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エキノコックス感染実験施設で遂行されたプロジェクトと
これからの展望
Past and Future Experiments at the Special Facility for Echinococcus multilocularis
at Hokkaido Institute of Public Health

八木

欣平

Kinpei YAGI

Human alveolar echinococcosis, caused by the metacestode stage of the tapeworm Echinococcus
multilocularis, is considered to be one of the most pathogenic zoonotic diseases in Hokkaido. The
Hokkaido local government instituted control measures for this disease in 1936,when the first patient
in Hokkaido was diagnosed. However, the detection of swine echinococcosis in slaughter houses
during the years 1983‑1990 revealed the distribution of these parasites in animals had expanded
across the entire area of Hokkaido. In 1986,in order to clarify the biological characteristics of the
parasite and to make effective control measures,the government constructed a special experimental
facility for echinococcosis in Hokkaido institute of public health, paving the way for appropriate
control programs. In this paper I review the experimental studies performed to date in this facility
and examine the potential for future work.
Key words：Echinococcus multilocularis（多 包 条 虫)；experimental infection（感 染 実 験)；special
facility（特殊施設)

は

じ
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な対策の検討が必要となった．特に感染予防のための衛生

に

教育には，多包条虫の基礎的な生物学的性状を明らかにす

エキノコックス属条虫は，世界的に流行が見られる単包

ることが必要であった．この目的の達成のため，1986年

条虫 Echinococcus granulosus のほか複数の種で構成され
ているが，北海道におけるエキノコックス症（多包虫症）

に北海道は，当所に様々な感染症を扱う P３施設を建設す
るのに合わせ，エキノコックスの感染実験を行うための施

は，多 包 条 虫 Echinococcus multilocularis の 幼 虫（多 包

設（エキノコックス感染実験施設）を設置した．当時，国

虫）による疾病である．北海道の最初の多包虫症患者は，

内外において，エキノコックスの実験を目的とした P３レ

1936年に診断された北海道礼文島に居住歴のある 28歳の

ベルの施設は存在しなかった．我々は，限られた情報を基

女性であった．その後，礼文島出身あるいは在住者の患者

に，安全を確保し病原体の流出を防ぎながら実験が遂行で

が次々と報告され，感染が島内で成立したことが推測され

きる施設を設計した ．

た ．北海道衛生部は最初の患者発生から本症に対応し，

新しい施設の完成により，当所のエキノコックス症の調

当所職員も現地駐在員として派遣された．礼文島における

査・研究は，ヒトの感染診断法開発，野外での流行状況の

動物間の流行は，島内すべての終宿主動物を殺処分するこ

把握と対策法の検討及びこの施設を用いた感染実験による

とで収束がはかられた．一方，1965年に礼文島とは関連

生物学的性状の解明の３つのグループに再構成された．そ

のない多包虫症患者が北海道東部で報告された．周辺の動

れぞれのグループが互いに密接に関わりながらエキノコッ

物調査により，この地域における多包条虫の流行が確認さ

クス研究は遂行された．本稿では，これらの研究のうち，

れた ．その後，1983年に，と畜検査でブタの多包虫症が

エキノコックス感染実験施設を用いて遂行されたプロジェ

発見された ．このブタでの検出をきっかけに，当時北海

クトとその成果について概説する．また現在継続中の課題

道東部の一部に限局されていると考えられていた多包条虫

と，これからのエキノコックス研究の展望を述べる．

の動物間流行が，全道に拡大していることが確認された．

多包条虫の生物学的性状に関する実験的解析

当所は，北海道が行う本症の対策に対し，診断技術の開発
や動物間流行の解析など，学術的な視点からの支援を行っ

多包条虫の基本的な生物学的性状，例えば，成虫の宿主

ていたが，この流行地域の拡大に対応するために，あらた

（終宿主）がイヌ，キツネなどの食肉目の動物で，幼虫の
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宿主（中間宿主）が齧歯類であることなどは，1980年代

終宿主動物の糞便内抗原及び
遺伝子を用いた検査法の開発

に既に明らかにされていた．しかし，終宿主動物の感受性
や，成虫のプレパテントピリオド（感染後最初に虫卵が排
出されるまでの期間）
，虫卵排出の持続期間，虫卵の野外

