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例

多彩な胸部陰影を呈した宮崎肺吸虫症の 1 例
小嶋

徹

高瀬恵一郎

笠倉 尚人

要旨：本症例は 77 歳，女性．血痰と体重減少を主訴に受診した．胸部 X 線上左胸水を認め，その 2 カ月後
に今度は右中肺野の結節影を認め，肺結核の疑いで入院した．末梢血の好酸球増多，IgE 高値および入院中
の短期間に陰影移動を認め，同時にサワガニの生食歴も認めた．血清学的検索を行い，宮崎肺吸虫と診断し
た．プラジカンテルの内服にて症状，陰影とも軽快した．本症例は北陸地方，九頭竜川流域での初回報告例
と考えており，宮崎肺吸虫症としてはきわめて多彩な胸部陰影を呈したので報告した．
キーワード：宮崎肺吸虫症，宮崎肺吸虫，結節影，プラジカンテル
Paragonimiasis Miyazakii，Miyazaki lung fluke，Nodular opacity，Praziquntel

緒

陸地方の九頭竜川流域で採取されたサワガニの摂取に

言

よって多彩な胸部陰影を呈した宮崎肺吸虫症例を経験し

本邦で人体感染がみられる肺吸虫症には，ウエステル

たので，若干の検討を加えて報告する．

マン肺吸虫症（以下ウ肺吸虫）と宮崎肺吸虫症が知られ

症

ている．南四国，南九州，静岡地方で数多くの報告がな
されており，通常，第 2 中間宿主であるメタセルカリア
1）

の摂取によって起こる ．

例

症例：77 歳，女性，農業．
主訴：チョコレート色の血痰，体重減少．

近年，ウ肺吸虫症には染色体数が 2 倍体型と 3 倍体型
の 2 種が認められており，典型的なウ肺吸虫症は 3 倍体
型によって発症し，胸部 X 線上は浸潤影，輪状影，結

既往歴：22 歳時子宮後屈の手術，39 歳時虫垂炎，胆
石症の既往はない．
家族歴：特記すべきことはない．

節影を呈するされている．一方宮崎肺吸虫症と 2 倍体型

生活歴：福井県吉田郡永平寺町に在住しており，1996

ウ肺吸虫症では気胸，胸水などの胸膜病変が主であり，

年秋頃に永平寺町市野々地区老人センターで「胆石症に

肺野病変の頻度は低いとされている2）3）．今回，我々は北

サワガニを生食すると効果があり．
」とのうわさ話を耳

Table 1 Laboratory findings on admission
Hematology
RBC
330×104 /μl
Ht
29.8 %
Hb
10.2 g/dl
WBC
7,400 /μl
Plt
190,000 /μl
ESR
47/92 mm
Hemogram
Neutro.
Eosino.
Baso.
Mono.
Lymph.

29.1 %
28.6 %
0.0 %
9.0 %
33.3 %

Biochemistry
TP
7.7 g/dl
alb.
47.0 %
α1 gl.
3.1 %
α2 gl.
7.8 %
β gl.
7.8 %
γ gl.
34.3 %
T-Bil
0.5 mg/dl
ALP
136 IU/l
GOT
16 IU/l
GPT
12 IU/l
γ-GTP
12 IU/l
LDH
342 IU/l
Chol.
193 mg/dl
FPG
85 mg/dl

〒910―0846 福井県福井市四ツ井 2―8―1
福井県立病院呼吸器内科
（受付日平成 11 年 1 月 14 日）

Serology
CRP
0.1 mg/dl
IgE
6,434 U/ml
IgA
251 mg/dl
IgM
177 mg/dl
IgG
2,820 mg/dl
RF
＜ 11 IU/ml
ANA
（−）
Tumor markers
CEA
3.4 ng/ml
SCC
＜ 0.5 ng/ml
NSE
6.6 ng/ml
Sputum
Tbc
（−）
Helminth egg
（−）
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現病歴：1997 年 6 月頃，サワガニを 15 匹程度をすり

