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ブラジルの家畜寄生虫病 教育と研究推進への協力

上野 計 *

プ口口ーグ

ブラジノレは魅惑に満ちた不思議な国である。美し

い自然とおびただしい数の混血美女 (Murata)が集

うCopacabanaや Ipan巴maの海岸は，熱気に溢れ，

夜には焼肉(Churrasco) に苦鼓をうつ人々そして

Rioの夜は更けてと邪推するのは私だけではなかろ

う。しかしこの裏側には貧困層と百絡層の歴然とし

た格差は，天然資源に恵れた閣がどうして，の疑問

はっきない。

筆者の研究生活にとって大きな転帰となったラ

テン アメリカでの技術協力は今から 40年も前に

始まりほぼ 17年間に及ぶ。顧みれば農林省家主寄衛

生試験場(現動物衛生研究所)での寄生虫病に関す

る調査研究は!煩調であったにもかかわらず，思い

切った諜択をしたもので，これも当時のtu:界の動き

に反応したのかも知れない。

ところで筆者にかかわる個別あるいはプロジェ

クトの l員としての派遣業務は家高内寄生虫病

(Helminthiasis) の領域に限定している。業務の概

略と研究協力から得られた成果等についてはすで

に記載されている(末尾参照)。本稿はこれらとの

重複を懸念しているが，求めに応じ形式に囚われる

ことなく記憶を辿りながらまとめてみた。

1969年 1月末だ新年の気分もそこそこに

FAO/UN本部のRomeで、briefingを終え最初の任地，

Rio de Janeiroへ旅立った。目的地が近づくにつれ，

眼下に広がる枇界有数の美港は，任務の重さと裏腹

に複雑な思いで、あった。やがて派遣先の農業牧送研

究所との接触が始まり，情報が入るにつれ何となく

しくなった。しかしこの危怯は次第に薄れ，独

善的な自信へ変わり，初めての任期1.5年をど大過な

く終えた。引続き FAO専門官としてドミニカ国サ

ント ドミンゴ自治大学，ボリヴィア国獣医学研究

所へ転じ，それぞれ1.5年の任期lを終えた。その後，

家畜衛生試験に復帰，沖縄県とともに同地方特有の

牛沖縄糸状虫症の解明に当った。ひと通りの成果をと

ホパイア連邦大学名谷教授 (HakamUeno) 

写真 1 バイア連邦大学.JICAミニプロで指導中の
村閃英雄専門家(動物衛生研究所) • 

納め少々落着いたが JICA専門家となって，ブラジ

ルの大牧蜜地帯として知られる南部地域にあるリ

オ グランデ ド スール連邦大学獣医学部及び

間関北東地域のパイア連邦大学獣医学部に数ヶ

の間隔で 2往復する長期派遣となった。

この間，数多くの難題に遭遇しながら Counterpart 

(Cp)の教官，研究員，院生その他の協力者と共に

業務を推進した。また多くの教官，研究員を JICA

研修生としてわが国の諸大学獣医学部，動物徹生研

究所等へ送り出し，温かく迎えられお互いに理解が

深まった。

1.放牧家畜の寄生虫病と重要性

ブラジルの省産とこの関連企業は基幹廃業のひ

とつで経済の重要な位置を占める。今日でも大規模

の牧場主は大都会に住み，牧野の広さと家畜餅養頭

数が彼等の社会的なステータス シンボルで，経済

的感覚に乏しい点は否定出来ない。ウシの放牧場で

は最少500頭飼育しなければ経営困難といわれてお

り，家畜生産性の低さを物語っている。しかし近年，

牧場経営に経済性を求める傾向が強くなり，家畜疾

病による損失，対策がもたらす効果に理解を深め敏

感になってきた。
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集約的な高度技術によって良く管理された経済

