琉球大学学術リポジトリ
[原著]糞線虫症の臨床的研究
メタデータ

言語:
出版者: 琉球大学保健学部
公開日: 2014-07-18
キーワード (Ja):
キーワード (En):
作成者: 川平, 稔
メールアドレス:
所属:

URL

http://hdl.handle.net/20.500.12000/0002016376

琉大保医誌2(4) : 319‑334, 1979.

319

糞線虫症の臨床的研究
鹿児島大学医学部第‑内科学教室部外研究生

(拾

導;金久卓也教授)

琉球大学保健学部附属病院内科

(現主任;三村悟郎教授)
(指 導;桝屋富一前教授)
川

抗力が低下した場合には急激に顕症化し,これら
重症疾病の治療自体が困難となり,救命又は延命

m

糞線虫(Strongyloides stercoralis )は熱
帯,亜熱帯に広く分布し,世界各地でみられる経
皮感染の寄生虫である D,2), 3),4),5),6), 7), 8)
0

日本における糞線虫症は,九州以北では稀で1)I
9), 10)もしみられる場合も九州以南の浸浬地域
からの移住者の場合がほとんどである。九州以南
でも,殊に奄美以南に多くみられる。沖縄県では,
従前は重症化する症例も多く経験されたが,近年
は重症化例は次第に少なくなり,従前に比し死亡
例も少なくなりつつある。しかし沖縄県の各地域
においては,地域差もかなりみられるものの,今
日なおかなり高い虫体保有率(地域iとよっては
5.5:の所もある)を示し,依然として大きな問
題である。 (Fig.1.) これらの保有者は,過
m * m n i‑i m

( Fig ̀ure 1 )
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が不可能になる事が多い。よって本症患者の発見
に努め,無症状の時期に処置する事が肝要である。
この糞線虫症の臨床報告及び基轡究報告は・世
界各国及び日本でも従来多くみられるが,無症状
例を含む多数例にもとづいた臨床研究はみられな
い。沖縄県では人間ザック時の上部消化管Ⅹ線検
査の廉や.他の理由からのスクリーニング的検査
時の上部消化管Ⅹ線検査の険に偶然, Ⅹ線像から
糞線虫症と鯵断されることが少なくない。 2)著
者は特に多数の無症状および有症状糞線虫症につ
いて,上部小腸Ⅹ線像及び十二指腸内視鏡像,内
視鏡下の生検組織像17)について検討したので報
告する。
,E‑I

研究対象及び方法
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研究対象例は, Ⅹ線検査については200例,内
視鏡検査については121例,そのうち色素撒布観
察例は89例,生検施行例は77例である。これら
対象例はすべて20才以上の成人男女であった。こ
の対象例のうち無症状糞線虫症例は,折紙培養法
18)による検便で糞線虫症と珍断されたものであ
る。この研究において対象になっている症例は
1973年7月から工978年10月の間に経曝された
ものである。
1. X線検査の方法と判定規準(Fig. 2 a,b,c)
A̲ 方 法
方法(1) (Fig. 2a)

Fig. 2. (a). Radiographic爪nding of strong・
yloidiasis.

Mainly the duodenal mucosa, and edematous

Fig. 2. (c). Hypotonic duodenography of the

change is noted.

same case.
Findings of edematous change become obscure
by distension of the duodenum, and hypotonic

上部小腸粘膜像。食道,胃,十二指腸球部につ
いて二重造影法を併用する通常の上部消化管Ⅹ線

duodenography is disadvantage to check the
edematons change.

検査を施行後ひきつづき行い, ̲主として十二指腸
下行脚から空腹までについて, Barium量の少な
い,空気による腸管の伸展の弱い状態で粘膜像を
観察した。この場合, Bariumの通過をよくする
ために,鎮症剤を使用せずに検査を行った。
方法(2) (Fig. 2b)
上部小腸充盈像。これは通常の上部消化管Ⅹ線
検査施行後,上記の上部小腸粘膜像検査にひきつ
づき行うもので,小腸の主として空腸までについ
てBariumの充盈に努め,充盈像の観察を行った。

Fig. 2. (b). Barium filled radiograph of the
same case.
Thickened Kerckring's folds and asymmetric
change are found in the duodenal wall.