常．腹部正常．理学的・神経学的所見に異常はなかった．



潰して生食した．11 月初旬より湿性咳嗽，チョコレー

入院時検査所見：白血球数 7,400 mm3，好酸球 28.6％

ト色の血痰が出現したため 11 月 8 日近医を受診した．

と著増，赤沈一時間値 47 mm と亢進，CRP は正常，IgE

その際に，左胸水貯留を指摘され，11 月 11 日に当院紹

6,434 IU ml と高値を示した（Table 1）
．

介入院となった．この時には胸膜炎の疑いで，スルタミ
シン（SBTPC）の投与を受け，胸水が消失したため退
院となった．しかし，12 月頃には食欲低下，体重減少



（5 kg 2 months）を認め，さらには 98 年 1 月初旬より
同様の血痰が出現したために近医を再受診したところ，
胸部 X 線上右中肺野に結節影を認めた．セフジニル
（CFDN）の内服を行ったが改善しないため，精査目的



前回入院時胸部 X 線所見（Fig. 1）
：左胸水貯留を認
めた．
入院時胸部 X 線所見（Fig. 2）
：左胸水の消失と，右
中肺野に直径 3 cm の結節影を認めた．
胸部 CT（Fig. 3）
：右 S3 に直径約 3 cm の空洞を伴っ
た結節影とその末梢側に浸潤影を認めた．
入院後経過：当初は胸部 X 線にて比較的急速に単発
性結節影が出現したことから，肺結核を中心に考えてい

に 1 月 21 日再入院となった．
入院時現症：身長 152.0 cm，体 重 42.3 kg．体 温 35.2

た．しかし，入院時の末梢血好酸球増多および BAL 所

℃，血圧 156 78 mmHg，脈拍 72 分，呼吸数 分．貧血

見での好酸球増多（98 年 2 月 2 日に施行：好酸球分画 36







％）から寄生虫感染症を考慮し，カニの食指について精
細な病歴聴取を行ったところ，サワガニの大量生食歴を
認めたことから，2 月 5 日金沢医科大学医動物学教室に
血清検査を依頼した．その結果，Ouchterlony 法（Fig.
4）では，宮崎肺吸虫（P.m.）抗原，ウ肺吸虫（P.w.）抗
原とも同程度の沈降線であったが，のちに行ったウ肺吸

Fig. 1 Chest radiograph on initial admission（November 11. 1997）shows left pleural effusion.

Fig. 2 Chest radiograph on second admission（January
21. 1998）shows solitary nodular shadow in the right
middle lung field.

Fig. 3 Chest CT scan and high-resolution CT scan on
admission, showing a cavitary shadow surrounded by
infiltration in the right S 3.
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Table 2 Clinical course

虫，宮崎肺吸虫でのシステインプロテアーゼ抗原に対す
る ELISA 値と肺吸虫抗原吸収による ELISA 値の比較
Fig. 4 Results of Ouchterlony s double diffusion test
（of patient s serum）for various antigens.
S : Patient s serum ; Pw : Paragonimus westermani
antigen ; Pm : Paragonimus miyazakii antigen ; Po :
Paragonimus ohirai antigen ; Cs : Clonorchis sinensis
antigen ; As : Ascaris lumbricoides suum antigen ; Fh :
Fasciola hepatica antigen.

結果から，宮崎肺吸虫症との確定診断を受けた4）5）．また，
前回入院時の血液検査を検索してみたところ，好酸球増
多（97 年 11 月 11 日：好酸球分画 22％）を認めており，
宮崎肺吸虫症による胸膜病変が先行し自然軽快したもの
と考えられた．さらに，2 月 13 日の胸部 CT において
は右 S3 の結節影ならびに浸潤影の著明な改善と新たに
右 S1 に結節影の出現をみ，比較的短期間での陰影移動
を認めた（Fig. 5）
．2 月 12 日よりプラジカンテル，40



