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Ⅰ 緒 言

日本住血吸虫症蔓延地方の農村に於て春

夏の候水田作業者に頻発する特種な〓痒 性発

疹性皮膚炎は俗に 「カブレ」と称せ られ,地

方住民を悩 ます こと甚 しく,古 よ り医俗共に

注目された ところである.殊 に広 島県の 日本

住血吸虫症蔓延地方に発生する皮膚炎は極め

て激烈で,古 来所謂 「片山病」の重要なる一

症候 と看做されて来た.こ の皮膚炎 の原 因に

ついては,既 に弘化4年(1847)医 師藤井好

直著述の 「片山記」 以来,実 に百数年の間,

百名を越え る内外諸学者の研究があるが,各

々所説を異にし,未 だにその解決を見ない.

日本住血吸虫発見前の諸家51),65),31),64),は皮膚炎の

原 因を主に土地 よ り発す る不明の病毒 と推測

したが,日 本住 血吸虫の発見或はその侵入門

戸確定以后に於 ては,該 皮膚炎の原 因論に関

す る所説は一にそれが 日本住血吸虫な りや否

や と云 う問題に集 中された.若 し皮膚炎の病

因が 日本住血吸虫であ るとすれば,40),54)

それは 日本住血吸虫症感染 の最初の警告を与

えるものであつて,同 病 の早期診断・治療,有

病地範囲の決定及び予防撲滅の問題に亘 り,

皮膚炎の意義は極めて重大であ る.こ れに反

し皮膚炎の原因は 日本住血吸虫でないと唱 え

る 諸 家91),92),46),47),48),49),105)の 主張に も注 目すべ き

論拠があつたが,未 だ真の病原体を実証す る

に到 らなかつた.近 年田部教授79)は島根県宍

道湖畔の水田皮膚炎(湖 岸病)の 病原体 と認

め られ る鳥類住血吸虫の一新種,椋 鳥住 血吸

虫 セル カ リアCercaria sturniae Tanabe, 1948,

を発 見されたので,私 は昭和23年 以来田部教

授の指導の許に広 島県の 日本住血吸虫症蔓延

地方に発生す る皮膚炎(所 謂片山病のカブ レ)

の本態究明を企図 して,先 づその疫学的 及び

臨床的調査を行い,本 病の原 因 に は 日本 住

血 吸虫以外に病原体の存在 を想定せざるを得

ない結論に達 して探索 の結果,同 地方の水田

に棲息す る中間宿主 ヒラマキモ ドキに椋 鳥住

血吸虫セル カ リアを検 出し,同 吸虫セル カ リ

アが片山病皮膚 炎 と同様 な病症 の皮膚炎起生
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性 を 有す る こ とを私 自身及 び篤 志者 えの 人体

感染 実験 に よつ て臨 床的 及 び病 理組 織 学的 に

確証 した.次 い で現地 に於 け る片山 病皮 膚炎

患 者 の皮疹 の病理 組織学 的研 究 を行 い,多 数

例 に於 て其 の病 変組織 内に椋 鳥住 血 吸 虫 セル

カ リアの 存在 を証 明,又1例 に於 て 日本 住血

吸 虫 セル カ リア を見 出 した ので,更 に 両種 セ

ル カ リア の 人体 に対 す る皮膚 炎 起生 性 を私 自

身友 び 日本住 血 吸 虫症 有病 地並 に無 病 地住 人

につ い て,危 険 の ない方 法 に よつ て実 験的 に

比 較 検討 し,茲 に所 謂片 山 病皮 膚炎 の本態 を

解 明す るに到 つ た.

本 編 に於 ては先 づ片 山 病皮膚 炎 の原 因に

関す る文 献的 考察 を述べ,疫 学 的 及 び臨 床的

調 査成 績 につ い て報 告す る.