方法(3) (Fig.2c)
低緊張性十二指腸造影。これは十二指腸から空
腸までの二重造影像を得るための検査で,鎮症剤,
Hyoscin‑N‑butylbromide 40 mg を静注し
て行った。これら(1), (2), (3)の順序でⅩ線検査を
行い,十二指腸から空腸の所見を特に重視した。
また系統的研究開始以前の個々の症例の観察経験
から,なかんずく,方法(1)の充盈像では a).辺
縁不整鋸歯像, b) , Kerckring foldの非対称
性, c), Kerckring foldの腫大,不整走行,
消失など,方法(2)の二重造影像では,前記a),b)
C)の他に,辺縁のケバダチ像 fold間の伸展
不良, Bariumの不整附着,不整小隆起などに注
目した。これらの所見は正常例では通常認められ
ないものである。方法(3)の粘膜像では少量の
Bariumが存在する状態で,粘膜浮腰の状態が表
現されやすい。これら(1), (2), (3)の方法を合せて
検査を行った対象例は126例である。 Ⅹ線検査の
前記三方法において,方法(1)の小腸粘膜像および
方法(2)の小腸充盈像においては鎮痘剤を使用して
ないため, Ⅹ線像での異常所見の検出に関して鎮
症剤使用の有無による腸管の機能的変化の差異を
検討する意味から,無症状糞線虫症の111例につ
いて鏡痘剤使用の粘膜像,また対属の健康者134
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例について,糞線虫症と同様なⅩ線像が検出され

Ⅹ線所見のみでも本症を充分疑はせるものであり,

ないかどうかをみるために鎮症剤を使用しない粘

便培養で虫体陽性であった。 d)はこれらの
所見が強く,更に不整Barium斑があIり,粘膜浮
腫,びらんの存在をⅩ線像にて疑はせるものであ
る。 e)は以上の所見がさらに高度であり,症例
によっては粘膜下陸癖を思わせる肉芽腫療病変,

膜像について,それぞれ検討したo
B・ Ⅹ線像判定規準試案(Fig.3, 4,5, 6,7)
無症状保虫者より有症状者におよぶ多数例のⅩ
線所見を整理するに当って,試行錬誤の末に著者
は異常所見の段階分けを,次の様に試みた。すな
わち

a) not particular, b) questionable,

c) suspected, d) definite, e) remarkable
と分け, a)は著変なし, b)は軽微の変化があ

るも異常と断定できないもの, C)はKerckring
foldの腫大,非対称性などの異常所見があって,

Fig. 3‑

Case, classified as "not particular".

No particular findings were found in the duo・
denum and the jejunum.

あるいは鉛管状を呈する腸管であり,体重減少,
栄養不良,恵液質状態の症例に多くみられた。
a)からe)までの所見の程度はⅩ線像から,糞
線虫の腸管寄生の有無および病変の程度を推定し
ようとするものである。

Fig. 5. Case, classified as ''suspected".
Marked edematous mucosal changes were
found and suggested strongly strongyloidia‑
sIS.

Fig. 4. Case, classified as "questionable".
Not significant , although slight edematous
mucosal change was notable through the duo‑
denum to the jejunum.

Fig. 6. Case, classified as "definite".
Edematous mucosal changes and irregular
barium flecks in the duodenum was noted.
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Fig. 7. Case, classified as "remarkable".

Fig. 9. Endoscopic hngs of "questionable" case.

Megalobulbus and lead pipe appearance is

Slight edematous mucosal changes were found,

noted throgh the duodenum to the jejunum.

but can not be defined as abnomal.

2.内視鏡検査の方法(Fig. 8, 9, 10, ll, 12)
A.通常の内視鏡観察
オリンパスJ F‑BまたはJF‑B2 を使用し
て121例に施行したo 十二指腸下行脚から水平脚
に至る間を観察し,同時に写真撮影を行い,写真
読影の上で所見の判定を行った。内視鏡所見は次
の様に分類した。 X線所見の段階分けの場合と同
様に,内視鏡所見の内容および程度に従って, a)
not particular, b) questionable, c) sus‑

pected, d) definite, e) remarkable と分
け,所見内容は浮腫,発赤,びらん,自苔,潰痛,
肉芽腫様病変などであるO

Fig. 10. Endoscopic findings of "suspected
case.