テニア科条虫の虫卵は形態的な鑑別が困難であることか

での生存期間や中間宿主動物の感受性と原頭節の形成時期

ら，テニア科に属するエキノコックスが感染した終宿主動

など，本虫の感染予防のための衛生教育や，コントロール

物の診断法の開発は，予防対策を策定する上で大きな課題

プログラム作成のために必要な情報が欠落していた．

であった．北海道大学獣医学部のグループは糞便内への特

我々は，エキノコックスの実験に先立って，実験室で維

異抗原の排出に着目し，終宿主動物感染診断法の開発に成

持していた猫条虫 Taenia taeniaeformis を用いて，虫卵
の取り扱いや虫卵の回収方法を検討した ．次に，この施

キノコックスに特異的な抗原は，虫卵を失活させるような

設において継代中のアラスカ株及び網走株の多包条虫を用

加熱を行っても安定的に検出されることなどから，本法が

いて予備的な感染実験を行い，長期間二次包虫で継代維持

野外のキツネ感染状況の把握に使えることが確認され

功した

．この糞便内抗原検出法によって検出されるエ

されていた多包虫を，虫卵感染によって終宿主動物のイヌ

た

と中間宿主動物のコトンラット Sigmodon hispidus で実験
室内で継代することに成功した ．

れた多包条虫の遺伝子を解析し ，多包条虫に特異的な配

．一方，フランスのグループはヨーロッパで分離さ

列を増幅する PCR 法を確立，野生のキツネの糞便に応用

エゾヤチネズミ Myodes rufocanus bedfordiae は北海道
した ．それまで当所では蠕虫類を遺伝子で同定する技術
で多包条虫の最も重要な中間宿主と考えられていたため ， を確立していなかったため，当時生活科学部遺伝子工学科
野外で捕獲したエゾヤチネズミを繁殖させ，北海道東部で

