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【要旨】 

 症例は21歳、男性。2018年6月末に排便時に紐状の虫体が排泄され，途中で断裂した。断端が肛門内に自然還

納されたために近医を受診した。便虫卵検査で広節裂頭条虫卵と診断され、駆虫目的に当院を紹介受診した。症例

2は 44歳，男性。2018年7月末に排便時に紐状の虫体が排泄され，途中で断裂した。その後も2度排泄があり近

医を受診し、駆虫目的に当院を紹介受診した。2症例ともにプラジカンテル20mg/kgを投与し、虫体が排泄された。

いずれも種の同定目的に旭川医科大学寄生虫学講座に発送し、Multiplex-PCR検査で日本海裂頭条虫症と同定され

た。プラジカンテルで駆虫しえた日本海裂頭条虫症の2例を経験したので報告する。 
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【はじめに】 

 日本海裂頭条虫症は長さ 1cm程度の白い糸状の幼虫

がサクラマスやカラフトマスの筋肉内に寄生し、これ

らの刺身、マス寿司弁当、にぎり寿司、オードブルな

どから人に感染すると報告されている 1)。今回、日本海

裂頭条虫症の2例を経験したので報告する。 

 

【症例1】 

21歳、男性 

主訴：虫体の排泄 

現病歴：2018年6月末に排便時に紐状の虫体が排泄さ

れ、途中で断裂した。断端が肛門内に自然還納された

ために近医を受診した。便虫卵検査で広節裂頭条虫卵

と診断され、駆虫目的に当院を紹介受診した。 

既往歴：なし 

職業歴：調理師 

経過：問診により調理中の味見に伴うマス生食が原因

と考えられた。入院翌日にプラジカンテル 20mg/kgを

投与し、3 時間後にマグコロール P を投与した。虫体

が排泄され（図1）、種の同定目的に旭川医科大学寄生

虫学講座に発送した。Multiplex-PCR 検査で日本海裂

頭条虫症と同定された（図2）。頭節は確認できなかっ

た。 

 

【症例2】 

44歳、男性 

主訴：虫体の排泄 

現病歴：2018年7月末に排便時に紐状の虫体が排泄さ

れ、途中で断裂した。その後も 2度排泄があり近医を

受診し、駆虫目的に当院を紹介受診した。 

既往歴：高血圧 

職業歴：調理師 

経過：問診によりマス生食が原因と考えられた。入院

翌日にプラジカンテル 20mg/kg を投与し、3 時間後に

マグコロール P を投与した。虫体が排泄され（図 3）、

種の同定目的に旭川医科大学寄生虫学講座に発送した。

頭節が確認され、Multiplex-PCR 検査で日本海裂頭条

虫症と同定された（図4）。 

 

【考察】 

 これまでに日本国内の裂頭条虫症は広節裂頭条虫症

と認識されていたが、1986年山根らによりバルト海沿

岸原産の広節裂頭条虫症とは異種であることが明らか

となり、日本海裂頭条虫症として報告された 2)。2001

年から2016年までにhigh volume centerで診断され

た条虫症 958例の検討によると、日本海裂頭条虫症は

825例（86.1%）であり、北海道から沖縄までどの地域

にも生じたが、生の太平洋サーモンの消費の多い関東

において388例（47.0%）と最も多かったと報告されて

いる 3)。 

 日本海裂頭条虫症の生活環についてはほぼ明らかと

なっている。水中で孵化した幼生がケンミジンコに摂

取され、その体内でプロセルコイドに発育する。ケン

ミジンコがサクラマスやカラフトマスに捕食されると

その筋肉内でプレロセルコイドに発育する。感染した

サクラマスやカラフトマスを生食することで人へと感

染する 4)。症状として軽度の下痢、腹痛、腹部不快感な

どを認めることもあるが、多くは無症状の場合が多い
5)。今回経験した2症例も無症状であった。 

 プラジカンテルは裂頭条虫症に対する駆虫薬の第一
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選択として推奨されている 6)。カルシウムイオンを虫

体細胞内に流入させることにより、虫体筋肉の収縮、

麻痺を起こさせ虫体を死亡させる作用を持つとされて 

いる 7)。一方でガストログラフィンを使用する方法の

有用性も報告されている 8)。損傷のない頭節を備えた

虫体が短時間で駆出されることを特徴としているが、

被曝や十二指腸ゾンデによる苦痛がある。2 症例はと

もにプラジカンテルで駆虫しえた。 

 近年、Multiplex-PCR 検査で裂頭条虫のミトコンド

リア DNA のチトクロ-ム C オキシダーゼサブユニット

Ⅰ（coxⅠ）遺伝子を増幅し、その塩基配列を決定し種

を同定することが可能となった 9)。輸入品からの感染

や海外からの感染の報告もあり、裂頭条虫症の種類と

感染源を特定することは感染予防の観点からも重要で

ある 4)。症例 1は調理中の生マスの味見、症例 2はマ

ス釣り後の生マスの摂取が感染源であり、旭川医科大

学寄生虫学講座に発送し、いずれも Multiplex-PCR検

査で日本海裂頭条虫症と診断された。今回の 2症例は

調理師であったが、生マスに接する機会が多い人には

注意が必要である。 
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図1 駆虫虫体 

 

 

 

 

 

図3 駆虫虫体 

 

 

 