Edematous mucosal changes were apparent in
the duodenum and strongyloidiasis was suspected.
Partial clubbed mucosal folds are noticeable.

Fig. 8. Endoscopic findings of "not particular
case.

Fig. ll. Endoscopic finding of "definite" case.

No particular findings were found in the second

Edematous mucosal change, including diffuse

and the third portion of the duodenum.

mucus, redness and roughness.
Strongyloides was identified by biopsy.
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Fig. 12. Endoscopic finding of remarkable

Fig. 14. Findings of mucosal irregularity is

case.

noticed by ordinary endoscopy.

Marked edematous mucosal change, additional

The dye spray method more clearly identified

redness, white coat and irregularity of'villi ar‑

the irregularity of villi and disarrangement.

rangement in the duodenum.

B・色素撒布法(Fig.13, 14)
通常の内視鏡観察では判然としない粘膜の浮腫
性変化の軽重の程度判定,繊毛配列の乱れなどの
微細変化を検出するのに本法は極めて有力であり,
この方法は89例に施行された。

C・生検方法および生検組織学所見の段階分け
(Fig.15, 16, 17, 18)

肉視鏡下生検は,十二指喝下行脚より行い,坐
検個数は3個で下行脚の下部,中部,上部の三箇
所よりat randomに採取する方法を基本とした。
この採取粘膜の組織学的所見は次の様に分類した。
すなわち, a) not particular, b) questionable,
c) suspected, d) definite, e) remarkableとし,
a)は所見のないもの, b)は軽微な変化が認め

られるも異常と判定しがたいもの, C)は軽度か
ら中等度の所見で主として浮腫,リンパ管拡張,細
胞浸潤,びらんなどがみられるもの, d)は生検組
織内に虫体陽性で,上皮幼君化を認め,繊毛の平
低化,萎縮の認められるものを高度の所見として,
Fig. 13. Edematous mucosal change was noted
by ordinary endoscopy, but no villi disarrenge‑
ment revealed and edematous mucosa was also
noted by dye spray method:

Fig. 15. Microscopic findings of the duodenal
biopsy specimen.
Case of "not particular" which shows micro‑
scopic lymphangiectasia, otherwise no remark‑
able change. (×600)
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この様な所見が著明にある場合はe)とした。
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3.生検組織学的所見及びⅩ線,内視鏡所見の総
合的検討
これまで述べてきた様に, Ⅹ線像,内祝鏡像及
び生換組織学的所見のそれぞれの段階分けを行っ
たものを対応させて総合的な検討を試みた。
成

Fig. 16. Microscopic findings of the duodenal
biopsy specimen.
Case of significant lymphangiectasia and eel‑
lular infiltration. (×600)

統

1. X線検査(Table 1)
1)糞療虫症の有症状17例についてみると,有症
状者は全例において,軽度ないし高度の変化が十
二指腸から空腸にかけてみられた。すなわち有症
一状者はⅩ線検査のみで糞線虫症の珍断が可能であ
am
2)無症状者では, Ⅹ線検査で55%に異常所見が
みられた (Table 1). Table2は沖縄県予防
Table 1. Abnormal findings are found in
all manifest cases of strongyloidia‑
sis, and these abnormal findings
もre commonly seen in asymptoma‑
tic strongyloidiasis.

Fig. 17. Microscopic findings of the duodenal
biopsy specimen.
Lymphangiectasia , cellular infiltration, and
parasite intraglandular or intracellular. (× 600 )
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Fig. 18. Microscopic findings of the duodenal
biopsy specimen.

Marked cellular infiltration and erosion,
showing regeneration of epithelial cell and
partial flattening villi. (×600)

医学協会の成績であるが,無症状糞線虫症のほと
んどは,塗抹検便では検出されず,折紙培養法に
より始めて虫体が検出されている。本研究で用い
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2. Result of various examinations of stool
on strongyloides stercoralis. ( 1132 cases ‑Healthy adult )

