
東京都保健医療公社荏原病院感染症内科医長
中　村　ふくみ

（聞き手　池田志斈）

　ホタルイカに関連するアレルギー症状の診断・診療についてご教示ください。
＜東京都勤務医＞

ホタルイカで感染する旋尾線虫症

　池田　中村先生、ホタルイカで感染
する寄生虫とはどのような寄生虫なの
でしょうか。
　中村　ホタルイカから感染する寄生
虫というのは旋尾線虫の幼虫、中でも
TypeⅩ、10型幼虫と呼ばれています。
　池田　TypeⅩとは幾つかタイプが
あって、そのうち10番目だけが感染し
やすい、そういうことですか。
　中村　はい。もともとは腸閉塞を起
こした患者さんの切除標本から旋尾線
虫の幼虫の断面が見つかったところか
ら、この寄生虫の研究は端を発してい
ます。ヒトに感染する旋尾線虫の幼虫、
患者さんが食べた魚から、旋尾線虫の
幼虫を13種類集めてきて、それぞれの
幼虫の断面とか、動物に感染させて侵
入性が強いものはどれかという検討が
なされた結果、１番目から13番目のう
ち10番目が一番病原性が強いことが実

験的にわかりました。
　池田　TypeⅩというのがホタルイ
カによくくっついているのですね。
　中村　旋尾線虫の幼虫は、ホタルイ
カ以外にも、スケトウダラやハタハタ、
スルメイカなどから検出はされている
のですが、スケトウダラから出された
10番目の幼虫、TypeⅩと、ホタルイ
カから検出されたTypeⅩが一致した
こと、それから患者さんの組織の断面
から検出された幼虫の形態がTypeⅩ
に一致したことから、病原体がわかっ
た寄生虫です。
　池田　ホタルイカはちょっと心配と
いうことですが、旋尾線虫のライフサ
イクルはどうなっているのでしょうか。
　中村　旋尾線虫の幼虫であることは
わかっているのですが、実は生活環 
は完全にはまだ解明されていません。
2005～2006年ごろになってようやく旋

尾線虫、TypeⅩの成虫がツチクジラ
に寄生するCrassicauda giliakianaであ
ることがようやくわかったところで、
生活環の完全な解明はまだなされてい
ません。
　池田　ツチクジラというのはだいた
いどの辺にすんでいるのでしょうか。
　中村　幼虫が検出される魚の生息域
とか、特にホタルイカの漁の地域を勘
案すると、おそらく寒いところ、北方
地域にいるクジラではないかと思いま
す。
　池田　旋尾線虫、13番目まで含めて、
ホタルイカやスケトウダラ、ハタハタ、
スルメイカに寄生する。どっちかとい
うと日本海側の北のほうですね。
　中村　そうですね。
　池田　その辺にすんでいるクジラが
最終宿主ということですか。
　中村　はい。
　池田　ホタルイカにこの虫がついた
場合、ホタルイカのどのあたりの臓器
にいるのでしょうか。
　中村　内臓に寄生しています。もち
ろんほかの魚介類の内臓にも寄生はし
ていますが、ホタルイカは丸ごと、内
臓ごと食べることから、ヒトへの感染
源として重要と考えられています。
　池田　逆にいうと、ホタルイカの内
臓を取ってしまうといいのでしょうか。
　中村　生で食べる場合には内臓を取
るよう食品衛生法で通達が出ていて、
このほかにも生で食べる場合には冷凍

