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激症型アニサキス症の一例

佐藤　艮也　　高井　昭彦　　真境名豊次事

琉球大学医学部寄生虫学教室

'豊見城医院

は　じ　め　に

海産魚介類に寄生するアニサキス(Anisakis)

幼虫が刺身などを介して人体を侵襲することに

よってひき起こされるアニサキス症は,これま

で北日本を中心に各地で多数発生している.戟

が国唯一の亜熱帯地域に位置し,しかも本土か

ら遠く離れた島峡環境にある沖縄県では,従来,

魚介類生食の習慣が比較的少なかったと考えら

れ,最近まで本症の確実な報告例はみられな

かった.しかし,昨年,相次いで2例の症例が

報告されたのに続いて,これまでに未発表のも

のを含めて5例の症例が確認されているト4:本

症に対する認識が高まるにつれて沖縄県でも症

例数が急増することが予想されるが,今後,臨

床的立場から特に留意しなければならない点と

して,初感染後に誘起されると考えられるアレ

ルギー状態を背景として発症する,いわゆる「激

症型アニサキス症」の発生があげられる.

今回,著者らは,臨床的,免疫学的に「激症

型」と確認し得たアニサキス症の1例を経験し

たので報告する.

症　　　　例

患者:32才,男

主訴:上腹部痛

既往歴,家族歴: 12年前に痔の手術を行った

以外,特記すべきものなし.

現病歴:昭和58年3月16日,夕食に寿司を

食べ,帰宅後,少々腹痛を覚えたが,そのまま

入眠.翌日早朝(4-5時頃),激しい上腹部痛

があった.上腹部痛は吐気や下痢をともなわず,

1-2時間で緩解し,日中はあまり気にならな

かった.就寝後, 18日午前2時頃より再び激し

い上腹部痛が断続的にあり,特に臥床すると痛

みが激しくなることもあって同夜はほとんど眠

れなかった. 18日朝,豊見城医院を受診し,直

ちにⅩ線,内視鏡的検査を行った.内視鏡検査

において,胃前庭部大尊前壁よりに頭部を穿入

している白色糸状の虫体を認め,生検紺子で虫

体を摘出した.患者は寿司が好物でよく食べる

が,これまで同症状をきたしたことはないとい

うことである.虫体摘出後,症状はすみやかに

消失し,帰宅した. 4月5日,再来時における

上部消化管透視でも全く異常所見を認めなか
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受診時検査所見:栄養,体格良好.血圧,体

堤,脈拍は正常.前夜の不眠の疲れがみられる

ちのの,全身状態は比較的良好で,他の検査所

見にも特に異常を認めなかった.レ線二重造影

により,胃前庭部大電胃壁に不規則に隆起した

肥厚がみられたが(Fig. 1 A,B),虫体を透亮像と

して認めることはできなかった.内視鏡所見で

ち,虫体穿入部の粘膜に強い浮腫性の腫脹が

みられた(Fig. 2 A).浮腫は虫体穿入局所を中心

に広い範囲にみられ,その粘膜面各所には小出

血斑の散在も認めた(Fig. 2B).

虫体の観察結果:摘出された虫体はFig. 3A
に示したごとく,体長24.07mm,体幅0.48mimの

幼線虫であり,頭部には穿歯(boringtooth)を

有する(Fig. 3B).尾部は比較的短かく,先端が

鈍円であり,小承(mucron)を認める(Fig. 3C).

虫体は脱皮直前のものと思われ,角皮は幅の狭

い不規則な横条を有するものと,その内側に幅

広く規則的な横条をもつものが二重になって認

められ,虫体摘出の際の機械的な力によって頭

部の外角皮はほとんど脱落しかかっている
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(Fig. 3A).胃部は長く,中腸との境界部は斜め

となっているが,腸盲のう部は認められなかっ

た.これらの形態的特徴はアニサキスI型幼虫

のそれに一致するものであった.

免疫血清学的検討:受診時に採取した血清に

ついて,酵素抗体法(micro-ELISA)によりア

ニサキス幼虫に対する抗体価の測定を行った.

抗体はアニサキスI型幼虫から抽出した抗原を

WM8/nE濃度で用いた.結果はFig. 4に示した

ごとく,血清希釈l :4-l:16の間で,患者
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血清は対照とした正常人血清に比較して著明に

高い値を示し,反応は陽性であった(Fig. 4A).

これらはIgG抗体について検討したものである

が,同時にIgM,IgEクラスの抗体についても抗

体活性を測定した結果, Fig. 4Bにみられるごと

く, IgM. IgE抗体はいずれの血清希釈でもアニ

サキス幼虫抗原に対して抗体活性を示さず,忠

者血清中の抗アニサキス抗体はそのほとんどが

IgG抗体であった.

Fig. 1 Double contrast radiograph(A: whole stomach, B: antrum portion)in the supine position.

I汀egularly swollen mucosal folds were noticed on the greater curvature of the antrum.
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Fig. 2　Gastrofibroscopic findings. It was found that the anterior part of a nematode

larva had penetrated the mucosal layer of greater curvature of antrum (A; arrow), and

mucosal changes such as oedema with small haemorrhagic erosions (B; arrow) were seen

in a wide area around the penetrating larva.

Fig. 3　Anisakis Type I larva recovered from the patient.

A: a whole specimen of the worm(arrow: exfoliated outer cuticle at anterior part )

B: anterior part of the worm(arrow: boring tooth)

C: posterior part of the worm(arrow: mucron)
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Fig. 4　A: ELISAto Anisakis antigen in the patient. B: Antibody levels

in three lmmunoglobulin classes of the patient.