Ⅱ 日本住 血 吸 虫症 蔓延 地 方に 於 け る皮

膚 炎 の発 生 とその原 因 論に関す る文 献的

考 察

日本住血吸虫症及びその蔓延地方に発生する皮

膚炎に関する最古の記載は弘化4年(西 歴1847年)

広島県の医師藤井好直の著述,片 山記に見 られ,片

山病 の多種多様な内臟症候 は皮膚炎に継発すること

を述べてい る.又 片山地方の住民達 も一般にカブレ

を片山病の初期症候 と看做 し,彼 の内臟病(俗 名肝

脾肥大症或は水腫張満,即 ち今の 日本住血吸虫症)の

発病 はその内攻であ ると考 え,カ ブレに対する恐怖

は甚大 なものであつた.之 に反 し,明 治以後初期の

諸研究者 は両者間の因果的関係に疑問を抱 くもの多

く,中 浜(1884),岡(1886),河 西(1904),小 川

(1904),吉 田(1906)等 は皮膚炎の原因を土地 より発

生 する病毒に求め,梅 田(1909 a, b, c, d, e)は 一滴虫

類をその病原体 としてあげ,岡 は岡山県小田郡大江

村 に於ては片山病 と同一のカブレはあるが同一の地

方病 は存在 しない と述べた. 1909年 藤浪 ・中村が片

山地方に於て,桂 田 ・長谷川が岡山県西代病蔓延地

方に於て共に日本住血吸虫の経皮感染 を証明して以

来皮膚炎 と本病 との関係が特 に重要視 され るに至 り,

松浦(1909 a, b)は 有毒溝に於ける感 染実験に依 り

皮膚炎罹患と日本住血吸虫感染 との間に疫学的及び

臨床的関連性 を認め,「地方性 カブ レは日本住血吸虫

症の初期症候 と認む可 し,即 ち地方性 カブレは日本

住血吸虫の幼若のものが皮膚 を穿通 して侵入せんと

する際に起る反応性 皮膚炎であ らう.然 れども此の

初期症候 は毎回必発す るものにはあ らざるべ し」 と

述べた.小 林(1909)は 又それに左袒 し,「カブレた

るものは主観的客観的症候の有無 にか ゝはらす日本

住血吸虫病患者な り」 と断言するに至つた.日 本住

血吸虫の中間宿主の発見以后 に於ては楢林(1915, 

1916)は 宮入貝 を潰 して得 た本 吸 虫 セル カリアの

動物感染実験に於て皮膚炎の発生 を認め,又 宮入貝

の特 に多数棲息する溝水中に実験的に浸漬 して発生

した動物皮膚内及び 自己の皮疹内に本吸虫セルカリ

アを認 め,「カブレは日本住血吸虫の皮膚侵入に因 り

て発生 するものな り,而 も是れ各人必発の ものに非

ず.即 ち個人性に依 りて其の発生に著明なる差異を

示すものなる可 きを信ず」 と報告 した.礒 川・松田・

大林等(1942)は 片山病の臨床的調査で 「日本住血

吸虫病罹患者21例 中 カブレあ りし者12例 にして急

性群の ものに カブ レを生 じた るは14例 中僅 か2例

なるも自覚症 なき慢性群に反復 カブレの既往あ るこ

と」 を認めてい る.石 井(1949)は 日本住血吸虫病

患者31例 中16例 にカブ レを認めてい るが,カ ブ レ

の原因考察については カブレの発生 と本症の罹患 と

の間には何 ら因果的関係 はない と述べ,岡 本(1951)

は 「日本住血吸虫卵を証明した27名 の羅患者中カブ

レたもの2名,カ ブレざるもの14名,不 明11名 で,

カブレの多 くは何か他に原因することが大であるも

の やゝ うである」 と述べてい る.

他方 に於て古 くか ら肝脾肥大症の経口感染が信

じられていた山梨県地方に於ては,住 民はカブ レは

蔓草(ヨ バイヅル)の 剌或は紫雲英の爲に発生する

もの と考 えていた. 46)土屋(1910, 1913, 1916),

遠 山(1905)は 臨床的調査 により皮膚炎 と本症感染

とは関係が ない と唱え,宮 川(1911, 1912, 1913, 

1916, 1948)は 更 に広範 な臨床的及び実験動物の組

織学的検査 により 「該皮膚炎 を以て住血吸虫の感染

の初期症候 となす事は絶対的に不可能 なり,換 言す

れば該皮膚炎即ち 「カブレ」 と目本住血吸虫病 とは

何等関係 なきものなる事を断言せんと欲するものな

り.「カブ レ」の原因は何等かの生物の剌戟によりて

生 ずるものにあ らずや,然 も此の剌戟たるや単に機

械的にあ らず一種化学的物質(毒 素?)の 如 きもの

与ゝ りて力あ るものにあらずや.果 して此の小生物

の何物な りや否やに関 しては茲に明言する能はざれ

ども,住 血吸虫の幼若虫にはあらざることを断言 し

置 くもの なり」 と極 言 した.横 川は112)嘗て米 国 に

滯在中所謂Sedge Pool itchを 観察 し,そ れが本

邦に於ける日本住血吸虫症蔓延地方に発生するカブ

レと類似 してい ることを注 目した.又Cort (1928)
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は1924年 に日本の片山地方に来 てカブ レを観察し,