処理、マイナス30度で４日間以上冷凍
してから沖漬けなり生食で供しなさい
という通達が出ています。
　池田　何年ぐらいから通達が出たの
ですか。
　中村　2000年に通達が出ています。
　池田　もう18年。その間に、実際、
患者さんは全くいなくなったのでしょ
うか。
　中村　ゼロにはなっていないのです
が、通達が出る前と出た後では患者さ
んの数は減っています。
　池田　一応の効果は出ているのです
ね。
　中村　はい。そのように考えられま
す。
　池田　今我々が例えば沖漬けとして
食べているようなものは、基本的には
マイナス30度で４日間冷凍して、その
後につくられているという認識でよい
ですね。
　中村　通達が守られていれば、その
ような処置がされたものが流通してい
ると思います。あるいは、中心温度が
マイナス35度で15時間以上、またはマ
イナス40度で40分以上でも、同等の殺
虫能力を有しているといわれています。
　池田　アニサキスみたいにアレルギ
ーのもとがたくさんあって、温度の耐
性もあるものよりは比較的対処しやす
いということでしょうか。
　中村　そうですね。ただ、旋尾線虫
症の発症機序について、皮膚の爬行疹
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ていますが、ホタルイカは丸ごと、内
臓ごと食べることから、ヒトへの感染
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ような処置がされたものが流通してい
ると思います。あるいは、中心温度が
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と腸閉塞と２つのタイプがあるのです
が、病原、機序、病態ははっきりわか
っていないのが実情です。腸閉塞の患
者さんのCT像を見ると、小腸アニサ
キスと全く同じような所見、すなわち
小腸の部分的な閉塞、その口側の液体
貯留、場合によっては腹水貯留という
同じような所見が見られるのですが、
それが本当にアニサキスのようにアレ
ルギーの機序で起こっているかどうか
はわかっていませんし、旋尾線虫に関
するアレルゲンの解析結果もまだわか
っていません。
　池田　ヒトの体内に旋尾線虫が入っ
た場合、症状からうかがいますが、一
つは腸閉塞ですか。
　中村　はい。
　池田　最初にTypeⅩが見つかった
のが腸の検査からとのことですが、腸
の壁に虫が入り込んで症状を起こすの
ではないのですか。
　中村　画像的には部分的な粘膜の浮
腫なので、アレルギー機序かと思われ
るのですが、腸閉塞を起こしたものに
関しては腸粘膜から断面が検出されて
いたと思います。あるいは、漿膜側に
虫体の断面が検出されていたと思いま
す。
　池田　イメージとしてはおそらく腸
管のほうに虫が入り込むけれども、そ
れだけではなくて、何かアレルギー的
なことも考えられているのですね。
　中村　おそらくそのように思われま

す。
　池田　意外と恐ろしいですね。
　中村　そうですね。
　池田　旋尾線虫の腸閉塞の治療はど
のようにされるのですか。
　中村　基本的にはアニサキスと同じ
で、対症療法、保存的療法が基本にな
ります。ただ、これもアニサキスと違
って、何日ぐらいヒトの体の中で生き
ているのかとか、どのぐらいで改善し
てくるのかが、はっきりわかっていな
いと思いますので、状況を見ながらに
なります。もちろん、腸管の壊死がひ
どい場合などには外科的な切除が必要
になるケースもまれながらあるようで
す。
　池田　最初に旋尾線虫が見つかった
のが腸の切除標本だとおっしゃいまし
たが、中にはそのくらいひどい症状に
なる方もいるのですね。
　中村　はい。
　池田　一方、皮膚症状というのはど
ういうものなのでしょうか。
　中村　皮膚に関しては、いわゆる皮
膚爬行疹、ミミズ腫れですね。皮膚の
浅いところを這えばミミズ腫れとか、
そこに水疱形成を起こしてくる。あと、
つい先日、私たちのところに旋尾線虫
症の皮膚型の患者さんがいらっしゃっ
たのですが、皮膚の爬行疹のほかに、
かなり強い紅斑を伴っていて、かゆみ
も訴えられていました。一方、深いと
ころを幼虫が這うと、いわゆる硬結が

移動するという症状が現れます。
　池田　我々、皮膚科領域ではクリー
ピング病を目にするのですが、それと
似たようなものですね。
　中村　そうです。
　池田　その場合、虫がずっと動いて
いくのですが、その先を切り取って治
療するのでしょうか。
　中村　生検が診断であると同時に治
療にもなるのですが、私が経験した患
者さんは、皮膚科の先生と相談して、
先端部分から、虫が動いているであろ
う方向のちょっと幅の広いところ、範
囲を大きめに紡錘型に切除して、虫体
の断面を得ることができました。もち
ろんそれは治療ということになります。
　池田　実際、虫というのはどのくら
いの大きさのものなのでしょうか。
　中村　ホタルイカから取り出した成
虫はそんなに大きくなくて、肉眼で見
るのは非常に難しい、確認しにくい大
きさでして、体長は５～10㎜、体の幅
が0.1㎜という、肉眼で見るのは非常に
難しい大きさになります。
　池田　なかなか小さいのですね。皮
膚の症状を取るために生検して、一部
でも断面が見られたら、それでよしに
するのでしょうか。
　中村　そうですね。ただ、病理の結
果が出るのに１週間程度かかりますし、
１匹しか感染していないとも限りませ
んので、最近では糞線虫とか、ほかの
線虫類に効果があるイベルメクチンの