性重視の飼育形態と，ブラジルのように広大な自然

牧野での粗放的な飼育環境とでは，疾病の種類や発

生度合等かなり異る。牧草を食むことによって起こ

る内寄生虫 (HelminthParasites) は家畜が牧野で飼

育される限り避けることは出来ない。内寄生虫感染

は必ずしも疾病を意味しないものの，その度合に

よって家音に与える損耗は大きく，放牧家畜の衛生

管理上，主要な問題のひとつである。

中南米諸国とくにブラジルでは偶蹄類の口蹄疫，

コウモリを媒介体とした放牧牛や野良犬の狂犬病，

乳牛で、はブルセラのようなウイルスあるいは細菌

に起因する伝染病について，各国政府は FAO/UN

やその他の国際機関等からの技術援助を得て，今日

では診断技術は勿論のことワクチン製造に至るま

で，ほぼ万全の予防策が確立され，専門分野の人材

も多い。

1970年頃から内外寄生虫による育成牛，ヒツジ，

ヤギ等の被害が大きく恒常的に経済的損失を招く

原因として注目されるようになった。しかしながら

多様な寄生虫病に対応できる人材の極端な不足は，

大学獣医学部の家畜寄生虫病の講義にヒト(医学

部)の教官が代講していた。ちなみにブラジルのヒ

ト，動物(家畜，魚類等)寄生虫の形態分類学は世

界のトップ レベルと評価されている。

2. 主要な家畜寄生虫病の

発生状況と 対 策 の 現 状

(1)発生状況

ブラジノレ国土は北部アマゾンの熱帯多雨地帯か

ら数千kmも離れた南部の温帯地域の，冬期の山間

部には降雪する地域まで気候に大きな聞きがある。

この中間の東北地方には Cerradoあるいは Catinga

と呼ばれる低生産性の半乾燥地帯が広がっており，

ほとんどの地域に家畜が飼れている。家畜寄生虫の

多くは気象条件のほか飼育環境によって寄生虫種

属別の分布と感染程度が絡み合って発生疫学を形

作る。

体表に寄生するマダニによる被害を筆頭に，これ

が媒介する住血原虫(アナプラズマ，ピロプラズマ

等)，トキソプラズマによるウシの流産などのほか，

多くの衛生動物と原虫性疾患が被害をもたらす。ブ

ラジルで主要な内寄生虫は次のように要約する。

1)線虫類 寄生性胃腸炎の原因となる小型線虫の

種属は多い。育成牛の場合，軽度感染例においては

明らかな症状が現れない。乳用牛，とくに育成牛で

は慢性的な貧血，発育不良と屡々死因となる。メン

ヨウとヤギ寄生の線虫は積属が同一で病原性も類

似しているがウシよりも被害は著しく大きい。恐ら

くメンヨウやヤギは消化管内線虫の感染子虫がよ

り多く付着している牧草の下部まで食むためと推

定している。これらの家畜に対する病原性は貧血，

削痩を主徴とし，対策が少し遅れると櫛の歯が欠け

るように死んでゆく。これは消化管内線虫感染の特

徴でもある。ブラジルで相遇する種属は次のようで

ある。

家畜の種類を問わず第四胃には吸血性のヘモン

クス胃虫 (Haemonchusspp.)の病害は突出し，発

生と降水量との関係は深い。このほか毛様線虫

(Trichostrongy!us spp.) ，粘膜に無数の小結節を作

るオステルターグ胃虫 (Ostertagiaostertagi) など

がある。 l小腸には毛様線虫のほかクーベリア線虫

(Cooperia spp.) ，寒冷地ではネマトディルス

(Nematodirus spp. )が稀れに見られる。糞線虫

(Strongy!oides ransomi) は幼い家畜に寄生するが

水溜りのある湿ったパドックでの飼育は感染の機

会が増し，死因となる。

大腸には生活環の過程で腸管壁に無数の小豆大

結節を残す腸結節虫 (Oesophagostomumspp. )が熱

帯地方で多発する。ウシの肺に寄生する肺虫

(Dictyocau!us viviparus) とメンヨウ，ヤギには同

属の肺虫が検出されるものの，ウシを除いては実害

はない。

2)吸虫類ブラジル南部の RioGrande do Sul州で

は肝蛭 (Pascio!ahepaticα)症が多発し，ウシとく

にメンヨワに重大な被害をもたらし RioGrande do 

Sul連邦大学獣医学部で研究対象となり， 3. (2) 2) 

に要約た結果を得た。わが国では限られた島しょし

か見られない梓蛭 (Eurytremapancreaticum) が，

ブラジルの肉牛の大放牧地帯， Parana 1十|に多発して

いる。屠畜場での観察では醇は腫大，灰色を呈し，

醇管に移しいこの吸虫が詰っている例が非常に多

い。調査研究を欠く現状において即断は出来ないが，

肉眼的な醇の病変から幼，成牛への影響は大きいと

推測される。
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3)条虫類 ウシ，メンヨウ，ヤギにベネデン条虫

