
全が悪化してしまったりしますので、
大事な薬ではあるが注意して使わなけ
ればいけないものがあるということで
す。
　山内　先生方の場合は、例えば夏場
だけ少し休薬するといったこともされ
ているのでしょうか。
　鶴岡　おっしゃるとおりで、いわゆ
るシックデーという言い方をするので
すが、体液量が落ちそうな場合、落ち
てしまった場合には、一時的に休むと
いうのは本当によくある話です。
　山内　日本人、特に高齢者はやせて
いる方が多いので、慢性的に脱水状態
にあることが多く、こういった方々は
実際、飲んでくださいといっても飲め
ない方がけっこういるのです。まずと
にかく薄いお茶などを勧めてみてとい
うことですか。
　鶴岡　そうですね。本当は水なので
すが、お茶みたいな少しのみやすいも
の、好きなものをコップ１杯飲んでも
らったら、同じ量の水もしくは白湯も
１杯飲むぐらいの感じで、ゆっくり増
やしていくことが多いです。
　山内　飲めるだけ飲んでいただくと
いうことですが、極端な場合では、点
滴をするということもありなのでしょ

うか。
　鶴岡　ケース・バイ・ケースだと思
うのですが、本当に脱水が疑われるよ
うな場合には積極的に早めに行うこと
が多いです。もちろん、先ほど言った
ような薬を減らすのも同時並行で行う
ことが多いです。
　山内　その場合は維持液あたりを少
量出すというかたちでよいのですね。
　鶴岡　重症でない場合はそれで十分
だと思います。
　山内　高齢者の方の場合、認知症が
入ってくることもあって、水を本当に
飲まないとか飲めないというケースも
あるのですが、対策として何かヒント
はありますか。
　鶴岡　そういうときは、飲みやすい
ように少し塩分や、本人が好きなもの
が入ったものを、何でもいいからとり
あえず飲んでもらう。褒めてあげて、
そのときに、では今度は少し塩分量の
少ないものにしてみましょうと伝える
ことが多いです。
　山内　本人が飲みそうなものを優先
するということで、とにかく水分の補
給が大事なのですね。
　鶴岡　おっしゃるとおりです。
　山内　ありがとうございました。

荏原病院感染症内科医長
中　村　ふくみ

（聞き手　池田志斈）

　アニサキスアレルギーについてご教示ください。
　最近、成人で魚のアレルギーを疑い、特異的IgEを測定した方で、アニサキ
ス陽性となった方が数名いました。アニサキスアレルギーは、感染した魚を加
熱しても冷凍しても抗原性は消えず、疑わしい魚はすべて除去をしています。
除去以外の有効な治療はないのでしょうか。最近の知見などもありましたら併
せてご教示ください。

＜千葉県開業医＞
……………………………………………………………………………………………
　アニサキス症についてご教示ください。
　魚の生食後に急な上腹部痛が出現した場合は、胃アニサキス症を疑って上部
消化管内視鏡検査を行います。しかし胃の不快感程度の症状の場合や、無症状
の場合は、内視鏡検査をしないことが多く、アニサキス症を見逃していると思
います。アニサキス虫体が摘出されなかった場合、人体へどんな影響がありま
すか。また虫体はどうなりますか。

＜大分県開業医＞

アニサキス症

　池田　まず魚を生食した場合、上部
の腹痛が出た場合はアニサキスだろう
ということですが、それほど強い症状
ではなくて無症状の場合、アニサキス
がいたとすると、ヒトへどのような影
響がありますか。また、虫体はどうな
るのでしょうかということです。
　中村　そもそもアニサキス症の上腹

部痛というのは、虫が物理的に消化管
に侵入して出てくる痛みではなくて、
アレルギー反応になります。ですので、
症状がそれほど出ないということは、
そもそも感作されていなくて強く症状
が出ないということです。アニサキス
はヒトの消化管の中では１～２日で死
滅してしまって、その後は消化吸収さ
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アレルギーが起こるのではないかとい
うことですが、アニサキスのアレルギ
ーはどのような症状なのでしょうか。
　中村　消化管の痛みもアニサキスの
アレルギーであることは先ほども話し
ましたが、このほかに一般的なアレル
ギー症状、例えばじんましん、時には
アナフィラキシーショック、血圧が下
がったり、呼吸困難が出たりという症
例も報告されています。
　池田　おそらくIgEクラスの抗体が
陽性になると思うのですが、これは調
べることができるのでしょうか。
　中村　RASTで特異的IgEを調べる
ことができます。
　池田　それは一般的なRASTのアレ
ルギー検査ですか。
　中村　そうです。コマーシャルベー
スでアニサキス特異的IgE抗体を測る
ことができます。
　池田　例えば、アニサキスの虫体を
全部すりつぶしたものを抗原として測
定するのでしょうか。
　中村　原理はそうなっています。
　池田　ということは、蛋白質が幾つ
もありますよね。
　中村　そうですね。
　池田　だいたい何種類ぐらいの蛋白
質がアレルゲンになるのでしょうか。
　中村　最近、アニサキスのアレルゲ
ンとしてわかっている蛋白は14種類で
す。
　池田　アニサキスのIgEが陽性にな