mg kg day を 2 日間投与した（Table 2）
．血痰出現回
数の減少を認めたため，2 月 18 日に退院となった．

考

察

現在，本邦において人体感染が認められている肺吸虫
症はウ肺吸虫と宮崎肺吸虫が知られており，さらにウ肺
吸虫においては染色体数が 2 倍体型と 3 倍体型が存在す
る．以前は肺吸虫といえば，3 倍体型ウ肺吸虫によるも
のが普通であったが，近年は人体を好適宿主としない 2
倍型ウ肺吸虫および宮崎肺吸虫症の報告も九州地方を中
心に散見されるようになった2）3）．
宮崎肺吸虫症は第二中間宿主であるサワガニに付着す
るメタセルカリアを摂取することにより経口感染する疾
患である．この典型的胸部 X 線像は気胸，胸水などの
胸膜病変が主体であって，浸潤影，輪状影，結節影を呈
するとされている 3 倍体型ウ肺吸虫症と異なり，肺野病
変の頻度は低いとされている1）2）．
この理由として，ウ肺吸虫の場合，摂取された幼虫が
小腸壁を貫通し腹腔内に入り，ついで腹壁の筋肉内に現
Fig. 5 Chest CT scan taken 3 weeks after second admission. Right solitary nodular lesion had moved from
middle to upper lung field.

れ，横隔膜を貫いて，最適の寄生部位にある肺に達し成
熟する6）．そして肺実質内に進入した成虫の周囲に虫
が形成され，これが画像上結節内の空洞化とその周囲の
炎症による浸潤影を反映しているものと考えられてい
る．
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一方宮崎肺吸虫や 2 倍体型ウ肺吸虫の場合は，ヒトは

に患者教育の徹底を行った．しかし，今後も発生の危険

好適な宿主ではなく，一般的に成虫化しないため，胸腔

がありこの地区での患者発生に注意が必要と考えてい

に出ることが多く，肺実質内に虫

る．

を作るのことはまれ

であるとされている．

最後に，今回発生した福井県永平寺川は九頭竜川流域

本症例では，左胸水貯留が一過性に出現し，その約 2

であるが，我々が検索した限りにおいてはこの流域での

カ月後，今度は反対側の右肺野に空洞を伴った結節影と

報告例はなく，さらには北陸地方での宮崎肺吸虫の報告

浸潤影の出現をみ，さらにその陰影の比較的短期間の移

も確認できなかった．この地域での初回報告例と考えら

動を認めるといった多彩な胸部陰影を呈していた．この

れた．

ように多彩な胸部 X 線像を呈する宮崎肺吸虫症の報告
は非常にまれであった

7）
〜9）

．

本稿を終わるにのぞみ，金沢医科大学医動物学 池田照明
先生に血清学的診断，治療判定に関して多大なご援助ご指導

その原因として，本例の場合サワガニを 15 匹も生食

を賜りましたことを深謝いたします．

しており，きわめて濃厚な感染，相当数の寄生が起こっ
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Abstract

Paragonimiasis Miyazakii with Variable X-ray Shadows
Toru Kojima, Keiichirou Takase and Naoto Kasakura
Department of Internal Medicine, Fukui Prefectural Hospital, Fukui

A 77-year-old woman was admitted to our hospital with hemoptysis and weight loss. She had eaten 15 raw
freshwater crabs about 5 months before the onset of her clinical symptoms. Chest X-ray films obtained on the first
admission showed left pleural effusion. After 1 week of chemotherapy with SBTPC, the pleural effusion disappeared. Two months later, the patient was re-admitted with recurrent hemoptysis. Chest X-ray films showed a
solitary nodular lesion in the right lung. Eosinophilia and increased serum IgE levels were detected. The solitary
nodular lesion moved from the middle to upper field of the right lung during the patient s 3-week stay in the hospital. Serologic tests yielded a conclusive diagnosis of Paragonimiasis miyazakii infection. Praziquantel administration relieved the patient s symptoms.