(Monieqia benedenO と拡張条虫 (M.目;pansa) の

寄生は各地でみられるが，病害性は少なく無視でき

る。単包虫 (Echinococcusgranulosus) は，ブラジ

ルの熱帯を除く広い地域でシストが良く発見され

ている。RioGrande do Sul川|がウルグアイに接す

る国境地域に多い。人畜共通の寄生虫ではあるが家

畜への病害は明らかにされていない。

(2)防除対策の現状

先進国で開発され，開発途上国での野外実験を経

た安全かつ有効な駆虫製剤は高価ではあるが容易

に入手可能である。通常，消化管内に多種属の線虫

が複合寄生する。これらに対する駆虫剤は種属に関

係なく効果がある。しかし吸虫類の肝蛭に対しては

効力がなく別の製剤があるものの，梓蛭には反応が

ない。

消化管内線虫駆虫剤はへんぴな奥地の小さな町

でも売られている。ヤキ¥メンヨウは消化管内線虫

による被害を避けるため，診断なしに取りあえず駆

虫剤を投与する。これによって家畜の状態が著しく

改善する事実を体験している。経済上の問題は別と

して，過度の無計画な投与が浸透し，このため薬剤

耐性が現われ投薬量の増量を招いている。

本来の駆虫投薬目的から逸脱して，放牧育成牛に

消化管内線虫感染が軽度にもかかわらず駆虫剤を

定期的に投与すると，明らかな増体量が得られたと

の公的機関による学術報告もあり，是非の議論は続

いている。科学的な診断が行届かない牧野は多い。

駆虫剤の乱用を避けるため，投与時期の目安として

下記のような放牧群の行動観察によって，寄生性胃

腸炎の予兆を知ることも不可能ではない。放牧家畜

はお互いに聞をとりながら牧草を食み進む傾向が

ある。牧野の家畜の群れがあたかも井戸端会議のよ

うに，頭部を寄せて集まる光景は何等かの異常を示

すシグナルで，高度な線虫感染を知らせることが多

い。眼険の粘膜で貧血を認めたらなおさら，駆虫剤

の投与を促している。ブラジノレ全体で消費される駆

虫剤の量は計り知れない経済的損失を招き，牧場経

営を圧迫している。正しい診断を議論する以前のさ

まざまな問題がある。

3. 派遣先別，移転技術の概要

(1)農務省農業牧畜研究所獣医部 (Institutode 

Pesquisa de Agropecuaria do Centro Sur-IPEACS) 

1)要請の背景，受入れ体制と移転の実際

FAO/UN本部では業務内容についてオリエン

テーションはなく，戸惑いは隠せなかった。この研

究所は Riode Janeiroから 47km離れ俗に“km47"

と呼ばれる広大な地域を占めブラジルの代表的な

農業教育，農牧畜研究機関が集まっている。はるか

に見える丘の上に建つリオデ ジャネイロ連邦

農科大学 (UniversidadeFederal Rural do Rio de 

Janeiro-UFRRJ)が見える。

IPEACS獣医部は総合的な各種の研究室を持ち規

模は大きく，口蹄疫ワクチン製造施設がある。寄生

虫病研究室には研究員 2名，助手 3名，そのほかに

雑用係が 3名いた。 CPは筆者が着任頭初，リオデ

ジャネイロ市近郊の乳用育成牛の消化管内線虫に

よる感染調査に着手したばかりで，文献をたよりに

暗中模索の船出といった状態であった。

調査研究は近郊の 5牧場を選定し，これまでに消

化管内線虫感染による被害が疑われていた2歳未満

の育成午を対象としていた。 l牧場につき検体(フ

ン)を1O~15 例， 2週間毎に採取し，寄生虫卵数

(EPG) と子虫培養を実施し，感染子虫の形態で線

虫の種属を分類していた。研究目的は検査結果と気

象条件，おもに気温，降水量や湿度などと対比して，

線虫の種属別，かっ季節的な感染の推移を分析する。

これをバイオ クリマト グラフ(Bioclimate 

graph) と呼び，複雑な検査なしに駆虫剤の投与時

期と年間の回数等について作業日程を予め定める

ことが出来る。通常，このような感染疫学調査は連

続した数ヶ年実施しその平均値を求める。

この調査研究はかなり大掛りで，筆者もこのよう

な経験はなく，技術移転というよりもむしろ共同研

究と理解し多くを学んだ。そしてこの作業から 2，3 

の技術上の疑問を抱き，想像的野心が生れ CPとの

議論が多かった。それは標準技術として広く用いら

れている EPG(Egg Per Gram)計算盤法と子虫培

養法で，これらは約 60年前にオーストラリア獣医

学研究所 (CSIRO)で考察された術式で精度に疑問

が生じた。この対案として 3.(3) b， c.に記した研究

協力へ繋がる。それにしても CPらと共に牧野を駆
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け廻り，また鏡検による感染子虫の種属分類と剖検