った場合、加熱しても冷凍しても抗原
は消えないと質問にあるのですが、こ
れは本当なのでしょうか。
　中村　コンポーネントによって耐熱
性があるのがわかっています。ですの
で、耐熱性を持つアニサキスの抗原、
コンポーネントにIgE抗体が陽性の場
合には、アレルギーが出ると考えられ
ます。
　池田　加熱してもだめな場合もある
のですね。
　中村　そうですね。
　池田　コンポーネントが14種類もあ
ると、どれに対して患者さんがアレル
ギーを持っているか、そういった検査
はできるのでしょうか。
　中村　コマーシャルベースでは今、
コンポーネントごとのIgEの反応性は
見られないのですが、特定の施設では
コンポーネントごとにIgEの抗体を測
定することができるようです。今後、
症例が蓄積されてきたら、耐熱性を持
った抗原に、IgEが反応を示すのか、
示さないのか、患者さんごとのテーラ
ーメイドの対応といいますか、そうい
うことができるようになるかもしれま
せん。
　ただし、現時点では疑わしい魚を避
ける、あるいは魚を丸ごと買ってきた
場合であれば、新鮮なうちに内臓を取
り除いてしまう。身のほうにアニサキ
スが移動することはありませんので、
そういう対応でアレルギーを起こさな

れてしまいます。ですので、軽微な症
状であれば、大多数はそのまま過ぎて
しまいますので、大きな問題はおそら
くないと思います。
　ただし、ごくまれですけれども、消
化管を穿孔して、例えば腹腔内に入っ
てしまったり、胸腔内に入ってしまっ
たという症例があります。ただし、こ
のような症例は、例えば腹腔内ですと、
ほかの疾患で手術をされて、肉芽腫と
なって病理学的に診断されるものです
とか、胸腔内に入ったとしても、呼吸
器症状が出て、別の寄生虫が考えられ
て、たまたまアニサキス症であったと
いう事例です。おなかの中に出てきて
も大きな症状はありませんし、偶然に
見つかることのほうが多いと思います。
　池田　逆にいうと、あまり症状がな
ければ何もしなくていいということで
すね。
　中村　おそらく経過観察でよいかと
思います。
　池田　ごくまれに腹腔内、胸腔内に
入るけれども、症状もあまりないだろ
うということですね。
　中村　はい。
　池田　消化管にくっついてとどまっ
ていることはあるのでしょうか。
　中村　慢性的に消化管の中にとどま
ることもありますが、その場合には肉
芽腫をつくってきます。それも症状は
ほとんどありません。たまたま消化管
内視鏡などで見つかって、GISTとい

うことで治療、手術されて、病理学的
に見つかることが報告されています。
　池田　これも症状がなくて、ほかの
ことで見つかるパターンですね。
　中村　そういうパターンが多いと思
います。
　池田　もう一つですが、初回でアニ
サキスが入ってアレルギー反応が起こ
って、２回目ぐらいから反応が出てく
ると思うのですが、何度も食べて体内
に入った場合、免疫寛容などは起こら
ないのですか。
　中村　免疫寛容はおそらく起こらな
いと思います。
　池田　食べたときにはいつも痛みが
出るのですね。
　中村　そうですね。魚を自分でとっ
て調理をされて食べる漁師さんなどは、
よく経験されているのですが、何度も
アニサキス症を繰り返されて、今回も
アニサキス症だろうと病院に駆け込ん
で治療されるということを聞いたこと
もあります。
　池田　そういう方はわかるのですね。
　中村　ですので、そういう事例を考
えると、おそらく免疫寛容はないので
はないかと思います。
　池田　なかなか難しいですね。そう
いう意味でも、症状があった場合には
適切な処置が必要ですね。
　中村　その必要があると思います。
　池田　もう一つの質問は、そういっ
たことを繰り返していて、アニサキス
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アレルギーが起こるのではないかとい
うことですが、アニサキスのアレルギ
ーはどのような症状なのでしょうか。
　中村　消化管の痛みもアニサキスの
アレルギーであることは先ほども話し
ましたが、このほかに一般的なアレル
ギー症状、例えばじんましん、時には
アナフィラキシーショック、血圧が下
がったり、呼吸困難が出たりという症
例も報告されています。
　池田　おそらくIgEクラスの抗体が
陽性になると思うのですが、これは調
べることができるのでしょうか。
　中村　RASTで特異的IgEを調べる
ことができます。
　池田　それは一般的なRASTのアレ
ルギー検査ですか。
　中村　そうです。コマーシャルベー
スでアニサキス特異的IgE抗体を測る
ことができます。
　池田　例えば、アニサキスの虫体を
全部すりつぶしたものを抗原として測
定するのでしょうか。
　中村　原理はそうなっています。
　池田　ということは、蛋白質が幾つ
もありますよね。
　中村　そうですね。
　池田　だいたい何種類ぐらいの蛋白
質がアレルゲンになるのでしょうか。
　中村　最近、アニサキスのアレルゲ
ンとしてわかっている蛋白は14種類で
す。
　池田　アニサキスのIgEが陽性にな

