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緒   言 

 回虫症は野菜等に付着している成熟卵を経口摂取するこ

とによって成立する．人糞肥料から化学肥料への転換など

衛生環境の改善により，検便によるヒト回虫卵保有率は

1980年代には0.02 %にまで低下し1)，現在では，わずか

0.002 %であると報告2)されている．また，1988年以来，当

研究室で都内に流通する国産および輸入農産物の虫卵検査

を，1,000件以上行ってきたが陽性例はない． 

 ところが，近年，有機肥料を用いた有機野菜への回帰，

海外旅行者の増加から，再び国内で回虫症が増加傾向にあ

ることが学会等で報告2-4)されている．また，イヌ，ネコお

よびブタ回虫がヒトに感染する「幼虫移行症」が注目され，

1996年には，九州において豚肥で栽培された野菜類の生食

が原因と考えられるブタ回虫症の患者24例が報告5)されて

いる．当研究室においても，1980年代にはほとんどなかっ

た回虫の同定依頼が，1990年以降現在までに計26例に達し

ている．したがって，今後も，回虫の同定や食品等からの

回虫卵検査が増加することが予測される． 

 しかしながら，野菜等からの回虫卵検査法として，厚生

省の食品衛生検査指針（1990）「食品内線虫卵の検査法」6)

（以下，「指針検査法」とする）があるが，農産物加工食品

の検査法は示されていない．そのため，「指針検査法」でタ

ンパク質，脂質成分等が多量に含まれる食品を検査すると，

検出率が低下するばかりか，虫卵の顕微鏡検査も困難な場

合が多いことを経験している． 

 そこで今回，近年，脂質成分等を多量に含む食品である

輸入キムチが回虫症の原因食品となった報告4)もあるので，

白菜キムチ（以下，キムチとする）を対象に簡便で効率的

な虫卵回収法を検討した．また，キムチの漬け汁中に添加

した回虫卵の発育状態を観察し，長期生存の可否により感

染源としての可能性を検討したので報告する． 

 

材料および方法 

１．回虫卵浮遊液の調整  

 現在，十分なタンパク膜を持つヒト回虫の生きた虫卵を

入手することは困難な状況にある．そこでヒトに対して，

「幼虫移行症」を起こすことが知られている，イヌ回虫卵

（以下，回虫卵とする）を用いた． 

 回虫卵はイヌ糞便より採取精製し，生理食塩水で回虫卵

が約100個/200 µLとなるように回虫卵浮遊液を調整した． 

２．回虫卵添加キムチ洗浄沈澱試料 

 市販輸入キムチを水道水で洗浄し，洗浄液から得られた

沈澱物20 mLに，回虫卵浮遊液200 µLを添加したものを回

虫卵添加キムチ洗浄沈澱試料（以下，沈澱試料とする）と

した． 

３．回虫卵添加キムチ 

 市販輸入キムチ100 gに，回虫卵浮遊液200 µLを添加し，

4℃一晩放置したものを実験に用いた． 

４．試料洗浄液 

キムチの洗浄液として，次の各種界面活性剤を加えたも

のを調整した． 

1)中性洗剤：直鎖アルキルベンゼン系，アルキルエーテル

硫酸エステルナトリウム（陰イオン界面活性剤）である市

販の中性洗剤を水1 Lに対して1.5 mLの割合に希釈して使用

した． 

2)Laureth-12溶液：1 gのLaureth-12を蒸留水で加温融解し，

1 mol/L-Tris buffer solution pH7.4を10 mL，0.5 mol/L- 

EDTA・2Na solution pH8.0を2 mL,および消泡剤として

Antiform Aを150 µL加え，全量を蒸留水で1Lに調整した．

すなわち，本液は水中のクリプトスポリジウム濃縮用のエ

ンバイロチェック用誘出液として，U.S. Environmental 

Protection Agency7)により推奨されているものである． 

3)Tween80溶液：蒸留水1 LにTween80を1 mL，NaClを10 g

溶解し，pH9.0に調整した．すなわち，本液は非イオン性界
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面活性剤であるTween80を用いた水中のクリプトスポリジ