で採集した線虫の分類等はかなりハードであった。

2)技術移転の成果

1.5年の任期はまたたくまに過ぎ努力の割には実

績を残すことなく FAOの指令でドミニカ国サント

ドミンゴ自治大学 (UniversidadAutonoma de Santo 

Domingo)農獣医学部へ向かった。 CPはその後もほ

ぼ5ヶ年にわたり研究を続け成績をまとめた。適用

技術の伝達及び文献を通して得た知識を基に追認

のような研究から距離を置いた独創的な思考につ

いての議論は CPの研究意欲をかき立てた。

IPEACSにおけるウシ消化管内線虫症の疫学的研

究への協力は先導的な役割を果し，圏内諸大学獣医

学部あるいは研究機関等で，それぞれの地域で研究

プロジェクトを立ち上げるきっかけとなった。なお

CPは6年後に成果をまとめ UFRRJへ博士論文を提

出した。筆者はこの時期には 3.(2)の UFRGSへ

JICAから派遣中で、あったが，同大学からの委嘱を

受け，他の 2教授と共に審査に当った。公開審査で

論文は無事通過，出席した教官等から賛辞を頂いた。

本筋から離れるが丁度その頃は軍事政権の末期で，

この研究所に退役陸軍の獣医少将が配属され見

張っていた。彼は私との会話に興味があり無難な日

常会話を重ねるうちにポルトガル語を理解出来る

ようになった。

3)その他の活動

IPEACSに滞在中， FAOの要請でブラジル Rio

Grande do Sul州の南端都市 Pelotasにある農業牧畜

研究所 Onstitutode Pesquisa de Agropecuaria do SuI) 

の家畜衛生研究部門へ出向いた。寄生虫病研究室の

整備と改善，研究課題の設定と手法を 2ヶ月間にわ

たり打合せかっ協力した。

Minas Gerais州の奥地，インディオも住む牧野で

霜が降りる頃，牛肺虫症が集団発生し多数死亡して

いるとの情報に関して農務省から調査を依頼され，

係官とともに Riode Janeiroから車で 2日がかりで

現地に着き調査した。おおよそ 15の牧場でそれぞ

れ多数の幼牛を失った後の調査となり詳細な実態

を明らかにすることは出来なかったものの，死亡し

た育成牛は約 600頭で、あった。筆者らは異常な呼吸

症状を呈していた 5頭を剖検，肺病変と虫体検出か

ら肺虫症の集団発生とほぼ断定し対策を指示した。

Rio de Janeiro州の獣医師 15名を対象として家畜

寄生虫病研修会を 2回，それぞれ 3日間実施した。

(2)リオ グランデ ドスール連邦大学獣医学部

(Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul-UFRGS) 