考　　　　察

イルカ,クジラなどの海獣類を終宿主とし,

嚇虫亜目に属するアニサキス幼虫が中間宿主で

ある魚介類の生食を介して人体に感染すること

によってひき起こされるアニサキス症は,古く

は1957年,大鶴s)が幼君脚虫様幼虫の腸壁内迷

入例について臓器幼虫移行症(visceral larva

migrans) 6)の概念から人間以外の他の動物を終

宿主とするある種の線虫の移行迷人である可能

性を示唆し,次いで1960年,オランダのvan

69

ThieP>によってこれがニシンに寄生するアニ

サキス幼虫であることが明らかにされて以来,

我が国では西村(1963)8¥浅見ら(1964)蝣の報告

をはじめとして北日本を中心に多数の報告例が

みられる.

本症はその成因によって全く異なる二病型の

あることが知られており,そのひとつは,急激

な臨床症状と病理組織学的に蜂窟織炎の病像を

特徴とする典型的なアニサキス症であり,これ

は幼虫の反復摂取によって惹起されたアルツス

型アレルギー性炎と理解されている10,ll)これ



70 佐藤　良也　ほか

に対し,感作されていないヒトの消化管壁に侵

入した幼虫ははじめ単なる異物として認識さ

れ,やがて虫体を中心に白血球浸潤による膿壕

を形成する.さらに増殖する結合織にとり囲ま

れ,腰痛肉芽歴から肉芽腫を形成するように

なる.このような初感染型の症状は一般に軽

微であり,偶然に発見される場合が多い12)この

ような二病型に対し,鈴木13)は前者を「激症型」,

後者を「緩和型」アニサキス症と称した.激症

型アニサキス症では上記のアルツス型病変とは

異なるアナフイラキシー型アレルギー反応によ

る消化管の痘撃性収縮など,機能的障害も発現

することを著者らは想定した14)これは,内視鏡

的に確診された症例のなかに幼虫の穿入した粘

膜局所の発赤ないしは浮腫がきわめて軽微か,

ほとんど欠除しており,激烈な腹痛などの臨床

症状とは必ずしも一致しない例がみられること

やこのような症例では抗ヒスタミン剤等を投与

することによって臨床症状がかなり緩和される

という臨床経験を裏付けるものである.

本症例は寿司を食べて約10時間後に激しい

上腹部痛をきたした例であり,内視鏡的に虫体

穿入局所を中心とする広い範囲の粘膜の浮腫性

肥厚ならびに出血斑の散在を認めた.摘出され

た虫体はアニサキスI型幼虫であり,発症直後

にすでに同幼虫抗原に対する高いIgG抗体レベ

ルを検出し得たことから,本患者が以前から感

作されており,その過敏状態を背景として発症

した激症型アニサキス症であることを確認でき

た.沖縄県では昨年, 2例のアニサキス症患者

が初めて報告されたのに続いて,本症例を含め

て4例がその後兄い出された.また,著者らの

教室では最近,本症の疑いで血清学的検査を依

頼される例が急増しつつあり,今後,症例数は

さらに増加するものと予想される.しかし,こ

れまでに発生した症例で「激症型」と確認され

たものはまだなく,臨床的に「激症型」と思わ

れる胃アニサキス症が1例報告されている

が4),この症例も内視鏡的には虫体穿入局所の

病変を欠くことや免疫学的検討を加えていない

などの点で「激症型」と確認するには至ってい
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激症型アニサキス症の腹痛はかなり突発的で

しかも激烈であり,以前は胃癌,急性胃炎,冒

潰場の穿孔,急性虫垂炎,腸閉塞症などの疑い

のもとに緊急の開腹手術をうけることが多かっ

た.本症の多発地域では本症に対する認識が充

分に高まり,また,内視鏡やⅩ線を用いた診断

技術の向上によって激症型胃アニサキス症のほ

とんどは無用の開腹手術を受けることなく,か

なり確実に診断できるようになったが,沖縄県

でも今後,かかる激症型アニサキス症の発生に

留意し,これに適切に対処することが臨床的に

重要と考える.以上の観点から,沖縄県におけ

る激症型アニサキス症の第1例を報告した.

i^H^HS

急性の激しい上腹部痛を訴えて来院した患者

(32才,男)の胃壁内に穿入しているアニサキ

スI型幼虫を内視鏡により摘出した.症例は,

虫体の穿入部位で広い範囲にわたって粘膜の浮

腫性肥厚と出血斑の散在をきたし,また,同幼

虫に対する高いレベルの血清抗体を保持してい

たことから,激症型アニサキス症であることを

確認した.沖縄県でも今後,アニサキス症の多

発傾向にともなって,かかる激症型アニサキス

症の発生に留意する必要があることから,その

第1例を報告した.
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A Case of "Fluminant" Gastric Anisakiasis
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Anisakis Type I larva was recovered gastroendoscopically from a patient(32-years-old man)

complained of severe epigastric pain about 10 hours after having eaten raw fishs. In the

examination by gastrocamera, the oedematous thickening of the mucosa with many small

haemorrhages was recognized in a wide area around the larva penetrating the stomach wall, and

a high level of IgG antibodies to the larval antigen was detected in the serum.

The results indicate that the case is a "fluminant" form of anisakiasis due to allergic

reactions induced by secondary infection. From the clinical standpoint , the special attention should

be paid to the "fluminant" form and this is the first case decided as "fluminant" form in

Okinawa Prefecture.