ウム濃縮用のセルロース吸着・凝集法用誘出液として鈴木

ら8)が考案したものである． 

4)Tween80・クエン酸緩衝液：クエン酸・リン酸2ナトリウ

ム緩衝液（pH4.0）にTween80が0.5 %になるように添加した．

すなわち，本液は糞便内虫卵回収・分離法の大島法9)で集

卵液として使用されているものである． 

5)消泡剤添加Tween80・クエン酸緩衝液：Tween80・クエン

酸緩衝液1 Lに消泡剤としてAntiform A 150 µLを加えた． 
５．沈澱試料からの虫卵回収 

1)脱脂操作：沈澱試料20 mLに蒸留水または各種洗浄液を加

え約30 mLに調整した試料に対し，有機溶媒を約15 mL加え

転倒混和後，2,500 rpmで5分間遠心沈澱（以下，遠沈とす

る）し上清を除去し，蒸留水を全量45 mlとなるように加え，

2,500 rpmで5分間遠沈し沈渣を回収した． 

2)浮遊操作：「指針検査法」の浮遊操作に準じて行った．す

なわち，1)で回収した沈渣に浮遊液（硫酸マグネシウム・

食塩水，比重1.24）を全量45 mlとなるように加え十分攪拌

し，2,500 rpmで5分間遠沈後，遠沈管を垂直に立て，浮遊

液を静かに加え、液面が管口から盛り上がる程度まで満載

した．10分間静置後，標本の乾燥を防ぐためグリースを4

囲縁に塗布したカバーガラス（24 mm×32 mm）を液面に付

着させ，スライドグラス上に載せて鏡検試料とし、顕微鏡

下で回虫卵数を計数して回収率を求めた． 

６．回虫卵添加キムチからの虫卵回収 

 「指針検査法」の野菜の洗浄操作に準じて行った．すな

わち，キムチ100 gに対して洗浄液約200 mLを加え，5～10

分間放置後，葉を一枚ずつ振り洗いし、さらに洗浄瓶を用

いて洗浄液をかけて洗浄した．洗い出した洗浄液すべてを

容量500 mLのV字沈澱管にガーゼを用いてろ過し，一晩静置

後上清を除去した．沈澱部分を50 mL遠沈管に移し，2,500 

rpmで5分間遠沈し沈渣を回収した．この後，前述の脱脂操

作および浮遊操作を行い，回虫卵数を計数して回収率を求

めた． 

７．キムチ漬け汁における回虫卵の発育生存性の検討 

 感染力を持たない回虫未成熟卵および感染力を持つ回虫

幼虫包蔵卵をそれぞれ約100個ずつキムチ漬け汁500 µLに
添加し，それぞれ4℃および20℃で保存した．定期的に，回

虫卵添加キムチ漬け汁をガーゼろ過し，2,500 rpmで5分間

遠沈，上清除去後，浮遊操作により沈渣から回虫卵を回収

し，回虫卵の発育状態および生存率を調べた．対照として

生理食塩水中に添加した回虫卵の発育状態および生存率を

調べた．鏡検後スライドグラスは湿潤箱に数週間保存し，

虫卵の発育状態を観察し生死を確認した． 

 

結果および考察 

１．有機溶媒を用いた脱脂操作の検討 

 蒸留水で調整した沈澱試料を用いて，エーテルと酢酸エ

チルにより脱脂操作を行い，回虫卵の回収成績への影響を

検討した．表1に４回行った成績の平均回収率を示した． 

 脱脂操作を行わない場合の平均回収率は15.1 %と低く，

沈渣量および浮遊物ともに多く鏡検が困難であった．一方，

脱脂操作を行った場合，エーテル，酢酸エチルともに沈渣

量が減少し回収率も向上した．エーテルによる脱脂では平

均回収率が47.0 %と最も高く，鏡検も容易であった．酢酸

エチルによる脱脂では，平均回収率は34.7 %と向上したが，

油滴が多く鏡検が困難であった．この原因として，酢酸エ

チルでは有機層と水層の境界面でエマルジョンを形成し，

エーテルと比較して脱脂作用が不完全であったためと考え

られた．以上のことから，キムチからの回虫卵の検出には，

エーテルによる脱脂操作が最適であることが明らかとなっ

たので，以下の実験ではエーテルによる脱脂操作を行った． 

 

表１．脱脂操作による沈澱試料*1からの回収率の比較 

有機溶媒

エーテル

酢酸エチル

なし

平均回収率*2

47.0 %

34.7

15.1

*1：回虫卵添加キムチ洗浄沈澱試料
*2： n=4  

 

２．洗浄液の比較検討 

 沈澱試料を用いて，次に各種洗浄液の回収率を、蒸留水

を洗浄液として用いた成績を対照として比較検討した．成

績は４回の実験による平均回収率とその変動係数を表2に

示した. 