1)要請の背景，受入れ体制と移転の実際

この大学獣医学部は牧畜を基幹産業とする Rio

Grande do Sul 州、|の州都 PortoAlegreにある。州内

にはウシ(約 800万頭)，メンヨウ(約 500万頭)， 

ヤギ(約 100万頭)が放牧されており，ウマ，ブタ

やニワトリ等の飼育も盛んである。都市部から車で

10数分離れると自然草地の牧野が広がり，この州の

住民をガウショ (Gaucho) と呼び気高い。

寄生虫病研究室は主任教授の CP，助教授 1名と

研究員 2名と補助 2名からなり，ウシとヒツジ等の

消化管内線虫症，とくに駆虫剤の応用に関する研究

で多くの実績がある。筆者の派遣前には外国から著

名な寄生虫学者を招へいし，短期の技術研修会を

度々開催しており寄生性胃腸炎に関する牧野レベ

ルの実用的な知識は深かった。

本学獣医学部からの協力要請は政府の農業高等

教育プログラム (Programade Educ的五oAgricola 

Superior-PEAS) の一環で，文化科学省の正式な大

学院(修士)の承認を得ずに開講していた予備コー

スを，正式な大学院開設許可を得，専門教官ないし

研究員を育成することであった。これについて，文

化科学省は寄生虫病教育環境の改善と研究推進を

求めていた。この趣旨を理解し，経済的損失が大き

く，しかも全く手付かずの肝蛭症に関する研究課題

を技術移転に取上げた。これまでにブラジノレでは肝

蛭やその他の吸虫類に関する研究は少なく， CP等

と共に一連の研究計画を立上げた。これを CNPq

(Conselho Nacional de Pesquisa Cientifica/科学技

術庁相当機関)に申請，当時としては多額の予算を

獲得した。幸にもこの時期に JICAから単独機械の

供与を受け，教育と調査基盤を整備することが出来

た。やがて大学院は正式に認可され，学生の募集も

始まった。前述の CNPqプロジェクトは研究室構成

員に院生が加わった。筆者は大学当局の要請で大学

院の指導教官として，教授の資格審査を受ける羽目

になった。院生にはプロジェクトを課題毎に分割し，

それぞれの研究論文のテーマとした。

技術移転の対象は研究室員のほか2ヶ年にわたっ

て研究を指導した院生は，前後の派遣期間を通して
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言十 8名。当時，家畜寄生虫専攻の大学院は少なく，

院生はブラジル各地方の大学獣医学部及び生物学

部の助教授，助手ないし公的機関とくに農業牧畜研

究公社 (EMBRAPA)研究員等で，院生の研究歴は

2年以上で、あった。入学希望者は年々増加し，名実

ともに人材育成の場となった。

2)技術移転の成果

a.肝蛭感染の実態:ウシとヒツジの感染実態調査

では郡毎の地域差が大きく，局在性を示しているが，

前者で 18%，後者で 7%の平均感染率を示した。ウ

ノレグミアイとの国境に接する湖沼地帯でヒツジの死

亡率が 8~10%に達する牧場もあり，湿地帯を中心

として州内に蔓延していることがわかった。

b 中間宿主(水棲巻貝)の決定と分析:主たる中

間宿主はLymnaeaviatrix，従たるそれは L.columella 

であることを明らかにした。これらの棲息地はやや

異なり，前者は牧野内の湿地に後者は湖沼からの排

水路に検出されることが多かった。

c.中間宿主体内における肝蛭幼虫の発育:L. viatrix 

は L.columellaに比し感染感受性が著しく高いが

Rediaの数は少ない。 L.columell，αの場合は逆の感受

性で Redia数は多い。

d. 自然界における感染貝の疫学調査:雨中間宿主

ともに夏(12 月)から秋 (4~5 月)にかけて Cercaria

が放出されるo

e.稲作と牧野との輪換牧野での肝蛭感染・この方

式での家畜放牧は極めて危険が高く，感染予防の対

策を別途，考える必要がある。

f. 駆虫剤投与の時期 中間宿主からの Cercaria遊

出時期は年に l回の証明に基づき，投薬時期は極め

て明確に示せるようになった。

ジストマ類の肝蛭に関する研究は複雑な手法と

熟練を要し容易ではない。しかし院生のすべては研

究プロジェクトをそれぞれに着実にし，研究論文を

まとめ修士の称号を得た。

この包括的なプロジェクトから生じた成果は逐

次，獣医寄生虫学会とヒトの寄生虫学会において数

多く発表された。 1988年，これら一連の CNPqプロ

ジェクトに対してブラジル寄生虫学会は CPと院生

を含め寄生虫学会賞を授与した。これは獣医寄生学

の領域では最初である。

調査研究の分野ではその他の成果は得ているが，

生物学的分野の研究で E旬(orbiatrucalliのラテック

スに顕著な殺員効果を発見した。この樹液をヒツジ

に飲ませると，殺貝成分がフン中に移行することが

わかった。これは植物性殺貝成分をヒツジに移し，

放牧地での成分散布を狙ったが時間的余裕がなく

中止した。

3)その他の活動

a 技術研修会開催:Rio Grande do Sul州農務局に

勤務する獣医師 10名へ，家畜寄生虫病に関する研

修会を年 2回，各 1週間実施した。

b. 米州機構調査団への参加 汎米農業技術研究所

Onstituto Panamericano de Agricultura/UNの依嘱に

よって，ブラジルの主要大学獣医学部 5校と農業牧

畜研究公社 (EMBRAPA) 5機関を 4週間にわたり

順次訪問した。この調査団には Texas州立大獣医学

部病理学教授， Dublin大学獣医学部ウイルス学教授

と筆者の 3名と，政府側から UniversidadeFederal da 

Minas Gerais教授兼EMBRAPAの家畜衛生部門の責

任者 l名が加わった。目的は獣医学部における教育

の改善と公的研究機関の現状と改善についての諮

問ならびに，ラテンアメリカ諸国のうち唯一，ブラ

ジノレに欠けている中央獣医学研究所の創設につい

ての必要性等に関していた。

c.技術マニュアルの編集:CP及びブラジル獣医寄

生虫学会(Col匂io Brasileiro de Parasitologia 

Veterinariaの要請もあって，実用的な技術の普及を

目的としてマニュアル (Manualpara Diagnostico das 

Helmintoses de Ruminantes) ， 143頁を編集， JICA 

によって約 300部が発行された。これらは獣医学教

育ならびに農業牧畜研究機関へ配付した。

(3)パイア連邦大学獣医学部(Uni vers i dade Federa I 

da Bahia-UFBa) 