(Strongyloides positive ‑ total 41 cases)

m e th od s

floa ta tion

sm ear

cu lture

num be r o f
po sitive

形

1

ll

41

0.0 9

0.9 7

3.6 2

た無症状例の92.8%はこの様にして発見されたも

nable"以下が49例

のである。 この様な無症状例においては糞便の
塗抹検査よりも,上部小腸のⅩ線検査の方法が珍
断に至るには極めて勝れた検査法であった。
Table lの無症状例中5例においてⅩ線所見の段
階分けの.re血arkable と分類される異常所見
を認めたのは注目に値する。事実この5例の中で
1例が検査の翌年死亡している Table 3の無症
状糞線虫症で粘膜像のみのⅩ線検査では,鎮症剤

無症状保有者におけるⅩ線像による検出率は粘膜
像のみをみた場合よりも当然の事ながら,二重造
影法,充盈像の観察を加える事により若干ながら

{4596)であった。すなわち

Table lでみたように,粘膜像,二重造影像,充

向上した。なお低緊張性十二指腸造影法では,こ
れらの異常所見が把握しがたくなった。とりわけ
浮腫性粘膜変化が所見の主体である場合にこの事
が軒著である。これは後述の内視鏡検査の場合の所見に
も類似した現象であった。いずれにしても有症状例
はもちろん,無症状例においてもかなり高率にⅩ
線検査で異常所見が認められた事実は重要である。
また非糞線虫症の健康者について,粘膜像のみの
Ⅹ線検査の成続はTable 4に示す様に134例中

盈像の三方法で検査した場合には, 126例中有症
状者17例を除いた109例のうちで60例(55JK)に
suspected'以上の異常所見を認め questio‑

1questionable'のⅩ線所見を呈したものが4
例あったが suspected以上のⅩ線所見を呈する
ものは全くみられなかった。この事から非糞線虫

を使用した111例中34例(30.6 30に1suspect‑
ed"以上の異常所見を認めた。 69.4%は, not
particular,と

甘questionable*

を呈した。

Table 3. (Duodenojejunal mucosal X‑ Ray study)
Asymptomatic strongyloidiasis, Parasite (+) , antispasmodic drug (+)
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Abnormal findings are commonly seen in the asymptomatic strongyloidiasis.
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Table 4. (Duodenojejunal mucosal X‑Ray study)

Parasiteト) , antispasmodic drug (‑)
(Healthy adult )

^
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que stion ^
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0
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0

to ta l

134

No apparent abnormal findings are found in this healthy group which is not
strongyloidiasis.

症の健康者においては,糞線虫症と同様なX線像
を呈するものはないと言える。
2.内視鏡検査の成練(Table 5)
1) Table 5に示すように有症状掛では,浮腫,
発赤,びらん,白苔,潰癌,肉芽腫様粘膜などと
必ず何らかの異常を認めた。これに対し無症状例
では,浮腫が主体で大半の症例では,浮腫性粘膜
変化も軽く,正常例と区別し難い症例が多かった。

軽微から中等度の粘膜浮腫が主体で,内視鏡観察
での珍断はⅩ線検査による珍断よりも劣り,また
所見のあるものも,空気による伸展を強くするに
従い,異常所見も乏しくなった。しかしながら
109例中30%において,浮腫の他に小斑状発赤,
不整斑状白苔,点状白苔,点状びらんなどがみら
れた。
l

Table 5. Endoscopy (edema, redness, erosion, white coating, ulcer,
granulomatous mucosa )
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Endoscopic findings and grade of strongyloiasis.
In asymptomatic cases abnormal findings are found in
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2)内祝鏡下色素撒布19),加)による観察所見
(Fig.13‑ 14)

著者は従来,胃の潰癌性病変及び隆起性病変の
質的珍断,十二指腸駐疫の珍断,濃癌性大腸炎の
経過観察に色素撒布内視鏡観察を行ってきたが,
本研究においても, Q.196‑0.296のme仇ylene
blue液を撤布し,肉眼的な粘膜微細像の変化を観
察した。色素撒布前は著明な変化を把握し難かっ
た症例にもFig.13, 14の様に,浮腫性変化や繊
毛配列の乱れが顕著に観察されたo微細変化の検
出に極めて有力な方法である事を示した。
3.生検組織学的所見(Table 6)
Table 6は生検組織所見を生検施行例の77例に
ついて示したものである。有症状者17例,無症状
者60例である。組織像においては浮腫,リンパ管
拡張,細胞浸潤(好酸球,好中球,リンパ球,形
質細胞) ,びらん,繊毛萎縮および細胞幼君化
(粘膜再生像)が,前述した著者のⅩ線所見およ
び内視鏡所見による異常所見の分類と生検組織所
見による分類とが大略平行してみられた。肉芽腫
様所見を内視鏡的に観察した症例においても,坐
検組織像では明らかな肉芽庫に相当する像は得ら

