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要 約

突然の斜頚を示したウサギが来院し，臨床的にエンセファリ トゾーン症 (Ez症)が疑われた.フェパンテル，コルチ

コステロイドおよび抗生剤による治療を 27日間継続し，その聞に臨床症状が消失した.その後も良好な全身状態が維

持され，治療終了から 59日後に安楽死させ，病理検査を実施した.病理組織検査では延髄の外側前庭核に軽度のグリ

オーシスと単核細胞による囲管性細胞浸潤が認められた.大脳皮質と腎臓には多巣状に非化膿性肉芽腫病変が認められ

た.以上の所見より本症例はEz症と診断され，延髄の病変が斜頚に関与していたことが示唆された.

キーワード:エンセフ ァリトゾーン症，フェパンテル，ウサギ.

エンセファリトゾーン症(Ez症)は，微胞子虫であ

るEncephalitozooncuniculi低 cunicuti)の播種性感

染によ って生じる全身性疾患である [1，2J.ウサギやげ

っ歯類の他，人を含む霊長類にもみられるズーノーシス

であり ，人ではエイズなど免疫不全患者での日和見感染

が問題にされている[1-3J.いっぽうウサギでは，囲内

でも E.cuniculiが広く蔓延しており，しばしば致死的

な神経障害が生じるため，臨床的に重要な感染症のひと

つにあげられる [4，5]. 

近年，ウサギのEz症に対して，ベンズイミダゾール

系薬剤であるフェンベンダゾールの有効性が海外で報告

されているが [6]，囲内ではそのプロドラ ッグであり，

犬用の駆虫薬でもあるフェパンテルを用いた治療法が検

討されている.しかしフ ェパンテルの治療情報は少な

く，治療後にEz症であることを確認し，かっ障害の後

遣を病理学的に考察した報告は少ない [4J.今回，斜頚

を主徴としたウサギのEz症をフェパンテルにより治療

し，症状改善後に病理学的に検索する機会を得たので，

その概要を報告する.

症 例

症例は宮崎市内の小学校で飼育されていた雑品種ウサ

ギ，未去勢雄，年齢5歳以上，体重1.7kgで，前日から

の斜頚と食欲廃絶を主訴に来院した.雌雄別に多頭飼育
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されており，他の個体に異常は観察されなかった.擢患

個体は重度の右斜頚を示し(図 1A)，四肢の姿勢反応が

低下していた.耳鏡検査では特に異常は認めず，頭部X

線検査では鼓室包や頭蓋骨に異常はみられなかった.血

液検査ではクレアチンキナーゼの高値 (>2，000IU/l) 

がみられ，酵素抗体法(モノリス側，東京)による血清

抗E.cuniculi IgG抗体価は160倍でE.cuniculiの感染

が疑われた.以上の結果から急性中枢性前庭障害と診断

し，原因としてEz症を疑い入院治療を開始した.

治療および経過:フェパンテル (20mg/kg)，プラジ

図1 症例の外観

A:初診時.B 治療23日目
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図2 症例の脳の病理組織所見

A:大脳皮質.明瞭な肉芽腫およ び阿部おける多数の

リンパ球，マク ロフ ァージ，類上皮細胞の集族.

(HE染色 Bar = 100μm) 

B:延髄の外側前庭核領域.軽度の囲管性細胞浸i閑お

よびグリオーシス.

(HE染色 Bar = 100μm) 

カンテル，およびパモ酸ピランテルの合剤(ドロンター

ルプラス，バイエルメデイカル側，東京) を1日1回経

口投与するとともに，高用量のプレドニゾロンの隔日投

与を 3回行い (治療 1，3， 5日目にそれぞれ9，7， 

5mg/kg， 1日1回皮下投与)，その後は日量 1.25mg/kg

から漸減して 21日目から 0.25mg/kgの用量で経口投

与を継続した.また細菌感染の可能性も考慮してエンロ

フロキサシン (3-5mg/kg，1日2回経口投与)も併用

した.治療2日目には食欲が回復し， 19日目には斜頚の

改善がみられ， 23日目には斜頚がほぼ消失した (図1B).

27臼目に3剤の投薬を中止し，その後も良好な全身状態

が維持された.本症例は学校の飼育動物であったため，

長期におよんだ治療費用や，キャリアとして感染源とな

る可能性を考慮した結果引き取り，発症より 86日目

(治療終了後59日目)に安楽死させ，病理検査を実施し

図3 症例の腎臓の病理組織所見

多数のリンパ球，マクロファージおよび類上皮細胞よ

りなる肉芽腫性間質性腎炎.(HE染色 Bar = 150μm) 

た.安楽死は倫理的観点から，静脈確保後にペントパル

ピタールナトリウムの静脈内投与 (30mg/kg)により

麻酔処置を行い，痛み刺激に対する反応と意識が完全に

消失していることを確認した上で 15%塩化カリウ ム溶

液を静脈内投与して実施した.