1)要請の背景，受入れ体制と移転の実際

本学はブラジルの東北地方， Bahia州の州都

Salvadorに置かれ，市の住民は約 400万人。熱帯圏

に属し四季の変化に乏しく雨期と乾期がある。

Salvadorはかつてブラジルの首都でアフリカ系黒人

と混血が多い。日本の国土に匹敵する内陸部はほと

んど放牧地か荒地で，サトウキビ畑もあるが経済は

畜産によって支えられている。この州にはウシ(約

1，200万頭) ，ヤギ(約 500万頭)，メンヨウ(約

320万頭) ，水牛(約 200万頭)やワマ (65万頭)

が飼育されており，年々増加の傾向がある。都市近

郊では乳牛の飼育も盛んであるが生産日量は先進
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国の1/3~1/4に過ぎない。内陸部はセラード

(Ce汀ado)あるいはカアチンガ (Caatinga) と呼ば

れる低生産性の地域で乳肉両用のヤギが放牧され

ており，国内ヤギ飼育総数の 43%を占める。

Salvadorは古都で、住民はパイアノ Baiano(a) と

呼ばれ少々好ましくない印象が定着している。なお

本学医学部には，あまり知られていないが野口英世

博土がガーナに行く前に，黄熱病を研究していた歴

史がある。これを記念して医学部正面玄関に彼のレ

リーフが飾られている。

本学獣医学部は建造物を含め教育設備，研究環境

等，問題が多く前述の潜在的な風評もあってか，莫

大な科学研究費を西日分する CNPqから支援を受けて

いない。その事実， JICAによる技術協力開始時に，

寄生虫学講座はあっても研究室はなかった。改善の

きっかけは，筆者がかつてRioGrande do Sul大学

獣医学部大学院で指導した教え子が，この獣医学部

助手として採用されたことである。

彼女は筆者の CPとして業務を助け研究室の増築，

研究プロジェクトの計画等に力を注いだ。またJICA

とAgenciaBrasileira de Cooperacao (ABC)ーブラジ

ルの JICA相当機関との聞で交されたミニプロ“家

畜寄生虫病診断新技術の導入"更にこの獣医学部を

舞台とした JICAプロジェクト「第 3国研修」につ

いて受入れ側のコーディネイターとして，中南米諸

国とアフリカ諸国の獣医師資質の向上に努めた。

このような過程を経て， JICAの単独器材の供給

を含む支援は大学当局サイドの適正な対応を引出

すことになった。

2)技術移転の成果

a.寄生虫病教育，調査研究環境の改善:当研究室

確保のため大学側はかなり多額の予算を約束，工事

部の職人によって工事が始まった。これは長い動物

飼育舎の上に2階を乗せる増築で十分なスペースを

含め，付帯工事等 3ヶ月を要した。その後，小さめ

の2研究室が増築され物理的容積を確保できた。こ

の時期に JICAから単独資機材を受領した。細些な

ことではあるが，大型の中央実験台 (2) は地元の

指物大工に日本のカタログを見せ製作を依頼した。

本物に遜色のない製品が1/3の価格で納品された。

このほか実験動物ヤギのオープン仕様の飼育棟が

JICAの活動費を捻出して作った。このように JICA

の援助と受入れ機関の負担によって寄生虫病研究

室は教育環境の改善と技術移転に必要な諸条件は

整った。

b.虫卵数計算法 (EPG)と子虫培養法の Revieu :検

体(フン)中に混在する消化管内線虫卵数はサンプ

ルによってバラツキが大きい。高度感染例では虫卵

数計算値と子虫培養によって得た子虫数とはほぼ

平行し，駆虫剤投与の指標となり得るが，中等度以

下の感染では両法の帯離が大きく，駆虫剤投与の目

安としての価値は低いとの実験結果を得た。確かに

前者はフンの実量は僅かにO.Olg中の虫卵数である。

しかも検査には光学顕微鏡をはじめ，特製の EPG

計算盤が必要などから，この技術が広く普及するこ

とは難しい。一方の子虫培養法は， 7日間の培養期

間中にカビが生えたり腐敗するこが多く。世界的な

上述の技術は必ずしも適当でなく， C項の診断法開

発へ研究を進めた。

G 簡易消化管内線虫症の診断技術開発.寄生虫卵

は小さく，勿論裸眼で見ることは出来ない。しかし

これらが僻化し感染子虫になれば，極く少数の存在

は別として，肉眼あるいはルーペを用いれば，見え

るようになる。筆者は以前から胆汁の中に保存した

寄生虫卵は貯化し難いとの経験を持っていた。下記

の方法はこれを逆手にとって，可能な限りフン中の

胆汁成分を取り除くようにした。

検体約 2gを広口試験管 (ct2cmXL. 10cm)ある

いは小型の牛乳瓶タイプにとる。水道水を加え良く

振畳後，約 5分間静置し，虫卵を含む爽雑物を沈澱

させる。この操作を 3回繰返す。上澄みをゆっくり

傾け，少量を残し上澄みを捨てる。湿潤を保つ量の

消毒綿を底部に入れる。管口をラップ フィルムで

覆い針穴を数ヶ所作る。 5~7 日間，室温に放置する。

フィルムを取除き水道水を管口まで注ぐ。小型

シャーレーを被せ勢いよく反転し試験管を逆立て

るシャーレーに少量の水道水を加える。感染子虫の

遊出をおおよそ 10分間待つ。管口のまわりに集ま

る子虫を肉眼あるいはルーペを用いて観察する。子

虫数の多少を判定し，駆虫剤投与の目安とする。な

おこれの感染子虫は明るい方に集まる性質がある

(Phototropism)。

小型線虫の子虫は Trichostrongylus，Strongyloides 

で約 0.6mm，大型子虫の Oesophagostomumは約

O. 9mm~ 1. Omm程度，活溌に波状遊泳しており子

虫群の識別可能。中等数ないし多数遊出すると群が
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る子虫は淡灰色に見える。この診断法はどんな奥地