 各種界面活性剤を使用することで，全般的に沈渣量は減

少し鏡検が容易となった．平均回収率が最も高い結果を示

したものは，消泡剤添加Tween80・クエン酸緩衝液で82.8 %，

次いで，Laureth-12溶液で74.5 %，Tween80・クエン酸緩衝

液71.8 %の順であった． 

 中性洗剤では，エーテルによる脱脂操作時に水層に浮遊

するものがあり，完全に沈下しないため50.4 %と回収率の

向上は認められなかった． 

 Tween80を用いた洗浄液３種それぞれの平均回収率をみ

ると，Tween80溶液は32.6 %と最も低く，pHの影響が強く表

れたものと考えられた．一方，Tween80・クエン酸緩衝液は

Tween80溶液と同様に沈渣量が少いうえに，平均回収率は

71.8 %でLaureth-12溶液の次に高く効率的ではあったが，

変動係数が13.5 %とばらつきは大きかった．その理由とし

ては，界面活性剤の起泡作用による回虫卵の沈澱試料から

の分離の促進と気泡への捕捉が考えられた．そこで，変動

係数2.1 %とばらつきの小さかったLaureth-12溶液と同様

に消泡剤のAntiform Aを添加したところ，変動係数3.5 %

とばらつきが小さくなり，平均回収率も82.8 %と向上した． 

３．回虫卵添加キムチからの虫卵回収法の比較 

 沈澱試料を用いた洗浄液の比較実験結果から，回収率の

向上が認められたLaureth-12溶液，Tween80・クエン酸緩衝

液および消泡剤添加Tween80・クエン酸緩衝液の3種の洗浄
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液を使用し，水道水を洗浄液として用いた成績を対照とし

て，回虫卵添加キムチからの虫卵回収率を比較した． 
 

表２．洗浄液による沈澱試料*1からの回収率の比較 

　　　　　洗浄液

　　　　　　水

　　　　中性洗剤

　　　Laureth-12溶液

　　　Tween80溶液

Tween80・クエン酸緩衝液

　消泡剤添加Tween80
　・クエン酸緩衝液

変動係数

15.5 %

11.3

2.1

18.1

13.5

3.5

平均回収率*2

　　47.0 %

　　50.4

　　74.5

　　32.6

　　71.8

　　82.8

*1：回虫卵添加キムチ洗浄沈澱試料
*2：n=4

 

 表3に示したように，４回の実験による平均回収率は

Laureth-12溶液52.9 %，Tween80・クエン酸緩衝液48.5 %，

消泡剤添加Tween80・クエン酸緩衝液53.5 %と，対照の水道

水41.9 %と比較していずれも高い回収率が得られた． 

 沈澱試料での回収結果と比較して，全般的に平均回収率

が低下したのは，液状試料と異なり固形成分を有するキム

チの洗浄操作段階でロスが生じたものと考えられた． 

 Tween80・クエン酸緩衝液では変動係数が20.2 %とばらつ

きは大きく，特にキムチ洗浄時の起泡作用により，回収率

が一定しなかったものと考えられた．一方，Laureth-12溶

液と消泡剤添加Tween80・クエン酸緩衝液では沈澱試料での

結果と同様に変動係数が小さかった． 

 以上の結果から，キムチのようにタンパク質，脂質成分

等が多量に含まれている食品からの回虫卵検出には，図1

にその操作手順を示すように，エーテルによる脱脂操作と

Laureth-12溶液または消泡剤添加Tween80・クエン酸緩衝液

の使用を組合せた方法は高い回収率であり，ばらつきも小

さく効率的であると結論した． 
 

表３．キムチからの回虫卵の回収率 

　　　　　洗浄液

　　　　　　水

　　Laureth-12溶液

Tween80・クエン酸緩衝液

消泡剤添加Tween80
・クエン酸緩衝液 　　　　　

変動係数

22.0 %

6.4

20.2

8.0

平均回収率*1

　　41.9 %

　　52.9

　　48.5

　　53.5

*1：n=4

 

 

