮膚の深いところを
這うと移動性、紅斑が移動する症状が
出るのが顎口虫症と旋尾線虫症になり
ます。
　大西　そういうものですと、ある程
度症状から推測できる。一方でなかな
か難しいものもあるわけですね。
　中村　例えば肺吸虫症ですと、全く
無症状で、たまたま健診でレントゲン
で異常陰影を指摘されて肺がんだと思
って、外科的に摘出された組織で初め
て肺吸虫症と診断されるようなケース
もあります。
　大西　そういうこともあるのですね。
診断はやはり検便が主な診断法になる
のでしょうか。
　中村　寄生虫といえば、検便とお思
いになるかと思うのですけれども、先
ほど例に挙げた寄生虫の中で検便で診
断がつくものは、日本海裂頭条虫だけ
です。アニサキス症、旋尾線虫症、顎
口虫症、トキソカラ症は、幼虫移行症
と呼ばれる寄生虫症になります。ヒト
の体の中で寄生虫が成虫にならない。
すなわち、虫卵が腸管から体外に排出
されず、検便での診断はできません。

　肺吸虫に関しては、種類によっては
ヒトの中で成虫になって、虫卵が診断
の役に立つこともあるのですけれども、
私たちの経験ではそれはおよそ半分ぐ
らい。ほとんどが抗体を検出する免疫
診断が主な診断方法になります。
　大西　昔、小学校のときの健康診断
で検便をやっていましたけれども、最
近、廃止になりましたね。
　中村　そうですね。最後まで残って
いた蟯虫検査も、学校保健法の必須項
目から削除になりましたので、今どの
ぐらいの方が寄生虫に感染しているか
というデータではっきりしたものは、
感染症法に指定されているもの以外あ
りません。
　大西　そうしますと、寄生虫疾患を
疑った場合は血液検査で特異的な抗体
が出るかどうかで診断がつくのでしょ
うか。
　中村　そうです。ただその前に、今
ご紹介したような寄生虫症は末梢血の
好酸球増多を伴うことが多いのです。
何らかの症状を訴えた患者さんがいら
っしゃった場合、少し好酸球に注目し
ていただいて、好酸球が上昇していれ
ば、寄生虫かということで、食べ物の
問診をしていただけるといいと思いま
す。
　大西　時々体調を崩された方で好酸
球が多い人を見るのですけれども、そ
ういう場合は寄生虫も頭に置いておい
たほうがいいということですか。

　中村　完全に寄生虫が日本からなく
なったわけではありませんので、頭の
片隅に置いていただければと思います。
　大西　そういう場合は何か取っかか
りはあるのですか。好酸球増多以外に
何か参考になるような所見は。
　中村　好酸球増多以外の所見はなか
なか難しくて、先ほどの皮膚に出るも
のや、虫が直接出てくるもの以外はな
かなか難しいですね。
　大西　不明熱みたいなものはないの
ですか。
　中村　不明熱は、今ご紹介したもの
の中にはありません。
　大西　わかりました。ちょっと疑っ
てかかるということですね。
　中村　そうですね。
　大西　あとは、今グローバル化で世
界との行き来が激しいですけれども、
海外でいろいろ感染する輸入感染症の
例もあるわけですね。
　中村　そうですね。例えば肺吸虫な
どは、実は日本以外にも韓国、中国、
南アメリカ、アフリカなどにも分布し
ています。そこで淡水のカニを食べて
感染する可能性がありますので、現地
で日本人がそういうものを興味本位で
食べたり、逆にそういう肺吸虫症の流
行地から日本に来られた海外の方が日
本の食材で感染する事例もあります。
　大西　気をつけなければいけないで
すね。お話をうかがっていますと、日
本人だと難しい面もありますけれども、