った場合、加熱しても冷凍しても抗原
は消えないと質問にあるのですが、こ
れは本当なのでしょうか。
　中村　コンポーネントによって耐熱
性があるのがわかっています。ですの
で、耐熱性を持つアニサキスの抗原、
コンポーネントにIgE抗体が陽性の場
合には、アレルギーが出ると考えられ
ます。
　池田　加熱してもだめな場合もある
のですね。
　中村　そうですね。
　池田　コンポーネントが14種類もあ
ると、どれに対して患者さんがアレル
ギーを持っているか、そういった検査
はできるのでしょうか。
　中村　コマーシャルベースでは今、
コンポーネントごとのIgEの反応性は
見られないのですが、特定の施設では
コンポーネントごとにIgEの抗体を測
定することができるようです。今後、
症例が蓄積されてきたら、耐熱性を持
った抗原に、IgEが反応を示すのか、
示さないのか、患者さんごとのテーラ
ーメイドの対応といいますか、そうい
うことができるようになるかもしれま
せん。
　ただし、現時点では疑わしい魚を避
ける、あるいは魚を丸ごと買ってきた
場合であれば、新鮮なうちに内臓を取
り除いてしまう。身のほうにアニサキ
スが移動することはありませんので、
そういう対応でアレルギーを起こさな

れてしまいます。ですので、軽微な症
状であれば、大多数はそのまま過ぎて
しまいますので、大きな問題はおそら
くないと思います。
　ただし、ごくまれですけれども、消
化管を穿孔して、例えば腹腔内に入っ
てしまったり、胸腔内に入ってしまっ
たという症例があります。ただし、こ
のような症例は、例えば腹腔内ですと、
ほかの疾患で手術をされて、肉芽腫と
なって病理学的に診断されるものです
とか、胸腔内に入ったとしても、呼吸
器症状が出て、別の寄生虫が考えられ
て、たまたまアニサキス症であったと
いう事例です。おなかの中に出てきて
も大きな症状はありませんし、偶然に
見つかることのほうが多いと思います。
　池田　逆にいうと、あまり症状がな
ければ何もしなくていいということで
すね。
　中村　おそらく経過観察でよいかと
思います。
　池田　ごくまれに腹腔内、胸腔内に
入るけれども、症状もあまりないだろ
うということですね。
　中村　はい。
　池田　消化管にくっついてとどまっ
ていることはあるのでしょうか。
　中村　慢性的に消化管の中にとどま
ることもありますが、その場合には肉
芽腫をつくってきます。それも症状は
ほとんどありません。たまたま消化管
内視鏡などで見つかって、GISTとい

うことで治療、手術されて、病理学的
に見つかることが報告されています。
　池田　これも症状がなくて、ほかの
ことで見つかるパターンですね。
　中村　そういうパターンが多いと思
います。
　池田　もう一つですが、初回でアニ
サキスが入ってアレルギー反応が起こ
って、２回目ぐらいから反応が出てく
ると思うのですが、何度も食べて体内
に入った場合、免疫寛容などは起こら
ないのですか。
　中村　免疫寛容はおそらく起こらな
いと思います。
　池田　食べたときにはいつも痛みが
出るのですね。
　中村　そうですね。魚を自分でとっ
て調理をされて食べる漁師さんなどは、
よく経験されているのですが、何度も
アニサキス症を繰り返されて、今回も
アニサキス症だろうと病院に駆け込ん
で治療されるということを聞いたこと
もあります。
　池田　そういう方はわかるのですね。
　中村　ですので、そういう事例を考
えると、おそらく免疫寛容はないので
はないかと思います。
　池田　なかなか難しいですね。そう
いう意味でも、症状があった場合には
適切な処置が必要ですね。
　中村　その必要があると思います。
　池田　もう一つの質問は、そういっ
たことを繰り返していて、アニサキス
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サケ、サンマ、アジなどが報告されて
います。
　池田　そういった魚はなぜアニサキ
スを持っているのでしょうか。
　中村　これはアニサキスの生活圏と
関係するのですが、アニサキスはもと
もとクジラやイルカなど、海生の哺乳
類の胃の中に寄生しています。そこか
ら産み出された卵が便とともに海中に
まかれて、それをオキアミなどが食べ
る。そのオキアミを小魚が食べるとい
う食物連鎖で、サバ、イカ、カツオな
どの中にアニサキス幼虫が入ります。
そのアニサキス幼虫を持ったサバ、イ
カ、イワシ、カツオなどをヒトが食べ
ることによって感染します。
　池田　そういうサイクルがあるので
すね。逆にいうと、クジラやイルカが
あまりいないところのサバとかイカは、
あまりそういうものに感染していない
のでしょうか。
　中村　まさにおっしゃるとおりで、
サバの中にも回遊をするサバと回遊を
しないサバがいます。いわゆる根つき
のサバ、例えば関サバなどが有名です
が、そういう回遊をしない、要するに
イルカとの生活圏が全く違うところに
すんでいるサバは、アニサキスが寄生
している割合はかなり低いといわれて
います。これは私たちの学生の実習で
も調査を行っているのですが、根つき
のサバと回遊しているサバの両者を準