大山徹科長の協力を得てフランスグループの追試を行い，

分離し継代していた北海道株多包条虫虫卵を感染させるこ

北海道の多包条虫診断でもこの PCR 法が有効であること

とで多包虫の発育を観察した

を明らかにした

．エゾヤチネズミ以外に

も，コトンラットやスナネズミ Meriones unguiculatus な
ど，動 物 実 験 を 行 う 上 で 重 要 な 動 物 や，ア カ ネ ズ ミ

．この遺伝子同定技術は，多包条虫

のみならず単包条虫の同定手段としても応用された
そして，北海道の感染動物の診断

．

や，クリプトスポリ

Apodemus speciosus など，野外での維持に関わると考え
られた動物における感受性とエキノコックスの発育につい

ジウムなどの原虫やアニサキス，裂頭条虫などの蠕虫類，

ても検討を加えた

た

．虫卵の失活条件を明らかにする

そして哺乳動物の同定など医動物分野にも適用され
．また，国際協力事業団と共同で実施された研修

ことは，この寄生虫がどのように維持されているかを明ら

や派遣事業で，海外の技術者，研究者たちにも技術移転が

かにするだけでなく，感染リスクを軽減するためにも重要

なされた

な課題であった

．実験感染を行ったイヌから排出さ

マウスの感受性に関する研究

れる新鮮な虫卵を用いた実験により，多包条虫虫卵は，低
温，高湿度では長期間感染性を維持するのに対し，高温と
乾燥状況では速やかに失活することが確認された．

．

北海道のキツネの個体数は，数万〜10数万頭で推移し
ていると考えられる．その約 40％がこの寄生虫に感染し

イヌやキツネ，そしてネコなどの終宿主動物への感染実

ているにもかかわらず，年間の新規患者が 20名前後に抑

験は，この寄生虫の流行維持のメカニズムを知る上で重要

えられているのは，エキノコックスに関する情報や知識の

な情報を提供した．イヌやキツネへの北海道株多包条虫の

普及による衛生教育が有効に機能しているためと考えられ

実験感染では成虫は正常に発育したが，ネコへの感染と発

る一方，多包条虫の感染が，ヒトには容易に成立しない可

育は抑制されていた ．イヌやキツネへの感染において，

能性も予測される ．山下は，中間宿主動物の種により感

プレパテントピリオドが 26〜30日と明らかにしたことは，

受性が異なることを紹介したが ，我々も前述のように新

その後のイヌやキツネに対する駆虫薬投与の間隔を決定す

鮮な虫卵を経口感染させ，肝臓での病巣の形成（定着）を

るために重要な知見であった ．さらに我々は，イヌやキ

観察することで各種中間宿主動物の感受性の違いを確認し

ツネにおいて成虫が２〜５カ月以内に排除されること，再

た

感染に対する感染抑制があることを観察した

．これら

の感受性の違いについても概説した ．我々は近交系マウ

の現象は，終宿主動物の感染時期を推定するために重要な

ス感受性の差の詳細を明らかにするため，複数の系統マウ

情報であるとともに，終宿主動物のワクチン開発の可能性

スへ虫卵感染を行った．感受性は，定着，シスト重量で表

を示すものであった．我々は，感染実験で得られたエキノ

される発育及び原頭節の産生能力で評価した．その結果，

コックスの生物学的性状を 1995年に札幌で開催された国

系統により感受性に違いがあることを確認した

．さらに山下は，マウスへの感染実験から系統間

．特

際シンポジウムで報告した ．それらの詳しい情報につい

に DBA/2マウスは高感受性であり，虫卵感染による多包

ては当所の創立 50周年記念学術誌に記載，英文誌にも紹

条虫の継代にコトンラットの代替動物として有用であるこ

介した

とも明らかにした

．

．これらの結果が感受性遺伝子の存

在を示唆することから，その特定は，ヒトを含む中間宿主
動物の感受性を理解する上で魅力的な課題となった．そこ
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で北海道大学大学院獣医学研究科の実験動物学教室の協力

ル方法（診断，治療，ワクチン）の開発は重要な課題で

を得て，感受性系統である DBA/2マウスと抵抗性系統で

あった ．イヌの感染実験は，動物が高価であり，施設の

あ る C 57BL/6マ ウ ス を 用 い，量 的 形 質 遺 伝 子 座

飼育能力から一度に実験できる動物の数が限られているた

Quantitative trait locus（QTL）解析を行った．その結
果，第６染色体上に定着に関わる遺伝子が存在すること，

め，充分なサンプル数で精度の高い実験を行うことが困難

また第１染色体上に原頭節の形成に関わる遺伝子が存在す

クが高い．しかしながら，我々はあえてこの難題に対しプ

である．また，飼育中に虫卵を排出することから感染リス

ることが予測された ．この実験結果は，多包虫の定着と

ロジェクトを立案し，イヌのコントロール方法の開発の研

発育に宿主側の特定の遺伝子が関与していることを示し，

究を進めた（エキノコックス特殊感染実験施設を利用した

ヒトの感受性も特定の遺伝子が関与する可能性を示唆した．

媒介動物をターゲットとした抗エキノコックスワクチン開

現在，多包虫感染初期感受性及び抵抗性マウスの遺伝子発

発のための包括的研究（文部科研基盤Ｃ，2011‑2013年，

現の解析

とともに，コンジェニックマウスを作製し，

遺伝子の特定を進めている．

代表：八木欣平），粘膜免疫法を基盤としたエキノコック
ス終宿主経口ワクチンの開発（文部科研若 手 研 究 Ｂ，
2011‑2012年，代表：孝口裕一），実用化に向けたエキノ