それが米国のSedge Pool itchと 酷似 してい るので,

カブレの原因は日本住血吸虫によるもので ない と云

う宮川説を支持 してい る.石 井等(1949)は 山梨県

に於ける日本住血吸虫病 とカブレとの罹患情況を6

ケ町村に亘 り病歴により調査 し,日 本住血吸虫罹患

の既往あるもの770名 の中カブレ罹患の既往あるも

の232名(30.1%)で,な い ものは538名(69.9

%)で ある.又 カブレ罹患の既往あ るもの425名 の

中日本住血 吸 虫 罹患の既 往あるもの232名(54.6

%)で,な い ものは193名(45.4%)で ある.そ し

て カブレの発生は30才 以上の者に比較的多い ことに

より皮膚炎は日本住血吸虫セルカリアの皮 膚侵襲に

際 して惹起するア レルギー性の皮膚炎であ らうと述

べてい る.

宮入貝を圧潰 して得 た日本住血吸虫セルカリア

による動物感 染実 験 に於ては緒 方(1914),藤 浪

(1916),楢 林(1915, 1916),鈴 木(1925 b,),園

田(1934),飯 尾(1928 a, b,),末 安(1920),有 馬

(1931 a, b,)等 は皮膚炎 を発生 し得 ることを認めた.

又中本(1922)は 数十隻のセルカリアを自己の皮膚

に感染せしめ, 10分 后〓痒感あ り, 30分 后の皮膚

切 片に於て 「数多のセルカリアの多 くが表皮直下 に

入れ るを見た」 と述べてい るが皮膚炎発生の有無に

ついては記載がないか ら判然 としない.こ れらの諸

氏の実験 は何れも人爲的密集感染によるものであつ

て,唯,渡 会(1935 a, b, c, d, e)は 白鼠に於ける詳

細 な実験に より普通侵襲状態に見 られる如 き一箇所

に一定数以下のセルカリアでは皮膚炎 を澤 さず,「日

本住血吸虫病流行地方に於 ける皮膚炎 は該吸虫の感

染に因 りて起 るものにあらす.そ の成因は人体又は

哺乳動物を非固有宿主 とする種 々なる吸虫,線 虫乃

至条虫の幼若虫の皮膚侵入に因る反応性変化が意義

深きもの と思考す」 と述べてい るが,病 原体の実証

に至 らなかつた.

茨城県下の本症蔓延地方に於 ては宮 川 ・溝淵

(1914)は 稲敷郡 の有病地にカブレのない ことを報

告 したが,高 木(1914)は 北相馬郡高野村地方で 日

本住血吸虫病患者33名 中27名 に カブ レを認 め,「当

地の流行に於ては カブ レと日本住血吸虫感染 とは密

接の関係を有 する如 く見ゆる.然 れども果 して本吸

虫の穿通 せる局所に於 ける一種の反応性炎症なるや

或は全然異 りた る他の原因の同時に加は りたるもの

や尚決定するに至 らず」 と述べ,更 に同氏(1915)

は小林と共に 「カブ レは本寄生虫感染 と関係あるべ

しと考 うる方無関係 な りとするよりは穏当なるべ き

を信 ずるなり」 と蓮べてい る.

靜岡県に於ては佐 々木 ・沢 ・野島(1915)は 富

士郡須津村地方に於て大正2年 までは何等異常が な

かつたが翌年 より急にカブレが発生 しカブ レ患者32

名中16名 に日本住血吸虫卵を認めたので 「当地の流

行に於ては皮疹(カ ブレ)と 本吸 虫感 染 とは密 接

の関係 あ るが如 し」 と記 載 し,尾 高 ・村田 ・永尾

(1940)は 沼津及び片浜小学校児童29名 の検診に於

て日本住血吸虫病 罹病率は18%で 発病 するものは

14.8%あ り,「カブレ(皮 膚炎)は 殆 んど凡 ての発

病児童に発 したるを以て本 症 感 染 と密 接の関係あ

り」 と述べてい る.稲 玉(1927)は 沼津小学校児童

本病患者23名 中6名 に皮疹 を認めているが因果関係

に就ては論 じていない.