内服で治療したという症例報告が見ら
れます。
　池田　やはりこれもイベルメクチン
に感受性があるのですね。
　中村　おそらくそうだと思います。
私たちの患者さんはイベルメクチンで
治療しました。
　池田　逆に、なかなかわかりづらい
と思うのですが、腸閉塞の場合、ホタ
ルイカを食べたか食べていないかを聞
きながら、イベルメクチンをのんだり、
そういうことはあるのでしょうか。
　中村　理論的にはあると思うのです
が、基本的には保存的治療がされてい
ます。あと、ホタルイカの漁の季節が
３～８月ですので、その季節性も旋尾
線虫症の診断の根拠につながる情報だ
と思います。
　池田　もちろん、食べたということ
が情報として大切だと思うのですが、
例えばホタルイカを間違って生食して
しまって、どのくらい後で症状が出る
のですか。
　中村　皮膚型と腸閉塞で少し潜伏期
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と腸閉塞と２つのタイプがあるのです
が、病原、機序、病態ははっきりわか
っていないのが実情です。腸閉塞の患
者さんのCT像を見ると、小腸アニサ
キスと全く同じような所見、すなわち
小腸の部分的な閉塞、その口側の液体
貯留、場合によっては腹水貯留という
同じような所見が見られるのですが、
それが本当にアニサキスのようにアレ
ルギーの機序で起こっているかどうか
はわかっていませんし、旋尾線虫に関
するアレルゲンの解析結果もまだわか
っていません。
　池田　ヒトの体内に旋尾線虫が入っ
た場合、症状からうかがいますが、一
つは腸閉塞ですか。
　中村　はい。
　池田　最初にTypeⅩが見つかった
のが腸の検査からとのことですが、腸
の壁に虫が入り込んで症状を起こすの
ではないのですか。
　中村　画像的には部分的な粘膜の浮
腫なので、アレルギー機序かと思われ
るのですが、腸閉塞を起こしたものに
関しては腸粘膜から断面が検出されて
いたと思います。あるいは、漿膜側に
虫体の断面が検出されていたと思いま
す。
　池田　イメージとしてはおそらく腸
管のほうに虫が入り込むけれども、そ
れだけではなくて、何かアレルギー的
なことも考えられているのですね。
　中村　おそらくそのように思われま

す。
　池田　意外と恐ろしいですね。
　中村　そうですね。
　池田　旋尾線虫の腸閉塞の治療はど
のようにされるのですか。
　中村　基本的にはアニサキスと同じ
で、対症療法、保存的療法が基本にな
ります。ただ、これもアニサキスと違
って、何日ぐらいヒトの体の中で生き
ているのかとか、どのぐらいで改善し
てくるのかが、はっきりわかっていな
いと思いますので、状況を見ながらに
なります。もちろん、腸管の壊死がひ
どい場合などには外科的な切除が必要
になるケースもまれながらあるようで
す。
　池田　最初に旋尾線虫が見つかった
のが腸の切除標本だとおっしゃいまし
たが、中にはそのくらいひどい症状に
なる方もいるのですね。
　中村　はい。
　池田　一方、皮膚症状というのはど
ういうものなのでしょうか。
　中村　皮膚に関しては、いわゆる皮
膚爬行疹、ミミズ腫れですね。皮膚の
浅いところを這えばミミズ腫れとか、
そこに水疱形成を起こしてくる。あと、
つい先日、私たちのところに旋尾線虫
症の皮膚型の患者さんがいらっしゃっ
たのですが、皮膚の爬行疹のほかに、
かなり強い紅斑を伴っていて、かゆみ
も訴えられていました。一方、深いと
ころを幼虫が這うと、いわゆる硬結が

移動するという症状が現れます。
　池田　我々、皮膚科領域ではクリー
ピング病を目にするのですが、それと
似たようなものですね。
　中村　そうです。
　池田　その場合、虫がずっと動いて
いくのですが、その先を切り取って治
療するのでしょうか。
　中村　生検が診断であると同時に治
療にもなるのですが、私が経験した患
者さんは、皮膚科の先生と相談して、
先端部分から、虫が動いているであろ
う方向のちょっと幅の広いところ、範
囲を大きめに紡錘型に切除して、虫体
の断面を得ることができました。もち
ろんそれは治療ということになります。
　池田　実際、虫というのはどのくら
いの大きさのものなのでしょうか。
　中村　ホタルイカから取り出した成
虫はそんなに大きくなくて、肉眼で見
るのは非常に難しい、確認しにくい大
きさでして、体長は５～10㎜、体の幅
が0.1㎜という、肉眼で見るのは非常に
難しい大きさになります。
　池田　なかなか小さいのですね。皮
膚の症状を取るために生検して、一部
でも断面が見られたら、それでよしに
するのでしょうか。
　中村　そうですね。ただ、病理の結
果が出るのに１週間程度かかりますし、
１匹しか感染していないとも限りませ
んので、最近では糞線虫とか、ほかの
線虫類に効果があるイベルメクチンの