病理検査所見:制検では腎臓皮質の凹凸不整が認めら

れた.病理組織学的検査では，大脳皮質にリンパ球，マ

クロフ ァージ，および類上皮細胞の集族が多巣状に認め

られ(図2A)，実質血管周囲や髄膜に軽度から中等度の

リンパ球，あるいは形質細胞などの単核細胞浸潤が観察

された.いっぽう，中脳では一部にグリア結節が認めら

れ，延髄の外側前庭核領域には軽度の囲管性細胞浸潤と

ともにグリオーシスが認められた (図2B).腎臓では皮

質から髄質にかけて多巣状に肉芽腫性間質性腎炎が認め

られた(図3).また牌臓では赤牌髄のマクロファ ージの

細胞質内に，グラム染色陽性の菌体が認められた.これ

らの所見から，本症例は病理学的にEz症と診断された.

考 察

Ez症のウサギでは斜頚が高率に認められ，これは中

枢前庭障害によると考えられている [3，7J.中枢前庭は

延髄から中脳におよぶ脳幹と小脳に分布するが [7J，過

去の報告では中枢前庭の病変は明確に示されていない

[2，4，5，8-10].今回の病理検査では延髄前庭核に炎症

性変化が認められ，それが斜頚と関連していたことが示

唆された.炎症は比較的軽度であったが，これは斜頚が

消失 した臨床経過と関連していると思われた.慢性の

Ez症では前庭障害が不可逆的であることが示唆されて

おり [6，7J，発症翌日に来院した本症例では早期に治

療できたことが奏功したのかもしれない.いっぽう，大

脳皮質や腎臓には明瞭な非化膿性肉芽腫病変が認めら

れ，斜頚が改善した後でも，部位によ っては炎症が持続
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している可能性を考慮すべきと思われた.

Ez症の治療に関しては，in vitroにおける E.cuni-

culiの増殖が数種のベンズイミダゾール系薬剤により抑

制されることが1995年に報告されている [11].その後

のSuterら [6]の研究では，フェンベンダゾールの投

与により E.cuniculiのウサギへの実験感染が阻止され，

自然発症例への4週間投与により脳から菌が分離されな

くなることが示されている.また予備試験では 16頭中4

頭で神経症状の消失も認められている .Brownら[10]

もウサギへのフェンベンタゾール投与で斜頚が軽減した

と報告しており，同薬剤は臨床的にも有効であることが

示唆されている.

本症例ではフェンベンダゾールのプロドラッグである

フェパンテルの投与中に重度の斜頚が改善し，ウサギの

Ez症に対する本剤の有効性が示唆された.今回用いた

合剤に含まれる他の薬剤やエンロフロキサシンについて

は，E. cuniculi に対する有効性は知られていない.コ

ルチコステロイドも併用しているためフェパンテル単独

の効果とは断定できないが，過去の自然発症例では中枢

神経にE.印刷culiの偽シストが検出されており [4，5， 

8， 10]，本症例でそれがみられなかったのは，抗炎症薬

でなくフェパンテルによるものと思われる.しかし，今

回は l例のみの症例報告であり，より客観的に評価する

ために，今後は症例の蓄積あるいはフェパンテルの単剤

を用いた検討が必要と思われる.

ウサギのEz症では菌による直接的な細胞傷害よりも，

それに対する過剰な炎症反応が器質的傷害を招くと考え

られている [3，8]. このことから急性発症時には特に，

高用量のコルチコステロイド投与による積極的な炎症制

御が推奨されているが [8]，免疫抑制による感染悪化の

懸念から使用を否定する意見もある [7].本症例では治

療翌日から食欲が回復し，少なくとも治療初期にはプレ

ドニゾロン投与が奏功したと考えられた. しかし最終的

に牌臓に菌体がみられ，コルチコステロイドの持続投与

がフェパンテルの除菌効果を妨げた可能性もあり，その

用量や投薬期間については，フェパンテルを用いた適切

な治療法とともに今後さらに検討する必要があると思わ

れる.

今回の検索からウサギのEz症でみられる斜頚は中枢

前庭の障害に関連し，それに対してはフェパンテルやス

テロイドを用いた治療が有効で・，改善例では前庭の炎症

も軽減していることが示唆された.ただしその場合も大

脳や腎臓には明瞭な炎症が持続するケースもあることに

は注意する必要があると思われた.
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A Case of Encephalitozoonosis in a Rabbit Pathologically Examined 

after Medical Treatment 

Atsuko KOJIMOTOペTeruoITOH， Kazuyuki UCHIDA and Hiroki SHII 

* Division 01 Animal Medical Research， Hassen・kai，2-27 Onozaki， Saito・shi，881-0012， Japan 

SUMMARY 

Encephalitozoonosis was clinically suspected in a rabbit with an acute head tilt. Treatment with febantel， 

corticosteroids， and antibiotics had been continued for 27 days， at the end of which the clinical signs disap-
peared. The rabbit had remained in a good physical condition for another 59 days and was then euthanatized 

for the purposes of a pathological examination. Histopathologically， mild gliosis and perivascular cuffs of 
mononuclear cells were found in the lateral vestibular nuclei of the medulla oblongata. Multifocal lesions of 
non-suppurative granulomatous inflammation were observed in the cerebral cortex and kidney. Based on these 
findings， a diagnosis of encephalitozoonosis was confirmed， and it was suggested that the head tilt seen in the 
rabbit might be related to the lesion in the medulla oblongata. 
一一一Keywords : encephalitozoonosis， febantel， rabbit 
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