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— Zoonosis 各論 —
Ⅱ. 不明熱を呈するZoonosis

各論 5.トキソカラ症

感冒薬で軽快しないため内科に入院の上、感染症・
膠原病・悪性疾患などを疑われ精査された。しか
し CRP が 8.21 mg/dL と上昇していた以外は CT な
ど各種検査でも異常はなく、原因不明であった。解
熱剤投与のみで 12 月上旬には CRP、体温とも正常
化した。この頃より左眼視力低下が進行し、左眼視
力は（矯正 0.1）となり、眼所見の増悪がみられた
ため、12 月 7 日、大分大学医学部眼科を紹介され、
受診した。
初診時所見　視力は右眼 1.2（矯正不能）、左眼 0.09

（矯正不能）。両眼とも眼圧は正常で、前眼部および
中間透光体に異常所見はみられなかった。右眼眼底
には孤立性の白斑が計 4 カ所あり（図 1）、左眼眼
底は黄斑部に出血と浮腫を伴う白色隆起性病変がみ
られた（図 2）。フルオレセイン蛍光眼底造影検査で
は、右眼で白斑に一致する過蛍光がみられ、左眼で
は初期より白色隆起周囲の浮腫性変化の強い部位は
過蛍光を呈し、中央部の白色隆起性病変自体は、初
期には低蛍光で、後期に過蛍光を示した（図 3）。イ
ンドシアニングリーン蛍光眼底造影検査では、脈
絡膜新生血管は検出されず、左眼の光干渉断層計

（OCT）では漿液性網膜剝離および神経網膜肥厚を
伴う著明な黄斑浮腫がみられた。視野検査では、右
眼は正常、左眼は中心暗点が検出された。全身検査
所見では、CRP、非特異的 IgE の軽度上昇以外に
特記すべきものはなく、トキソプラズマ抗体陰性、
Bartonella henselae IgG 256 倍（ペア血清で変動な
し）、他各種ウイルス抗体陰性、ツベルクリン反応陰

はじめに

　トキソカラ症は犬回虫等の幼虫による Zoonosis で
ある。内臓移行型と眼移行型の 2 型に大別されるが、
内臓移行型では発熱・全身倦怠感・咳・肝脾腫・異
味症などの臨床所見があり、検査所見としては、白
血球・好酸球の増加、血清 IgE の上昇、胸部 X 線写
真で肺に一過性の浸潤影などがみられる１〜３）。眼移
行型では主病巣の局在によって、眼内炎型・後極部
腫瘤型・周辺部腫瘤型の 3 型に分類され、通常は片
眼のぶどう膜炎として発症する。本症は病理学的に
幼虫を検出することにより確定診断されるが、これ
は極めて困難であり、実際は症状・所見および免疫
学的検査で診断されている。本稿では、不明熱を繰
り返した眼トキソカラ症の 1 例を提示する。

症例

症例　29 歳男性
主訴　左眼の視力低下
生活歴　2002 年から猫を飼育。2005 年夏に牛のレ
バ刺しを食す。
現病歴　2005 年 10 月下旬および 11 月上旬にそれぞ
れ 39℃台の発熱・関節痛・全身倦怠感が出現したが、
いずれも総合感冒薬で軽快した。11 月 22 日、左眼
の中心暗点を自覚し、前医眼科を受診した。左眼視
力 0.7（矯正 1.5）であり、左眼黄斑部病変を指摘さ
れた。11 月 23 日、再び 39 ℃台の発熱があり、総合
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は血清より硝子体の方が抗体価が高い４、８、９）。犬回
虫はヒトに感染すると幼虫のまま諸臓器に移行して
発病するため、幼虫に対する全身性の免疫応答が起
こっているはずであり、本症例のように血清試料が
陽性であれば、眼内液の採取まで行わずとも眼所見
とあわせて診断できると考える。しかし、通常、眼
内への感染がなければ眼内液の抗体価は上昇しない
こと９）、血清抗トキソカラ特異抗体の陽性率は本邦
では 0.7〜6.1％と、多くの不顕性感染者がいる２、10）こ
とを考慮すると、厳密には眼内液を用いた免疫学的
検査結果で診断されるべきかもしれない。
　トキソカラ症の内臓移行型と眼移行型の合併は非
常にまれとされ２、３、11）、また、眼移行型に全身症状
を伴うことはない３〜５、７）といわれている。両型には
表 1に示すような相違があるが、幼虫のそのような
すみ分けが生じる理由に関しては不明である３）。本
症例では、不明熱を繰り返し、CRP・IgE の上昇も
みられたこと、血清を検体とした ToxocaraCHEK
および ELISA が陽性であったこと、また両眼性で