東京府豊島郡志村並 に赤塚村地方の有病地に於

ても溝淵(1915)は カブ レの存在す ることを記載 し

ている.

柏戸等(1927)は 千葉県佐倉地方 に勃発せる急

性 日本住血吸虫病の臨床的調査に於て本病患者75名

中50名 に発疹の病歴を認 め,「余等 は両者間の因果

的関係 を信 ずるものにして之 と相容れざるが如 き事

実 は別に其 の理 由の存す るためならん と考 うるな

り」 と述べてい る.

佐賀県下の地方病流行地方に於ては於保55)は同

地方病患者に日本住血吸虫卵 を証明すると共に片山

地方 と同一のカブ レの存存することを確めたが,桂

田(1904)は 佐賀県三養基郡旭村地方の有病地に於

ては 「皮疹は唯だ稀に之れ有 るを見 るのみな りとは

該地方に於ける医俗共 に訴 うる所なり」 と述べてい

る.井 上等(1936)は 久留米市内に発生 した急性 日

本住血吸虫症患者11名 中3名 にカブレの発生 を認め

てい るのみで ある.

平野等(1943, 1948)は 埼玉県彦成村に於ける

日本住血吸虫症の集団的発生の調査で,水 田作業者

15名 中14名 にカブ レを生 じ,そ の中9名 が本病 の

発病 を起 したことにより,「仔虫侵入 と皮疹 との関係

は速断 し得 ない ものと考えられ る」 と記 してい る.

台灣台中庁北斗支庁小埔心庄地方に於ては,地

方病の発見者武上(1914)の 記載に拠れば,当 地方

住民に肚腹膨大 を呈 する片山病類似の一種の地方病

あ り,そ の患者は悉 く俗に 「廉創」 と称する一種の

下腿湿疹様腫物又は浮腫或は暗紫色の不正瘢痕様物

を認め る.然 しそれは必ずしも肚腹膨大の者に限 ら

ざるも,そ の原因たるや同様 な りと記 してい る.そ

の後吉田 ・久保両氏110)の報告によれば同地 方 は 台

湾に於 ける日本住血吸虫病の最濃染地であつて 犬
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及び豚に本病の寄生を証明するが,人 体感染者は稀

少であるから,武 上氏の記載した皮膚炎と本病 との

関係は判然としないもの 如ゝくである.

中国の本病流行地方に於て はLaning (1914)

は揚子江沿岸地帯で罹患した水夫の住血吸虫病の研

究で注意深い観察にも拘らず初期皮膚炎を認めなか

つた. Lambent (1913)は 同地方で罹患した日本住

血吸虫症患者が発病 と共にUrticaliaを 発生 したこ

とを報告しているが,こ れと本邦に於けるカブレと

は異るように思はれる. Faust & Meleney (1924)

も同じく同地方で本病発病時に於けるUrticaliaを

認めたが,日 本で問題となつているカブレと思はれ

るやうな皮膚炎を発見し得なかつたことにより,カ

ブレは日本住血吸虫によるものではない と云 う宮川

説を支持 した.

以上要す るに,片 山病を初め,本 邦に於

け る日本住血吸虫症蔓延地方には各地に於て

皮膚炎の発生が報告 されてい るが,そ れ らは

夫 々各地域,各 時期に よつて,皮 膚炎発生の

有無及び程度並に該皮膚炎 と日本住血吸虫症

との臨床的或は疫学的関連性 に於て極めて大

な る差違が認められ,両 者間の因果的関係は

容易に速断を許 さず,尚 更に複 雑なる因子の

介在が予想 される.

Ⅲ 廣島縣の 日本住血吸虫症蔓延地 方に

發 生す る皮膚炎 の臨床的調査

昭和24年 及び25年 の5月 よ り8月 に 亘

り,広 島県の片山病蔓延地方た る深安郡御幸

村及び神辺町,芦 品郡駅家町及び宜山村内の

各地で罹患 した水田皮膚炎患者の中150名 を

直接診察 し,各 人に就て姓名,年 令,性,既 往

歴(日 本住血吸虫症羅患の有無及び皮膚炎羅

患 の有無),現 病歴(皮 膚炎羅患 の時期,場

所,そ の地に於け る宮入貝の有無,水 田作業

の種類,症 状の経 過),現 症(発 疹 の部位,分

布及び配列,数,大 さ,〓 痒 の有無及び強弱,

発疹の性状例えば紅斑,丘 疹,水 疱,膿 疱,

結 節,痂 皮,落 屑及び全身症状)等 を精査 し

て臨床記録を作製 した.そ の成績を総括 して

皮膚炎の臨床を述べ ると次 の如 くであ る.