れなかった。
4.生検組織学的所見とⅩ線,内視鏡所見の総
合的検討(Table 7)
Table 7は前述のⅩ線像,内祝鏡像および生検
組織像にて検索し得た77例について,組織学的所
見の強さと, X線および内視鏡所見の程度を著者
の分類試案に従って一括して表示したものである。
有症状者群では17例全例において,組織内虫体の
検出や繊毛の萎縮,平低下,粘膜上皮の幼君化
(再生像)などの組織学的所見が強くみられた。
無症状者群ではこの様な病変を認めるのは60例中
12例に過ぎず,これに反し浮腫,リンパ管拡張,
細胞浸潤,びらんなどの所見を有するものが多く,
この事からも明らかな様に,著者の本症のⅩ線学
的.内視鏡的分類の妥当性が裏づけられた。他方,
無症状糞線虫保有者の中にも著者の検索例中20%
は有症状者の所見に一致する所見を示し,無症状
から有症状の所見に移行する像の存在が認められ
た。また無症状者60例中3例において組織内虫体
を認めたのみであるが,有症状者群では17例会例
に虫体が証明された

(Fig.19, 20)

Table 6. Biopsy ( edema, lymphangiectasis, cell infitration
erosion, villi atrophy, epitheliar regeneration)
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Microscopic findings and grade of strongyloidiasis.
Abnormal findings are found in all manifest cases, and no abnormal
findings are seen in many asymptomatic cases.
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Table 7. X‑Ray, Endoscopic finding (Total case 77)
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Summary of X‑Ray, endoscopic and microscopic finding in strongyloidiasis.
X‑Ray, endoscopic and microscopic findings are significantly correlated to symptomes.

Fig. 19. Microscopic findings of the duodenal

Fig. 20. Microscopic findings of the duodenal

biopsy specimen.

biopsy specimen.

Asymptomatic case in which parasite was

Manifest case in which granulomatous change

found on biopsy.

was found on endoscopy.

Intraglandular parasite and surrounding marked

Microscopic findings reveal many parasites in

eosinophilic infiltration. (× 600)

the submucosal layer surrounded by slight
granulomatous change. (×400)
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5.症状とⅩ線,内視鏡及び生検組織学的所見
の相関性について
以上の事から有症状者群においては著者の検索
した17例に限っては, Ⅹ線及び内視鏡的所見,坐
検組織学的所見が必ず認められた。無症状者群で
は, Ⅹ線所見では軽度から中等度の所見を認める
事が多かったが,内視鏡的には無症状者例の所見
の主体をなす粘膜の浮腫性変化は把起し難かった。
しかし,この軽い変化も色素撒布内視鏡検査法を
施行する事により,微細な粘膜変化も繊毛構造の
乱れと腫大という形で描出し得た。無症状者群に
おいて,厚層塗抹検便にて虫体陰性の場合でも,
明らかなⅩ線異常所見を呈するものがかなり認め
られる事は,極めて重要な事であり,特にこの疾
患の浸き地域においては留意されるべきである。
無症状者においても,有症状者と同等または更に
強いⅩ線,内視鏡所見及び生検組織所見を有する
ものがある事は重要な事であって,この事は無症
状者においても緩慢なautoinfectionが起ってい
る可能性を示唆するものと思われる。 Host‑par‑
asite relationshipにおいて,単にHost の側の
み考えても, Hostの免疫能力なり防衛能力が常
に充分とは言えず,軽微なHost側の防衛能の低
下でも本虫の組織侵入を許す可能性があると考え
られる。いわんや抗癌剤,免疫抑制療法,あるい
は放射線治療などにより宿主の防衛能が極度に低
下した場合,虫体の組織侵入は更に容易となり.
autoinfectionにより虫体の増殖に拍車をかける
事となろう。有症状者についてみると, Ⅹ線,内
視鏡及び生検組織学的所見も軽いものから著明な
ものまで様々であるが,極めて特異的な事は,こ
れら全ての症例において,十二指腸下行脚粘膜の
at random生検において必ず生検組織内に虫体
を検出し得た事であり,これに対し無症状者群に
おいては, 60例中3例,すなわち5%のみに虫体
を検出し得たに過ぎない。この事は有症状者にお
いては,虫体の腸管壁内分布が密である事を示し,
また無症状者においては,虫体分布が極めて疎で
ある事を意味する。以上の事実より生検組織学的
立場からみると,無症状者と有症状者に関して,
Ⅹ線や内視鏡所見からは必ずしも明らかな相異を
示さない場合でも,虫体の分布密度では明らかな
差異があると言えよう。従って症状と所見の相関
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については,生検所見においては強いが, Ⅹ線及
び内視鏡所見においては必ずしも相的が明確でな
いという事ができる。
fte^^^^^Bi^J