備して、アニサキスの寄生している数
を調べると、圧倒的に根つきのサバの
ほうが寄生数が少ないです。そういう
食材を選んで食べるのもリスクを回避
する一つの方法かもしれません。
　池田　そのためにちょっと高級な魚
を選ぶということですね。
　中村　そうですね。少しコストがか
かってしまうかもしれませんが、そう
いう方法もあります。
　池田　寄生している数を比較するの
は肉眼で行われるのでしょうか。
　中村　肉眼で見られます。アニサキ
ス自体はだいたい１～２㎝ぐらいの大
きさで、サバなどの内臓を取り出すと、
肝臓の表面にとぐろを巻いているので、
簡単に判別することができます。
　池田　それで一つひとつ取って、何
匹ということですね。
　中村　そうですね。ですので、自身
で調理するときも、内臓の表面にアニ
サキスがいないかどうか、あるいはい
わゆるハラミの部分やハラスの部分に
アニサキスがいないかどうか、肉眼で
見ることもできると思いますので、そ
このあたりを注意して、摘出すればい
いと思います。
　池田　それもアニサキスアレルギー
の回避法の一つということですね。
　中村　はい。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

いように注意するのがよいと思います。
　池田　そこはまだ研究段階というこ
とですね。
　中村　はい。
　池田　将来的にそれがわかれば、あ
なたの場合は加熱したら大丈夫、とい
うかたちになっていくのですね。
　中村　そうなるかもしれません。残
念ながら除去以外の有効な治療法は今
のところありません。
　池田　加熱の仕方も幾つかあるかと
思うのですが、例えば焼いてしまう、
煮る、電子レンジなど、これらはいず
れもあまり役に立たないのでしょうか。
　中村　おいしく食べようと思ったら、
それなりの温度ですし、その程度の温
度ではおそらくアニサキスの抗原性は
消えないと思われます。
　池田　かなり熱に強いのですね。
　中村　はい。
　池田　一方、サケはよく冷凍して食
べますが、あれはどうでしょうか。例
えば最初の抗原性をとって、アニサキ
スに対するアレルギーを起こさないと
か、あるいは直接かまないからとか、
いろいろ意見がありますが、実際はど
うなのでしょうか。
　中村　熱を通す、あるいは凍結させ
るのは、あくまでもアニサキスを死滅
させるという意味で、抗原が失活する、
しないということとは全く別ものにな
ります。よくかむというのがあって、
これは少し議論が分かれるところです

が、かんでアニサキスが死ぬという方
もいれば、それは無効ではないかとい
う方もいて、両方の意見があります。
厚生労働省のホームページなどを見る
と、よくかんでとは記載されていませ
ん。私自身も、よくかんでアニサキス
が死滅するというのはちょっと疑問か
なと思っています。
　池田　凍らせたり、それを切ったり
して、虫体がずたずたになりますよね。
頭のところはかむ力がなくなっている
ので、それによって症状が起きにくい
とか、アレルギーが起きにくいとかい
うことではないのですね。
　中村　アニサキス症は虫が死んでし
まえば起こらないかもしれませんが、
先ほど言ったじんましんですとかアナ
フィラキシーショックといったような
アレルギー反応は、虫体が死滅しても、
抗原が残っていれば反応が起こるので
はないかと思います。
　池田　アレルギーは防げないのです
ね。
　中村　はい。
　池田　この質問の先生は、加熱して
も冷凍してもだめなので、疑わしい魚
はすべて除去しているとのことですが、
疑わしい魚というのは実際には何なの
でしょうか。
　中村　アニサキスを保有している魚
はけっこういろいろな種類が報告され
ているのですが、一番多いのはサバと
イカです。このほか、イワシ、カツオ、
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サケ、サンマ、アジなどが報告されて
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