1) 皮膚炎(カ ブ レ)は 毎年4月 下旬 よ

り9月 中旬にかけて,特 に6, 7月 の田植準

備作業,田 植,田 草取 りの時期に最 も多 く,

主に水田作業或は田の間の小溝に入つて,水

に触 れることに よつて発生す る.

2) 入水 中又は離水后水に触 れた四肢特

に下腿水際 の皮膚に多 く一種異様のムズムズ

す るや うな或はチ クチ クす るや うな痒 みを覚

え,そ の部に米粒大乃至豌 豆大時に小指頭大

の紅斑乃至〓痒性紅斑丘疹性発疹が孤立 して

生ずる.発 疹の大 さ及び〓痒感の程度は各個

体に より差違が著 しく,紅 斑のみの もの もあ

り或は微かに又は著明に半球状に隆起する丘

疹あ り,形 態は略円形 を呈 し周囲 との境界は

一般に明瞭である.発 生の初期に於 ては発疹

の表面には肉眼的に何 らの皮膚損傷 も認め難

い.色 は淡紅或は赤色を呈するものあ り,指

圧を加 えるに多 くは退色す るが一部には小赤

点を残す ものあ り,多 くは多小 の硬結を触れ

る.発 疹 の数は一般に数 ケ乃至数十ケである

が多い場合は百数十ケ或は稀にそれ以上に及

ぶ.発 疹 多数な るときは稀に局部皮膚全体が

発赤腫張 して熱感を帯び るものあ り,部 位分

布及び配列は水に触れた皮膚には何処で も発

生 し うるが,手 掌足背には殆んどない.一 般

に四肢特に下腿及び前膊 の水際 の部に多 く,

孤立性に左右略対称性に発生す る.個 々の発

疹は毛嚢に一致す る場合 もあるが一般に無関

係であ る.

3) 極めて強度の〓痒を伴ふ為,〓 抓す

ると皮疹は忽ち発赤腫張 して大 きくなる.そ

して表皮損傷を生ず ることもあ る.当 夜は〓

痒が烈 し くて安眠 出来ない.特 に皮膚を湯に

浸 した り,火 で温めた りす ると〓痒感が増す.

翌朝は多 く紅斑性丘疹 乃至結 節の中央に点状

又は粟粒大の小水疱を認め,そ れが破れると

漿液性分泌物を出 し,次 第に薄い0.5～1mm

稀にそれ より梢大な る小円形 の褐色乃至灰白

色の痂皮が 出来る.(こ の発疹 中心部の小水疱

乃至小痂皮は先に田部教授が島根県の湖岸病

の皮疹 の特徴 として指 摘された所謂侵入小結

節に当るものである).一 部には 水疱 形成に

至 らず紅斑丘疹 のま ゝ消退す るもの もある.

又水疱 の一部は内容が混濁 し,膿 疱 に移行す
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るものや,〓 抓 の為二次的混合感染 を来し,

化膿性病変の強 くな るもの もある.

5) 経過は一般に良好で単純な ものは放

置して置いても3～4日 后頃 よ り皮疹は次第

に縮少 し,〓 痒 感 も自ら減退 し始める. 7～

10日 で炎症症状 も自覚症 も殆ん ど去 り,僅 か

の硬結 と色素沈着が残るが,そ れ らも数週后

には殆ん ど全 く消夫す る.然 し混合感染で膿

疱を作つたものは経過が延長 し,稀 に潰瘍,

リンパ腺炎,発 熱を見ることがある.

6) 皮膚炎は水に触れ る度毎に発生す る

から,そ の地方の農夫には春夏の水田作業期

間中新旧種 々な る皮疹が認め られ,彼 等はそ

の苦痛に悩 まされ続ける.

7) 予后は一般に良好である.し か しこ

の地方の水田作業者の一部 のものは皮膚炎罹

患の有無に拘 らず,そ れか ら数週或はそれ以

后に至 り,日 本住血吸虫症の発生を来す こと

がある.こ の事実は古来久 し く皮膚炎 と日本

住血吸虫症 との因果的関係の有無に関 し論争

を生ずる機縁 となつたのである.