著者は糞線虫症126例(有症状者17例,無症状
保有者109例)について,上部小腸の粘膜像,充
盈像,低緊張性二重造影像についての検索をⅩ線
検査にて行い,更に無症状保有者の111例につい
て小腸粘膜像のみのⅩ線検査を行い,合計237例
についてⅩ線所見の検討を加えた。これまで有症
状例についてのⅩ線所見に関する報告は多く,そ
の主な所見は,十二指腸の鳴動異常,粘膜像及び
管径の変化などで,これは局所の浮腫,細胞浸潤,
出血などの炎症によるもの,および腸管埼動抑制
のための機能的腸閉塞状態により,しばしば胃,
十二指腸の拡張が認められるとしている 5), 6)
ll),15), 21),22) ,23),24),25),笥),27),加)しかし
著者の経験した有症状例においては, Ⅹ線所見の
パターンは一律に同様なものではなく,症例によ
り粘膜fold の腫大を呈し,浮腫が主体をなすも
のと,炎症反応が強いため鉛管状の腸管を呈する
ものの間に,種々の程度の変化が認められた。こ
の様な変化は臨床的に急激に経過したか,慢性に
経過したかによってⅩ線像における差を生ぜしめ
ると解された。そしてⅩ線所見の強さと症状の強
さは,著者の観察した症例の限りでは略平行した。
無症状糞線虫症に開しては,そのⅩ線像について
の報告は見当らないが,著者は鎮症剤を併用して
粘膜像のみ検査施行の111例と粘膜像及び充盈像
では鎮痘剤を使用せず,二重造影にて鎮痩剤を使
用した126例,合計で237例に上部小腸Ⅹ線検査
を行い,その結果を検討したが,精査群126例で
は55%に異常所見を認め,粘膜像のみ検査施行の
111例においては, 31%に異常所見を認めた。こ
の無症状例におけるⅩ線像の所見は,主として浮
腫性粘膜像として認められ,軽度から中等皮が多
く,高度変化の例は少なかった。無症状例におい
て軽度から高度の変化に至る各段階の所見の強さ
の差が認められた事は,無症状者においても,各
々の程度の差をもって進む級慢なautoinfection
が起っている可能性を示唆するものである16),
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29), 30)更に無症状例において十二指腸下行脚よ
りのat random生検において,殆んどの症例
(95%)では,生検組織内に虫体を証明し得ず,
極めて小数例においてではあるが,虫体を検出す
る場合があった事もこの考え方を支持するものと
考えられる。この無症状例においてもかなりの頻
度でⅩ線像から異常所見が認められた事,および
これらの症例の殆んどが,糞便の厚層塗抹法で虫
体が検出できなかったという事実は,今後この糞
線虫症の浸淫地域においてⅩ線検査の果す役割が
極めて重要である事を示している。更にまた,本
寄生虫症の浸淫地域においては,検便には折紙培
養法を用いてこの虫体の検出に努めなければなら
ない。内視鏡検査の成綾を121例について検討し
て明らかになった事は,有症状者例17例について
みると,軽症から重症に至る種々の所見の程度の
差が認められる事で,軽度のものでは無症状例に
もみられる所見の軽いものがあり,重症状者例に
おいては,これまで内視鏡検査の報告も症例数も
少ない 5),6)軽症例においては,十二指腸にお
ける粘膜浮腫,混線,粘液附着,びらん,出血,
潰癖,肉芽腫様隆起, Kerckring foldの消失,
繊毛配列の乱れ,太鼓はち様粘膜変化などが認め
られた。この繊毛配列の乱れについて,とりわけ
軽度の粘膜病変と高度の粘膜病変とを肉眼的微細
なレベルで区別する際,色素撒布観察が極めて有
用である事が判明した。無症状例についての観察
では, Ⅹ線像と同様とれまで報告が見当らない。
無症状例の内視鏡的所見の特徴は,大半が正常の
粘膜パターンを示すこと,更に所見がある場合は
軽度から中等度の浮腫性変化が基本的所見である
という事であり,無症状保有者の約30%の症例に
おいては,小斑状発赤,点状白苔,小斑状びらん
などの所見がみられる事がある点である。これら
の所見のある場合,更に肉眼的微細な粘膜病変を
観察する際,色素散布内視鏡観察の有用性は有症
状例の場合と同様である。生検組織所見に関して
は,有症状例についてみると,浮腫,リンパ管拡
張,細胞浸潤(好中球,好酸球,リンパ球,形質
細胞), Villi の平低化,萎縮,表層上皮の幼君
化(粘膜再生像) ,びらん,小血管拡張などが重
症例においてみられる場合が多かった。これらの
所見はⅩ線像及び内視鏡像と対応する所見である。