中間宿主及び終宿主動物に対するワクチン開発

コックス終宿主粘膜免ワクチンの改良と再感染防御機能解

多包条虫が含まれるテニア科条虫の中間宿主動物に対す

析（文部 科 研 基 盤 研 究 Ｃ，2013‑2015年，代 表：孝 口 裕

るワクチンの研究と開発は，ニュージーランドとオースト

一））．これらの研究の結果はエキノコックス感染予防のた

ラリアのグループによって進められていた

．筆者はこ

めのイヌ対策を進める上で，有益なものであった．実験感

のワクチン開発の中心で，単包虫症ワクチンの研究実績の

染したイヌの血清中に，多包条虫のタンパク質に対する抗

あるメルボルン大学の M .Lightowlers 教授の研究室で，

体を二次元電気泳動により検出するとともに，診断に有効

多包虫症感染に対するワクチン効果のあるタンパク質に関

な糖タンパク質を見出した

する研究を行う機会を得た ．半年間の研修後，この経験

したイヌが再感染を抑制することを実験的に証明し ，そ

を踏まえて，当所の遺伝子工学科と北海道大学獣医学部の

の抑制機能が少なくとも半年以上の期間維持されることを

協力を得て，多包条虫の成虫から cDNA ライブラリーを

明らかにした ．これらの結果は，終宿主動物のワクチン

構築し，ワクチンや診断に有用なタンパク質を探索するプ

開発の可能性を強く示していた．

ロジェクトを立案した（エキノコックス成虫 cDNA ライ

．また，多包条虫に感染

治療薬の開発

ブラリーを基盤とした感染イヌ対策法の検討（文部科学研
究費（以下，文部科研）基盤Ｃ，2006‑2008年，代表八木

多包虫症は虫体を完全に死滅させるような有効な治療薬

欣平））．その結果，幼若成虫から宿主に対し抗体産生を誘

がなく，根治のためには，病巣の外科的な摘出が必要とさ

導する新規タンパク質 EM Y162 をコードしている遺伝子

れる ．アルベンダゾールは，外科的治療ができない患者

emY162 を同定した ．EM Y162 は終宿主動物の抗体を
誘導するのみならず，中間宿主動物の虫卵感染を抑制する

に対して長期間投与されるが，肝毒性や白血球減少などの

抗体を誘導するものであった ．この新規タンパク質は，

が進み，これらの情報を基に幼虫を死滅させる薬剤の開発

その有用性が評価され，北海道大学と共同で特許を取得し

が試みられている ．ミトコンドリア呼吸鎖を司る酵素複

た（特許番号第 5055522号）
．さらに，北海道大学獣医学

合体を阻害する薬剤の探索は，本症の本質的なリスク軽減

部を中心とした研究課題（多包条虫の網羅的 cDNA 解析
と寄生虫の増殖・分化の分子基盤とワクチン開発（文部科

副作用が報告されている ．近年，多包条虫の遺伝子解析

に寄与するかもしれない

．多包虫症の薬剤の開発には

研基盤Ｂ，2008‑2010年，分担：八木欣平））に参画し，

虫卵の感染実験による評価が必須であり，in vivo の実験
施設が必要となるが ，当所の施設はそれを可能にする．

住血吸虫感染に対するワクチン効果がある膜貫通タンパク

我々は宮崎大学，東京大学と共同で，中間宿主動物の多包

質であるテトラスパニンファミリー

に着目して，多包

虫症治療薬の開発研究（中国青海省におけるエキノコック

条虫に関する解析を行った．マウスの感染実験により，こ

ス症疫学調査と人と家畜の駆虫薬開発（文部科研基盤Ｂ，

のタンパク質も感染を防御する抗体を誘導することを示し

2014‑2016，分担：八木欣平））を遂行中で，現在当所の施

．また，本タンパク質の免疫方法やフィブロネクチ

設でその実験的検証を行っている ．多包虫症の治療薬の

ン結合ペプチドのアジュバント効果について検討を行っ

開発は，北海道の多包虫症のみならず世界に広がる単包虫

た
た

．一方，終宿主ワクチンの研究についても大きな

症や，その他のエキノコックス症治療薬の開発にもつなが

進展があった．前述のように我々はイヌやキツネへの実験

り，開発途上国を含む多くの国のエキノコックス症対策に

感染において，比較的早期に虫体が脱落する（排除され

貢献すると考えている．

る）ことを観察しており

，終宿主動物に成虫の排除機

これからの展望

能が存在し，それを誘導するワクチンの可能性を予測した．
イヌはヒトと密接な関係があるだけでなく，本州への流行

多包条虫はキツネと野ネズミとの間でその生活環が維持

拡大を担うことが懸念されることから，イヌのコントロー

されている，いわゆる動物の寄生虫である．この寄生虫は
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これまで〝ヒトに寄生する恐ろしい病原体" というヒトの