8) 皮膚炎の治療.私 は昭和24年 度夏湖

岸病治療の研究に於て,一 般に〓痒性紅斑 ・

丘疹 ・水疱又は膿疱 性皮膚疾患に用い られ て

いる各種の薬剤を多数の湖岸療患者に使用 し

て,各 薬剤の治療劾果 を検査 し,そ の中急性

型湖岸病に対 しては5～10%のPityrol-Wilson

泥膏(以 下P. W.と 略記)が 最 も卓 劾を奏す

ることを知つた.所 謂片山病 の皮膚炎 も臨床

的に急性型湖岸病 と全 く同様な病像を呈す る

ので,本 病に も亦本剤が同様に有劾であ らう

と考えて,皮 膚炎患 者150名 に対 し同様 な治

療法を実施 してみた.そ の中20名 に対 しては

片側上下肢のみにP. W.を1回 又は治癒 する

まで毎 日1～2回 塗擦 し,そ の上に亜鉛華澱

粉を散布 し,他 側は対照 として薬剤を使用 し

なかつた.前 者は大多数に於 て〓痒は数分で

消退 又は軽減 し,炎 症 々状は3～6日 で治癒

したが,後 者は激 しい〓痒が1～4日 続 き,

炎症 々状の治癒 には5～10日 を要 した,又 他

の130名 には全患部に使用 して前者 と略同様

な治療 效果 を 挙 げ 得 た.又 水 田 入 水 前 に

P. W.を 塗擦,亜 鉛華 澱粉を散布 して置き,

離水后直ちに乾いた布で水を拭 き取 りP. W.

を塗擦す るとカブレの発症を防 ぐに相 当の效

果が認め られた.

Ⅳ 日本住血吸虫症蔓延 地方に發生す る

皮膚炎の疫學的調査

広島県の 日本住血吸虫症有病地及びその

近接同病無病地を含む7ケ 町村(神 辺町,御

幸村,宜 山村,駅 家町,道 上村,湯 田村,千

田村)の 各戸に調査表を配布 して,昭 和24年

度に於け る皮膚炎 と日本住吸虫症 との罹患状

況を病歴に より調査 した.調 査表には各人の

姓名,年 令,姓,カ ブレ罹患の有無,罹 患の

時期及場所,日 本住血吸虫症罹患の有無(虫

卵の証明又は発病に よ り医師の診断 した もの

を有 りとす)を 記載せ しめた.そ の記録 を総

括すれば次の如 くであ る.

1. 皮膚炎罹患の時期

判 明 した者のみに就て各月,旬 の罹患者

数を表示すれば第1表 の如 くである.即 ち皮

膚炎の発生は4月 下旬 よ り9月 中旬に亘るが, 

6, 7月 の田植準備作業,田 植,田 草取 りが大

部分(全 体の97%強)を 占め,特 に6月 下旬

の田植時に最 も多い(全 体の45%強).

第1表　 皮膚炎罹患の時期 的頻度

2. 皮膚炎発生の地域的分布

皮膚 炎発 生 の地 域 的 分 布は 〔附図第2

図〕の如 く,日 本住血吸虫の分布 と必ず しも

一致 していない.日 本住血吸虫の中間宿主宮

入貝は一定地区に限局 しているが,皮 膚炎の

発生は更に広汎で,而 も日本住血吸虫の存在

しないその周辺地方(例 へば,駅 家町江良地

方)に も多数発生 してい る.



844　 小 田 琢 三

第2表　皮膚炎及び日本住血吸虫症の罹患者年令別分布

3. 皮膚炎罹患者及 び 日本住血吸虫症罹

患者の年令別分布

7ケ 町村 の合計を表示すれば第2表 の如

くである.両 者共 に水田作業 の機会の多い年

代に多 く発生している.唯10才 以下の者には

カブ レ罹患者は少い のに 日本住血吸虫罹患者

が比較的多い のは注 目され る.男 女の区別は

一般に大差なかつたか ら表には省略 した.