1. キムチの洗浄　

2. 沈澱部分回収

3. 脱脂操作

4. 浮遊法

5. 鏡検

*1:Laureth-12溶液　または
　　　消泡剤添加Tween80・クエン酸緩衝液

　*2:硫酸マグネシウム・食塩水（比重1.24）

(1) キムチ 100 g を洗浄液*1
　　　約 200 mL中に5～10分間放置

(2) 洗浄瓶を用いて
　　葉を１枚ずつ振り洗い洗浄

(1) 洗浄液をV字沈澱管にろ過

(2) 室温，一晩静置後，上清除去

(1) 沈澱部分を遠沈管に移し，
　　 2,500 rpm×5分間遠心沈澱後，上清除去

(2) エーテルを加え，転倒混和し，
　　 2,500 rpm×5分間遠心沈澱後，上清除去

(3) 沈渣に蒸留水を加え，
　　 2,500 rpm×5分間遠心沈澱後，上清除去

(1)浮遊液*2を加え，攪拌し，
　　2,500 rpm×5分間遠心沈澱

(2)浮遊液を満載し，静置後，標本作製

 
図１．キムチからの虫卵検査法 

 

４．キムチ漬け汁中に添加した回虫卵の発育 

 表4にキムチ漬け汁中に添加した回虫未成熟卵の経日変

化を観察し，幼虫包蔵卵に発育したものを百分率で示した．

4℃保存では，生理食塩水，キムチ漬け汁ともに，単細胞期

のままで幼虫包蔵卵までの発育は認められなかった．20℃

保存では，生理食塩水中で幼虫包蔵卵に発育したものは５

週間以降において60 %以上を示した．今回使用したイヌ回

虫卵は4℃で１年以上保存していたもので，生理食塩水中で

の発育速度が通常より遅くなっていた．キムチ漬け汁中に

添加した未成熟卵が発育し幼虫包蔵卵となったものは５週

間後3.8 %，10週間後19.0 %と生理食塩水中に比べ更に発育

が遅かった．しかし，表には示していないが，鏡検後スラ

イド封入サンプルを数週間，湿潤箱で保存した結果，幼虫

包蔵卵に発育したものは60 %台となり，虫卵の生存，発育

が確認できた．また，幼虫包蔵卵をキムチ漬け汁中に添加

した場合，６週間保存後，4℃で2.9 %，20℃で11.5 %が変

性像を示し死滅しており，感染力を維持している虫卵は

20℃より4℃保存の方が高率であった． 

 キムチは塩分濃度約2～5 %，低温で2～3週間熟成させ，

常温では発酵が進み過ぎ酸敗するため，低温で保存するこ

とが一般的である．したがって，虫卵汚染が単細胞期卵に

よるものであれば，低温で熟成，保存されたキムチから感

染する危険性は低いと思われる．しかし，虫卵の発育があ

る程度まで進んでいる場合には，幼虫包蔵卵まで発育する

可能性は高く，幼虫包蔵卵も大部分が感染力を維持してい

るため，感染の危険性は高いと推察される．また，ヒト回

虫卵においてもその生存性については同様の傾向が報告10)
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されていることから，キムチがヒト回虫卵で汚染されてい

た場合，感染源としての危険性は高いと考えられる． 

 2000年に日本農林規格が改正され，「有機農産物」の栽培

に人糞・屎尿の使用は認められていないものの，「家畜及び

家禽排泄物に由来する肥料」が肥料および土壌改良資材と

して認められた．寄生虫卵や原虫を死滅させない堆肥の作

り方では，寄生虫卵や原虫が生存し，有機農産物を汚染し

て土壌媒介寄生虫症が復活することが懸念される．したが

って，今後とも，国産および輸入の有機農産物および農産

物加工食品についてその汚染調査を継続していく必要があ

る． 

 

表４．キムチ漬け汁におけるイヌ回虫未成熟卵の発育状態 

1週間

5週間

10週間

10週間

キムチ漬け汁

0.0

3.8

19.0

0.0

生理食塩水

0.0

62.9

72.7

0.0

幼虫包蔵卵(%)

20℃

4 ℃

温度 放置週

 

 
ま と め 

１．キムチのようにタンパク質，脂質成分等が多量に含ま

れている食品から回虫卵を検出するには，エーテルによる

脱脂操作とLaureth-12溶液または消泡剤添加Tween80・クエ

ン酸緩衝液の使用を組合せた方法が，最も効率的であるこ

とを明らかにした． 

２．キムチ漬け汁中のイヌ回虫卵は，未成熟卵では発育速

度は遅いが生存，発育し，幼虫包蔵卵では相当期間感染力

を維持していた．また，ヒト回虫卵においても同様のこと 

が推察されるため，農産物加工食品であるキムチが「回虫

症」や「幼虫移行症」の感染源となりうることが示唆され

た． 
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