内服で治療したという症例報告が見ら
れます。
　池田　やはりこれもイベルメクチン
に感受性があるのですね。
　中村　おそらくそうだと思います。
私たちの患者さんはイベルメクチンで
治療しました。
　池田　逆に、なかなかわかりづらい
と思うのですが、腸閉塞の場合、ホタ
ルイカを食べたか食べていないかを聞
きながら、イベルメクチンをのんだり、
そういうことはあるのでしょうか。
　中村　理論的にはあると思うのです
が、基本的には保存的治療がされてい
ます。あと、ホタルイカの漁の季節が
３～８月ですので、その季節性も旋尾
線虫症の診断の根拠につながる情報だ
と思います。
　池田　もちろん、食べたということ
が情報として大切だと思うのですが、
例えばホタルイカを間違って生食して
しまって、どのくらい後で症状が出る
のですか。
　中村　皮膚型と腸閉塞で少し潜伏期
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が違い、皮膚型の潜伏期間は長くて２
週間前後です。腸閉塞の場合は食べて
半日から数日、これも小腸アニサキス
と同じようなかたちで、摂食してから
半日から数日程度が潜伏期になります。
　池田　皮膚型は間が空いている分だ
け、患者さん本人は意識しづらいです
ね。
　中村　その可能性はあります。
　池田　逆にいうと、腸閉塞は比較的、
何を食べたか、ということですね。
　中村　想起しやすいのです。ホタル
イカの漁期と食べてからの時間が診断
に重要になると思います。
　池田　私も全然知らなかったのです
が、ホタルイカでこういった寄生虫症

が起こるのはよく知られていることな
のでしょうか。
　中村　2000年の食品衛生法の通達が
出る前は症例が出て、業界や新聞でも
取り上げられて、通達につながったの
だと思うのですが、今は少し忘れ去ら
れているかもしれません。
　池田　地元に行かれて新鮮なものを
食べたいという方がいっぱいいらっし
ゃると思うので、重要なことはもう少
し皆さんがこれを知って、正しく食べ
ていくということですね。
　中村　それが正しい、いい対処法だ
と思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

筑波技術大学保健科学部教授
藤　井　亮　輔

（聞き手　池脇克則）

　肩こりの患者さんは、よくマッサージを受けて筋肉の緊張を取るといいます。
私はこの考えに否定的で、マッサージは受け身のため、積極的に自分で運動す
べきだと思っています。肩こりにおけるマッサージの効果について、科学的な
証拠を含めご教示ください。

＜大阪府開業医＞

肩こりにおけるマッサージの効果

　池脇　ドクターサロンでは珍しい質
問をいただきました。マッサージです。
質問された先生は、マッサージを受け
る、いわゆる受動的なマッサージはあ
まり効果がないのではないか、むしろ
自分で運動をすべきではないか、本当
にマッサージは効果があるのですか、
エビデンスを教えてくださいとちょっ
と否定的なニュアンスの質問です。い
ろいろなところにマッサージのお店が
あって、非常に身近なものですが、逆
にそれが評価を混乱させる背景を生ん
でいるのでしょうか。
　藤井　いわゆるマッサージといわれ
ている手技を提供している店舗の中に
は、おそらく免許を持たずに無資格で
行う人たちを雇って提供している、こ

ういう店舗が相当数あるのではないか
と思うのです。
　池脇　逆に言うと、これは資格が必
要、国家資格なのですか。
　藤井　そうです。あん摩マッサージ
指圧師免許という厚生労働大臣の試験、
そして厚生労働大臣免許になっていま
す。教育水準でいいますと、いわゆる
コメディカルの方々と同じ高卒・３年
以上、今、あん摩だけでいうと84単位
履修し、試験を受けて合格しなければ
免許を得ることができない。そのくら
い非常に専門性の高い手技療法という
ことです。
　池脇　今先生がおっしゃった、あん
摩、マッサージ、指圧などは、何とな
くマッサージという言葉で丸めてしま
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