の牧場でも応用することが出来る。

d. ヤギ消化管内線虫痘の発生疫学:乳清ヤギ飼育

の 2 ヶ所と雑種のヤギ牧場 2 ヶ所を選び，各1O~12

頭について1.5年間， 2週間毎に EPGによる虫卵数

と感染子虫の種属を分類した。この結果を気象台で

入手したデータと共に分析した。年間を過し，病害

性が顕著な HaemonchuscontortusとOesophagostom

columbianumが多く ，Tricostrongylus colubrφrnlls 

とCooperiaがこれに次いた。 Bahia州のように年間

気温の変動が小さい熱帯地帯で、は降水量と消化管

内線虫感染は密接に関係していた。ちなみに，瓶帯

から寒帯地域にみられる Nematodirusspp.と

Ostertα'gia spp.は全く検出されなかった。ニの実験

は伺人牧場で行ない， 1群に貧胤が強く現れたので

止むなく一斉に駆虫剤を投与し，実験中止としたo

e. JICAミニプ口“家畜寄生虫病の綜合診断改善

ヱド学獣医学部で 1995年 12月から 3年計画で始まり

2ヶ年延長された。これには寄生虫疫学(1)，免疫

学 (4) と生化学 (3)の専門家が協力した。この期

間に JICAから単独機材多数が供与された。詳細は

省くが異なる分野の専門家による指導宜しきを得

て， CPを務めた教官は単に専門知識を深めたばか

りでなく，同時並行的に実施した関連関係研究結果

の l例ではあるがウシ流産の原因として原虫

Toxoplasma感染を明らかにした。世話役の筆者に

とって最も印象深いのは獣医学部教育内容の充実

や研究開発を著しく刺激し，良し、 2次効果をもたら

したことである。このミニプロで当獣医学部教官

5名が北海道大学と動物衛生研究所等で研修を受け

た。

JICAミニプロの評価は伺州の斎藤関係者からの

みならず，ブラジノレ文化科学省に好影響を与え，

生虫病専攻の大学院(修士)の設置が認可された。

この入学選抜試験にブラジノレ全土から集まり，狭き

門となっている。

f. JICAプロジェクト“第 3国研修"の紹介:筆者

の派遣終了後，本学獣医学部で第 3国研修が 1999

年から毎年開催され，当学部の教官と悶立研究機関，

EMB丸ザA の研究員等が講師として指導に当って

いる。研修生はラテンアメリカ諸国とアフリカ諮問

から獣医師が数名で，研修生の聞で学術知識の格差

が大きく，研修内容に講師陣は知恵を絞っている。

たまたま，第 2聞の研修期間中，本獣医学部を訪れ

た捺，研修生と話す機会があった。彼等は異口同音

にこのコースに満足し感謝していた。アンゴラやそ

ザンピークからの研修生は帰闘したら家畜衛生の

指導者になると熱っぽく語っていた。

g 技術マニュアル“ManuaI para 0 i agnost i co para 

Helmintoses de Ruminantes"の再編と刊行.初版

の内容を改変し JICAが約 500部印脱した。有効に

活用するため， CPらはブラジノレ獣医寄生虫学会及

び諸大学獣医学部の教官等と協議し，大学倶IJが発送

した。

写真 2 パイア州.近くに牧草があっても，
木の種類を選んでj文を食べる.

エピ口一グ

ブラジル農業牧畜研究所/Riode Janeiroから始

まった筆者の技術協力は断続的であったが，ボリ

ヴィア，ドミニカ閣の獣医学研究所あるいは大学農

獣医学部を経て，再びブラジルへ戻り長い間の業務