稔はか
また有症状例の特徴は,微細な生検組織内に必ず
虫体が検出される事であり,虫体の腸管壁内分布
が極めて濃蘭である事を示した。無症状例におい
ては, Ⅹ線及び内祝鏡像の基本的所見としての浮
腫性変化との対比で考えた場合,生検組織の所見
は軽く,浮腫も著明でない事が多かった。この理
由はⅩ線及び内視鏡所見での浮腫性変化が,生検
実施から切片標本作製に至る間の問題と, Ⅹ線及
び内視鏡所見の浮腫性変化としてとらえられる所
見が,腸管の機能的変化として出現している可能
性の双方の問題を考慮しておく必要があると考え
られるが,この点は更に換討を要する。無症状例
でも有症状例における所見と同様の所見を呈する
症例があり,生検組織像からは,いわゆる移行が
みられる事は重要である。これに関連して無症状
例でも極めて小数(5JK)において,生検組織内
に虫体が証明され,腸壁内の虫体分布が密になっ
ていく症例の存在を示唆する。従って推定珍断的
な点からは,無症状例に関する限り, Ⅹ線検査が
最もよく,内視鏡像,生検組織像という順に信頼
度が落ちる事になる。確認は糞便の培養法による
事は勿論である。有症状者例においては腸管壁内
に虫体が密に分布し,無症状者例においては疎に
分布しているという事実,および無症状者例の一
部(530 においては虫体の分布密度が高いとい
う事実はHost ‑parasite relationshipの平衡状
態の中で虫体が除々に増加している状態,すなわ
ちautoinfecticm が起っている可能性を示唆する。
有症状例のうち,急激に発症したもので,合併疾
患により,ステロイド使用や抗癌剤や放射線治療
が誘因になったものがあった。従って,糞線虫症
浸淫地域住民のステロイド,抗癌剤,免疫抑制剤,
放射線治療,長期透析療法に醸しては事前に必ず
本虫の有無を上記諸法を用いて検索し,有効な薬
剤を用いて駆虫を行わねばならない。然るにその
有効な駆虫薬,例えばThiabendazole の輸入が
日本では許可されてない事は最も遺感とする所で
ある。
結