果たしている役割の重要性は，強調されるべきものと考え

視点からとらえられてきたが，エキノコックスの視点に

ている．

立った研究が充分になされてきたとはいえない．エキノ

当所のエキノコックス研究は，研究予算を含め施設の整

コックスの視点に立てば，ヒトへの感染は何のメリットも

備改修など，北海道保健福祉部から多くの支援を頂いて進

ない偶発的なものに過ぎない．動物の流行状況に比して患

められてきた．ここに感謝の意を表したい．所内外の様々

者の発生数の少なさは，この寄生虫のヒトへの感染が，本

な支援のおかげで，今日まで安全に研究を推進することが

来回避されるべきものであることを示しているとも考えら

できた．また，大学の研究者や所内他部の研究職員など，

れる．しかしながら，ヒトへの感染は，その病原性から大

多くの研究者の参加を得ることができた．これらの研究者

きな驚異と受け止められている．本来外来種ともいえるこ

と共に行ったエキノコックスの実体解明の研究は，衛生行

の寄生虫を北海道の環境から排除してしまうことは魅力的

政への貢献を確信する作業であるとともに，知的好奇心を

ではあるが，それが困難な現状では，治療薬の開発とヒト

充分に満たす作業でもあった．研究協力者各位に改めて感

の感受性の研究が重要な課題と考えられる．治療薬の開発

謝したい．

のためには，地道な実験的検討が必要である．前述のよう

2007年以降，文部科研費の申請が可能になり，外部資

に，ミトコンドリア呼吸鎖を司る酵素複合体を阻害する薬

金を獲得できた．このことは，それ以降の研究費獲得の流

剤について，我々は良好な結果を得ており，この領域のさ

れを作る上で重要であった．また上記資金以外にも一般試

らなる展開が期待されている．ヒトの感受性を明らかにす

験研究や重点研究などの道の調査研究事業予算により研究

るためには，マウスを用いた実験がヒントとなる．特に感

は遂行された．さらに，2012年より厚生労働科学研究費

染初期の防御メカニズムに関する研究は，ヒトの感染成立

を得ることができ，現在は日本医療研究開発機構科学研究

の要因を探る上で重要な鍵を握るであろう．鳥取大学との

費として，その研究費の一部がイヌ対策の研究のために用

共同研究（エキノコックス感染初期（虫卵から多胞化嚢

いられている（動物由来感染症に対するリスク管理手法に

胞）における遺伝子発現の推移（文部科研基盤Ｃ，2013‑

関する研究（厚生労働科学研究費，2012‑2014，分担：八

2015，分担：八木欣平）
）により，感染初期の虫卵や六鉤

木欣平），動物由来感染症のリスク分析に関する研究（日

幼虫の遺伝子発現の基礎的な情報が提供された ．この情
報を足がかりに，マウスやヒトの感染防御機構を明らかに

本医療研究開発機構（AMED）科学研究費，2015‑2017年，
分担：八木欣平））．各研究費に対してその結果を報告する

できると考えている．また，ここに紹介した終宿主動物ワ

ために投稿した論文への厳しい査読コメントは，我々の研

クチンや感受性遺伝子の解析などの課題も現在継続中であ

究が国際的にも充分に認知されるレベルに達していること

る．これらの研究は，エキノコックスのみならず蠕虫類の

を感じさせてくれた．外部資金を獲得できる制度の導入に

感染メカニズムを明らかにする上で，これからの展開が期

尽力いただいた関係者に感謝したい．

待される．

最後になりますが，二年越しのこの拙文の投稿を許可し，

お

わ

り

筆者の遅筆を待ってくださった当所所報編集委員会の皆様

に

にこの場をお借りして深謝いたします．

1985年にエキノコックス感染実験施設の設計を依頼さ
れた時，長年，エキノコックスの研究に携わっていた研究
者に施設の構造について意見を伺った．その時，〝そんな
危ないものを作るのですか？" と逆に問われたことを鮮明
に記憶している．1954年，エキノコックスの知識が限ら
れていた時代に，エキノコックスの調査のために礼文島に
単身駐在した服部畦作元衛生動物科長の決意とは比較すべ
くもないが，リスクが明確でない寄生虫と向き合うことを
納得するには，少し時間が必要であった．実験を始めて多
包条虫に関して多くのことが明らかになり，ヒトへの感染
がヒトと寄生虫の双方にメリットのない不合理な感染であ
ることを理解したが，それはヒトへの感染が成立しないこ
とを意味しない．
多包条虫は，現在本州への拡がりが懸念されており，実
際にその兆候がある

．北海道には，ここで紹介した

実験的な研究のみならず，エキノコックス症に対する研究
と施策の情報・経験が蓄積されている．北海道の本症に対
する行政の取り組みは世界的にも先進的なものである．国
内のみならず国外に対しても，その取り組みの公衆衛生上
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