を終えた。頭初，経験不足や技術移転に不慣れなこ

ともあって，危ない船出で、あったにもかかわらず，

温かく迎い入れた CPならびに研究室長員への感謝は

っきない。

派遣先によって業務内容の重心が異なることも

あってー概には記し難し、が， CPと共に推進した現

地での調査研究，大学獣医学部における協力では，

寄生虫病教育と研究環境の改善に加えて，大学続開

設との絡みは思いのほか，重責で、あった。幸いにも

JICAによる力強し、支援と数多くの関係者のJ'ill解と

協力を得て， 2大学当局が意図した大学院開設が実

現した。
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大学院は単に寄生虫病専門職の育成ばかりでな

く，莫大な研究予算を握る CNPqや州政府等から調

査研究活動に必要な原資の獲得が容易となった。

筆者の専門領域は家畜内寄生虫病に限られてい

るが，生産性の低い牧野が広がるブラジルでは近年，

放牧家畜の飼育により高い経済性を追求した牧野

経営へ向かっている。これに伴い損耗の原因として

の寄生虫病に対し認識も深まっている。とりわけ適

正な駆虫製剤を投与すれば，家畜の症状が目に見え

て改善する事実を牧野の経営者は体験しており，と

くにメンヨウやヤギではこの効果は明確に現われ

る。この駆虫剤は抗生物質由来の製剤が多く乱用す

れば薬剤耐性となり，投薬量を増加する必要がある。

現に昨今では1.5倍増とのデータもある。筆者らは

診断に基づく投薬そしてその効果を簡単に調べる

技術を開発した。これは研究室レベルの術式で、はな

く，手近かな材料を用いる野外診断法で応用方法に

よっては駆虫薬のスクリーニングも可能である。

UFBa獣医学部に対する技術協力の蓄積を踏えて，

家畜衛生・寄生虫病に関する JICAプロジェクト“第

3国研修"が実施されている。前述 (3.(3) 2)のし

たように，中南米，アフリカ諸国で将来を担う獣医

師が毎年数名受講している。私見ではあるがこの

コースの講師陣は当学部の有能な教官，外部から

EMBRAPAの中堅研究員等が|日 CPを中心にまとま

りが良いこと，大学当局はこの JICA“第 3国研修"

の意義を認識し協力的であることなどの諸条件が

揃っている。新技術はおろか有用技術や知識さえ届

かないこれら発展途上国への国際協力は細くとも

長く継続して頂きたい。

ブラジノレがウルグアイと国境を接する地域は高

低差がほとんどない草原で点在する大小の湖沼が

どこまでも続き，家畜の群れは悠然と草を食む。筆

者らのチームは大学 UFRGSから遠く離れたこの地

帯への調査旅行が多かった。牧場数か所での聴取り

調査，材料採集などを終え帰路につく頃には，はる

か彼方の地平線に落日の夕焼け，上空には雁がクサ

ビ形に隊列を組み飛んで行く光景を車窓からしば

しば目にした。この美しい広大な自然と平和な暮し

の糧として，家畜を飼う人々の無欲の温かさは，何

物にもかえ難い思い出となった。

筆者は技術移転のため遠く離れたブラジルへ派

遣されたものの，学び取ったことが多かった。雄大

な自然に恵まれた環境で技術移転に携わり，幸にも

大過なく派遣を終えることが出来た。これはひとえ

に多くの方々のご支援によるもので心から感謝の

意を表したい。
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