語

1),糞線虫症の有症状者17例と無症状者の220例,
総計237例のⅩ線像の成績を検討した結果,有症
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状者例では必ず(100#) ,無症状者例でも高率
(55SOに異常所見が認められた。
2),通常の内視鏡検査は121例に施行し,その結
果は,珍断的な面からみると全体としてⅩ線検査
の成績より劣っていた。しかし色素撒布観察法を
併用すれば肉眼的な微細粘膜病変の描出が可能で
問eta
3),内祝鏡下生検は77例に施行し,無症状者例で
は特に所見のないものが多く,所見のある場合は,
浮腫,リンパ管拡張,細胞浸潤(好酸球,好中球,
リンパ球,形質細胞) ,びらんなどがあり,小数
例(5%)においては生検組織内に虫体を証明す
る他に,検索症例の20%にVilliの平低下,萎縮;
粘膜上皮細胞の幼君化像を認めた。有症状者例で
は,全例に異常所見を認め,無症状症例でみられ
る̀所見の他に,更に生検組織内虫体陽性,粘膜上
皮細胞幼君化像, Villiの平低下,萎縮が著明で
ある症例が多かった。この点で有症状者例におい
ては,内視鏡検査および生検は極めて大きな意義
がある0
4), X線,内視鏡,生検組織の所見の強さと症状
は略平行した。
5),有症状者例では必ず生検組織内に虫体を証明
し'腸管壁内分布の密である事を示し,無症状者
例ではその95%において生検組織内に虫体が証明
されなかった。しかし一部(5%)に証明された
ことは注目されることである。
(稿を終るに臨み,本研究に際し特に学外研究生
として御指導御校閲を賜った金久卓也教授に深甚
の謝意を表します。 )
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Clinical Investigations on Strongyloidiasis
Fluoroscopic, endoscopic and bioptical observations

Minoru KAWAHIRA
First Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Kagoshima University
(Director: Prof. T. Kanehisa) Outside student
Department of Internal Medicine, College of Health Sciences, University of the Ryukyus
(Director: Prof. G. Mimura and Former Prof. T. Masuya)

Summary:

1. Fluoroscopic examinations were done in 237 cases of strongyloidiasis, including 220
asymptomatic carriers. Special attentions were paid on the presence or abscence of the
abnormal findings, as follows: irregular serration of the duodenojejunal walls, asymmetry
of Kerckring's folds, swelling, irregularity and/ or disappearance of the folds and further
napping of the margins, insufficient distension of intrarugal mucosa, irregular barium patches
and l汀egular minor elevations.
Some of those abnormal findings were always obseved in all 17 manifest cases and
were commonly seen even in asymptomatic cases.
Mucosal patterns were examined to detect edematous state of the mucosa.
2. Ordinary duodenal endoscopy was done in 121 cases, including 104 asymptomatic
cases. Endoscopy revealed edema, redness, erosions, white coating, ulcerations and gran‑
ulomatous changes in the duodenal mucosa. Ordinary endoscopic detection of the abnor‑
malities was inferior to the fluoroscopic examination. However, using dye spray method
at the same time, could be easily detected finer mucosal changes, e. g., irregular arrange‑
ment of vilh.
3. Biopsy under endoscopy was done in 77 cases, including 60 asymptomatic carriers.
Although, no particular change was detected in 40 out of 60 asymptomatic carriers, were
seen edema, dilatation of lymph vessels, cell infiltration (eosinophils, neutrophils, lympho‑
cytes and plasma cells), erosions, atrophy of villi and regenerating mucosa, even in asymp‑
tomatic cases. In 3 out of 60 asymptomatic ca汀iers, examined, were detected parasite
sections and in 12 cases were seen flattening or atrophy of villi and regenerating mucosa.
In all 17 manifest cases, were observed many of those pathological changes together with
・I'

parasite sections.

Further, more regenerating pattern of the mucosa, flattening and/or
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atrophy of villi were marked, in manifest cases.
4. The grade of intensity in fluoroscopic, endoscopic and bioptic findings were approx‑
innately parallel to the intensity of clinical symptoms.
5. The detection of parasite sections in the bioptic materials in all 17 manifest cases,
without fail, would suggest the high density of the distribution of parasites in tissues.

Although they were not detected in 95% of the asymptomatic cases, the detection of them
even in only 5% of asymptomatic carriers, would suggest an occurrence of autoinfection,
provoked by disturbance of equilibrium in the host‑parasite relationship. There were no‑
ticed in some manifest cases, where steroid‑, anti‑ cancer therapy was considered to be a
trigger for acute exacerbation.
6. The present author would like to stress that the population in the prevalent area
must be carefully examined on strongyloides infection, and must be given sufficient dosis of
the

effective

vermfuge,

prior

to

recieve

steroid‑,

immunosuppresive一,

radiation

therapy

and

prior to longterm hemodialysis.
It is very regret that the import of the most effective vermifuge for example, thiabe‑
ndazole, is not allowed by the Japanese Government.
(Author's abstract)

(Ryukyu Univ. J.Health Sci. Med‑

2 (4))