4. 皮膚炎 と日本住血吸虫症 との関係

皮膚炎 と日本住血 吸虫症 との罹患情 況を

日本住血吸虫病有病原地及びそれに近接す る

同病無病原地を含む4ケ 町村 に就て比較して

見 ると第3表 の如 くである. 4ケ 町村を合計

す ると皮膚炎罹患者総数は1245名,そ の中日

本住血吸虫症罹患者146名(11.7%),又 日

本住血吸虫症罹患者総数は187名,そ の中皮

膚炎罹患者数146名(72.7%)で ある.そ し

て皮膚炎罹患者総数に対す る日本住血吸虫症

罹患者総数の百分率は15%で あ る.更 に これ

らを各町村について比較して見るに,神 辺町

では皮膚炎罹患者総数130名 に対 し日本住血

吸虫症罹患者総 数は47名(36.2%)で あ る

のに,芦 品郡宜山村に於ては306名 に対 し8

名(2.6%),駅 家町に於 ては101名 に対 し1

名(1%)に しか過 ぎない,即 ち日本住血吸

虫症 と皮膚炎 との罹患者の割合に地域的差違

が極めて大きい.駅 家町及び宜山村はそれ ら

の御幸村に接す る小区域を除き大部分は宮入

貝の存在 しない地方である.そ して これ らの

町村 の日本住血吸虫症罹患者は 全て宮入貝の

存在 の確 認 されてい る地域内に耕作地を有し

そ こで罹患 したことが判 明 している.又 私達

は昭和24年 度多数の皮膚炎 の発生 した駅家町

良江地方に於て皮膚炎罹患者34名 の診察及び

糞便 検査を行 ひ,日 本住血吸虫症罹患者を認

めず,又 同地 方に宮入貝が存在 しない ことを

確めた.従 つ てこの地方は 日本住血吸虫が存

在せず而 も極めて多数の同様な皮膚炎が発生

してい ることが明か となつた.又 日本住血吸

虫症有病地内の深安郡神辺町 と御幸村 とに就

て見て も該病 と皮膚炎 との罹患者の割合は地

域的に一定 していない.神 辺町に於ては日本

住血吸虫症罹患 者47名 の中皮膚 炎に 罹患 し

た者は28名 で,残 りの19名 は皮膚炎に罹 ら

ず 日本住血吸虫症に罹つてい る.

第3表　 皮膚炎と日本住血吸虫症との地域別罹患情況
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Ⅴ 考 按

日本住血吸虫症蔓延地方に発生す る皮膚

炎の原 因論に関す る文献検討 と,私 の行つた

片山病皮膚炎の臨床的及び疫学的調査成績 と

を総括すれば,片 山病皮膚炎の原因に関す る

考察は次の三つの立場に大別す ることが出来

る.

A. 皮膚炎の原因は全て日本住血 吸虫の感

染に よるとす る考察.

B. 皮膚炎の原因は 日本住血吸虫ではない,

全て他 の原因に よるとす る考察.

C. 皮膚炎の原因の一部は 日本住血吸虫に

よ り,他 は別 の原 因に よるとす る考察.

A説 を主張す る諸家40),41),33),54)の論拠は

1) 本邦に於け る日本住血吸虫病流行地には

強強深浅の差 こそあれ何処で も皮膚炎の発生

を見ること. 2)宮 入貝及びセル カ リア寄生

率の多い ところには皮膚炎が多 く,同 吸虫の

感染 も多いこと. 3)皮 膚に油剤を塗布す る

か,一 定度以上細 目の衣類を着用す るときは

皮膚糞及び 日本住血 吸虫の感染を予防 し得る

こと. 4)有 毒田及び有毒渠に石灰を散布 し

て中間宿主及びセルカ リアを撲滅す るときは

皮膚炎が発生せず,日 本住血吸虫の感染がな

い こと. 5)実 験的 に 諸種 動 物 体 及び人体

(1～2名)に 於 て日本住血吸虫侵入部に於

ては外観的並に紅織学的に も反応性変化あ り,

但 しこれは各動物の種類及び個体に よ り,そ

の発現の程度に顕著な る差異を示す ものに し

て虫体必発 のものではない.

B説 を主張す る諸家91),92),46),105)

の論拠は1)皮 膚炎に罹患す ることな くして

日本住血吸虫病に罹患す る者比較的多数な る

こと. 2)高 度 の皮膚炎に罹患 しても日本住

血吸虫病の症状を呈 しない者が多い. 3)日

本住血吸虫病流行地方に於け る皮膚炎 と同一

の症状を呈する皮膚炎を無病地に見出し得る

こと. 4)日 本住血吸虫体の通過 した又は虫

体の介在す る動物皮膚組織中に皮膚炎 と認む

べ き劇 しい反応性炎症を見出し得ない こと. 

5)日 本住血 吸虫は人為的 密集 感染 でない限

り,少 数の普通侵襲状態に於ては動物 に皮膚

炎を発生しない こと.