性であった。
治療および経過　2005 年 12 月 9 日時点で確定診断
はついていなかったが、若い男性であり早期の社会
復帰を望まれていたこと、視力低下が強いことから、
左眼にトリアムシノロン 20 mg テノン嚢下注射（局
所注射）を行った。その後、血清を検体とした犬回
虫幼虫排泄物抗原に対する ToxocaraCHEK（血清 25
倍希釈）および ELISA が陽性と判明し、眼トキソ
カラ症と診断した。治療後、黄斑部の白色隆起性病
変は徐々に縮小し、治療 1 カ月半後には左眼視力は

（矯正 1.2）まで改善、6 カ月後には白斑は消失し（図
4）、OCT、視野も正常化した。

考察

　本症例は特徴的な眼底所見、血清を検体とした
ToxocaraCHEK および ELISA が陽性であったこと、
また他の原因によるぶどう膜炎が除外されたことよ
り、眼トキソカラ症と診断した１）。眼トキソカラ症で

図1　初診時の右眼眼底写真 図2　初診時の左眼眼底写真

図3　初診時の左眼蛍光眼底造影写真 図4　左眼治療6カ月後
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あったことから、眼移行型としては感染幼虫数が多
かった可能性がある。
　治療は左眼へのトリアムシノロンテノン嚢下注射を
選択し、著効した。文献的にも無投薬もしくはステロ
イド薬の局所投与を行った群とステロイド薬や駆虫薬
の全身投与を行った群との間に視力予後に差はみら
れなかったと報告されている 12）。右眼は無治療で軽
快したが、これは病変が軽度であったためと考える。
　本症例は内科的に内臓移行型の確定診断は得られ
なかったが、先行した不明熱との関連が疑われたま
れな眼トキソカラ症であった。近年のペットブーム
や生肉嗜好などにより眼トキソカラ症は増加傾向に
ある 13）。また、全ぶどう膜炎患者の 23％が抗トキソ
カラ抗体陽性を示し、そのうち 24％が眼トキソカラ
症であったとの報告もある 11）。これらを踏まえ、全
身症状を伴う非典型的な眼トキソカラ症の存在にも
留意すべきと考えた。

終わりに

● トキソカラ症の病因となる犬回虫幼虫は抗原性が
成虫とは大きく異なるため、一般的な外注検査で可
能な犬回虫に対する抗体価の測定は、本疾患の診断
上は意味がない１）。犬回虫幼虫排泄物抗原に対する
ToxocaraCHEK および ELISA などの免疫学的検査
は、本邦では専門の施設においてのみ行われており、
自験例では東京医科歯科大学大学院国際環境寄生虫
病学分野の赤尾信明先生に依頼した。
● 感染は動物との接触、砂遊びで犬回虫・猫回虫の
幼虫包蔵卵や幼虫を経口摂取して起こるほか、犬回
虫等の幼虫包蔵卵を摂取した牛や鶏の内臓（レバー）

の生食によっても起こる。平成 24 年 7 月から、食品
衛生法に基づき、生食用牛レバーの販売・提供が禁
止されたことで、感染ルートの一つが絶たれたこと
は特記すべきである。しかし、年々増え続けるペッ
ト飼育頭数、家族同然の濃厚な接触状況を踏まえれ
ば全く油断はできない。不明熱の鑑別疾患に必ずト
キソカラ症も入れ、犬や猫との接触歴を確認するこ
とが大切である。
● 不明熱を呈する Zoonosis の中には、トキソカラ
症、猫ひっかき病、トキソプラズマ症等、眼底病変
を呈するものも多い。自験例の右眼のように、所見
があっても自覚症状に乏しく無治療で軽快するケー
スでは、眼科受診さえ行われず、見過ごされてきて
いる可能性もある。不明熱で診断に苦慮する場合に
は、自覚症状の有無にかかわらず、眼科的精査を行
うことが望ましいと考える。逆に眼科の立場におい
ても、ぶどう膜炎の原因の半分は不明とされている
ため、ぶどう膜炎を診たら Zoonosis を疑うことが正
しい診断への第一歩となる。
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表1　眼移行型・内臓移行型と本症例の比較

（文献 3 ）より一部引用）

	 	 眼移行型	 内臓移行型	 本症例

	 年齢	 3 ～ 40 歳	 2 ～3 歳	 29 歳	 	 （9 ～ 56 歳）
	肝脾腫	 －	 ＋	 －
	 幼虫	 1～数個	 200 個以上	 未検査

	好酸球	 正常～軽度上昇	 上昇	 軽度上昇
	 	 （10％以内）	 （30％以上）	 （7.0％）

	血清抗体	 低値陽性	 高値陽性	 高値陽性	 	 （ときに陰性）
	眼症状	 ＋	 まれ	 ＋（両眼）