予防では、どういったことに気をつけ
たらいいですか。
　中村　生で食べずに火を通していた
だくというのが一番なのですが。
　大西　昔はよく川魚は、とか、川の
ものは、といっていましたけれども、
海のものでもあるのですね。
　中村　そうですね。アニサキスはサ
バとかイカですし、旋尾線虫はホタル
イカですので。
　大西　なかなか難しいところもあり
ますね。
　中村　日本人の食習慣と結びついて
いますので。寄生虫疾患というと、ゲ
テモノ食いと思われるのですけれども、
決してそうではなくて、食習慣や文化
に根づいた一面もあるということです。
私たちは寄生虫を疑う患者さんに問診
をするときに、「何か変なものを食べ
ていませんか」という聞き方はしませ
ん。寄生虫が疑われる患者さんに関し
ては、具体的な症状を聞いて、どこに
感染しているのかを考え、可能性のあ
る寄生虫を念頭に置いた問診をするよ
うに心がけています。
　大西　「ホタルイカみたいなものは
食べませんでしたか」とか。
　中村　そうです。具体的な食歴を問
診するように心がけています。
　大西　海外で気をつけることも、や
はり同じようなことになりますか。
　中村　基本的に海外では生のものは
食べないとおっしゃる方が多いと思う
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のですけれども。
　大西　それが重要ですね。全体とし
て疫学的には増えているのですか、減
っているのですか。なかなかデータが
ないようですけれども。
　中村　その点がわからないのが今の
日本における寄生虫疾患の問題点でも
あると思います。今ご紹介した寄生虫
はすべて感染症法で届け出の対象には

なっていませんので。ただし、食に関
連した健康被害ということで、食中毒
としての届け出をしていただこうと私
たちは活動しています。食品に関連し
た寄生虫症を診断された先生はぜひ保
健所に相談していただいて、届け出を
していただけるといいかと思います。
　大西　どうもありがとうございまし
た。

　中村　大曲先生、このたび企画いた
だきました感染症のシリーズは膨大な
長さで、たいへん内容の濃い、いいお
話をいただいてきました。今回はその
最後を飾るものとして、これからの動
向、将来をお話しいただきたいと思っ
ています。
　感染症あるいは病原微生物との戦い
はこれからもずっと絶えることはない
のでしょうね。
　大曲　それをこの１年、２年は本当
に強く思いました。例えば、抗菌薬が
できて感染症はかなり治療できるよう
になったわけですが、特にこの５年ぐ
らい、抗菌薬の開発が鈍ってきたこと
も一つありますが、抗菌薬の耐性菌の
問題が大きくなりました。そこにどう
対峙していくかは非常に大きな問題で
すし、また、一般細菌以外ですと、次
から次に新しいウイルスの問題が出て
きました。
　中村　どう対応するか。
　大曲　本当にそうですね。どう対応
するかは終わりがないと思っています。

　中村　今までの歴史から見ても、例
えば黄熱とかポリオとか、一部の地域
かもしれませんが、根絶やしにできそ
うなところがあるわけですね。何がよ
くなっていったのか。それはやはりワ
クチンなどが大きかったのですか。
　大曲　ワクチンの開発は非常に大き
かったと思います。ポリオの問題もそ
うですし、麻疹にしても、日本は排除
認定がされましたけれども、ワクチン
の開発は非常に大きかったと思います。
特にこの近年ではワクチンの開発が非
常に活発になっていますので、期待で
きると思います。
　中村　エボラ出血熱のワクチンもで
きたという話を聞いていますが。
　大曲　エボラ出血熱のワクチンは、
2014年からの流行の中で幾つか検討さ
れましたけれども、比較的期待できる
結果も出てきていますので、期待した
いと思います。
　中村　私どもの卑近な例として、例
えばデング熱とか、あるいはマラリア
も一部そうかもしれませんが、ああい

感染症診療の最前線2015（Ⅶ）

国立国際医療研究センター病院国際感染症センター長
大　曲　貴　夫

（聞き手　中村治雄）

感染症領域の今後の展望
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