A説 は主に広島県片山地方に於け る研究

者の唱えたもので,即 ち片山病皮膚炎の原 因

は 日本住血吸虫の感染に よると云 う説が有力

であるが,そ れを主張す る諸家の研究では片

山病皮膚炎には 日本住血吸虫を病原 とす る も

のが存在す るであら うと云 う主張は成 り立つ

か も知れないが,逆 にその地方に発生す る皮

膚炎が必ず しも悉 く同吸虫に よるものであ る

と云 う確証は与えられていない.次 に皮膚炎

の原因は 日本住血吸虫でない と云 うB説 は主

に山梨 県の本病流行 地に於け る研究者に よつ

て主張 された ものであるが,遺 憾 なが らその

病因は何物な りや実証す るに到つていない.

私の行つた片山病皮膚 炎 と日本住血吸虫

症 との調査成績 によれば,前 項に述ぶ るが如

く,両 者 の罹患率には各 々極めて大きな開 き

があ り,而 も両者間の割合には地域的差違 が

極めて著 しい.皮 膚炎発生 と宮入貝或は 日本

住血 吸虫セル カ リアの分布 とが必ず しも一致

せず,又 日本住血吸虫の存在 しない隣接地方

に も同様な皮膚 炎が多数発生 してい る.従 つ

て広島県の 日本住血吸虫症蔓延地方に広 く発

生す る皮膚 炎の原 因を全て 日本住血吸虫に基

因せ しめ るには矛盾があ る.然 し 日本住血吸

虫による皮膚炎の存在を全面的 に否定す る根

拠は得 られない.

即ち片山病皮膚炎の原因は必ず しも日本

住血吸虫の感染に基 因す るものでな く,別 に

新 なる病因の存在を想定せざるを得ない結論

に到達す る.

Ⅵ 結 論

私は広島県の日本住血吸虫症蔓延地方に

発 生す る皮膚炎に関す る文献 の吟味,臨 床的

及び疫学的調査 を行い,次 の如 く結論す る.

1) 皮膚炎は当地方の水田 ・溝渠 な どの

水に触れることによつて発生 し,下 腿 ・前膊

に多 く,〓 痒性紅斑丘疹性或は小 水疱 性発疹

を主徴 とす る.

2) 皮膚炎罹患 の時期は4月 下旬 より9
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月中旬に亘 るが, 6・7月 の田植準備作業,田

植,田 草取 りの期間中の罹患者が大部分(全

体の97%強)で,特 に6月 下旬の田植時に最

も多い(全 体の45%強).

3) 皮膚 炎罹患者及び日本住血吸虫症罹

患者は共に水田作 業の機会の多い年代に多 く

発生する.男 女の別は大差ない.

4) 昭和24年 度に於け る広 島県 の日本住

血吸虫症蔓延地及びその周辺を含む4ケ 町村

(神辺,御 幸,宜 山,駅 家)の 皮膚炎罹患者

総数は1245名,そ の中日本住血吸虫症罹患者

は146名(11.7%)で あ り,日 本住血吸虫症

罹患者総数 は187名,そ の中皮膚炎罹患者は

146名(72.7%)で ある.而 も両者の割合に

は地域的差違が極めて大 きい.

5) 日本住血吸虫症有病原地内に於て皮

膚炎の発生 と宮入貝或は 日本住血吸虫セル カ

リアの分布 とが必ず しも一致 していない,又

日本住血吸虫症有病原地に近接す る同病無病

原地方(駅 家町江良地方)に 於 て,極 めて多

数の同様な皮膚炎が発生 してい る.

6) 広 島県の 日本住血吸虫症蔓延地及び

その周辺地方 に発生す る皮膚炎は 島根県の急

性型湖岸病 と同様な臨床的病像を呈す る.

7) 以上 の結果 より,広 島県の 日本住血

吸虫症蔓延地方に発生す る皮膚炎 の原因は必

ず しも日本住血吸虫の感染に よるものでな く,

別 に新な る病原 体の存在が想定 される.

文献は第4編 の終 りに掲載する.

本論丈の研究は文部省科学試験研究費補助金に依

る.

本論文の要旨は第1回 日本病理学会西部地方会

(1949年10月23日)に 発表した.
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第1図　 所謂片山病の皮膚炎(カ ブ レ)

34才　 ♀

第2図　 廣島県の日本住血吸虫症及び皮膚炎(かぶれ)蔓延地略図


