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鶏の ロイ コチ ト ゾー ン症の研究史に おける

暗中模索か b の脱出記録(11 ) 

秋葉和温*

第 3章 口イコチトゾーン・力
ウレリーの媒介者(ベクター)は
どのようにしてニワトリヌ力力

と決定したか

吸血昆虫と ダニについて

1.ブユについて

この原虫がロイコチトゾーン原虫であったこと

から，七面鳥のロイコチトゾーン・スミシーや鴨や

アヒルのロイコチトゾーン・シモンデイーと同じよう

にブPユ(blackfly， gnat)がベクター(媒介者)であろうか

と推定した。

これらの引用文献を調べたところ，最初に媒介者

がブ、ユであることが判明したのは七面鳥のロイコ

チトゾーン・スミシーで， 1932年(日本では昭和 7年

である)にスキドモアー(Skidmore)により明らかに

されていた。

Skidmore， L. V. : Leucoの;tozoonsmith: Infection in 

turkeys and its transmission by Simulium occidentale. 

Zentralbl. Bakteriol. Parasitenkd. Infektionskr. Hyg. 

Abt. 1 . Drig. 125; 329-335 (1932) . 

当時，アメリカやカナダなどでは七面鳥に多数の

ブユが集り吸血することが知られていて，その吸血

によって病気になるというのでブユ熱(gnatfever) 

と呼ばれていたとのことである。そのため，ブユを

疑い，この七面鳥を吸血にきたブユを吸虫管で取り，

飼育して，その乳剤を健康な七面鳥に接種したところ

感染したということで媒介者と決定したのである。

七面鳥のロイコチトゾーンがブユなら，アヒルの

ロイコチトゾーンもそうではなし、かとして検索され，

やはりブユであったのである。

1934年(昭和 9年):オロック (0'Roke)はロイコ

チトゾーン・シモンデイー(L.simondi)もブユで媒介

されることを明らかにした。

*元農林水産省家畜衛生試験場 (Kazuo Akiba) 

0' Roke， E. C. :Univ. MにhiganSchool of Forestry 

and Conservation Bull. ， 4. 1 (1934). 

またブユの習性として，一般に納屋ないし物置小屋

のような暗し、場所，比較的涼しい屋内には入り込ま

ないとしている。

このようなことから，私達が日本で見つけたロイ

コチトゾーン・カウレリーもブユによって媒介され

るものであろうと推定し，ブユを念頭において，

その後の調査研究を始めたのである。

当時，ブ‘ユの調査研究は，東京大学伝染病研究所

の佐々学先生を中心として，その一門の方々が盛ん

に行っておられた。私がまだ兵庫県和田山町にあっ

た農林省家畜衛生試験場中国支場にいた時，先生が

和田山町にこられて「ブユによる被害と駆除につい

て」といったような題で講演されたことがあった。

講演終了後，私は先生にお目にかかり，最近，鶏に

まだ名前のわからない原虫病とマラリアと思われ

るものが見つかっている旨，お話しした。先生はプ

ラスモジウム・ガリナセウムという鶏マラリアにつ

いて研究されていたことを知っていたからでも

あった。大変，興味を持って頂き，二，三の教えを

受けたのである。これが，私が先生にお目にかかり，

お教えを受けた最初であった。

その後，私は前述したように，再び東京都，小平

市にあった家畜衛生試験場本場で勤務することと

なり，まだ名前のわからなかった原虫病がロイコチ

トゾーン病で、あったこと，したがって，七面鳥やア

ヒルなどと同じように，鶏のロイコチトゾーン病も

媒介者はブ、ユかもしれないので，ブユについてお教え

下さるようにと，佐々先生のおられる東京大学伝染

病研究所の寄生虫部を訪れたのである。また，マラ

リアの血液塗沫標本も持参した。このマラリアの標本

を鏡検して下さって，形態は明らかにプラスモジウ

ム・ガリナセウムと異なること，現在，フィリピンの

マラリア研究所から分与を受けて継代しているが，

0369-5247/13/￥500/1論文/JCOPY
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家畜衛生試験場でも継代して頂けたら有り難いと

のことで，分与を受けたのである。当時，この株の

継代は日本大学農獣医学部出身の佐藤孝慈さん(の

ちに田辺製薬)がされていた。また加納六郎先生が

野鳥の検査をして何種かの鳥マラリアやロイコチ

トゾーンを発見されていることもお聞きした(日本

細菌学雑誌， 5， 107， 1950.昭和 25年)。

ブユについては，その当時，すでに国立予防衛生

研究所に移られていた緒方一喜先生も紹介され，予

研に緒方先生を訪ね，お教えを受けたのである。

佐々先生や緒方先生の話の中で後述する自由学園や

国際基督教大学などのこともお聞きしたのである。

そして緒方一喜・佐々学・鈴木猛:ブユとその駆除.

衛生害虫叢書V(1956年)昭和 31年をも入手した。

[最近，元家畜衛生試験場東北支場長根本 久氏か

ら佐々 学『自然こそわが師 医学と動物学の接点、

を歩んで』東京大学出版会，東京(1985)昭和 60年.

を戴いた。この中には 112. オンコセノレカ病との出

会いーブユ退治の研究からーの」の中にブユ研究を

始めた動機などが書かれている.] 

緒方一喜・佐々学・鈴木猛著の 34と35ページに

動物噌好性についての表が示されている。

第 6表 日本産ブユの動物噌好性調査記録

(緒方， 1955.昭和 30年)

人馬牛山羊

Simulium aokii 1，361 58 1 25 

S. venustum 2，312 339 7 2 

持
組

この鶏の調査は表5によれば北多摩郡久留米村で

12月 8日， 54年となっている。この中のシムリウ

ム・ヴェナスタム (S.venustum)はアメリカではロイ

コチトゾーン・シモンデイーの媒介者(ベクター)で

ある。この数からも明らかなように，鶏を攻撃にき

たとはいえ，人と比べれば極めて少数といわざるを

えない。

この久留米村に自由学園がある。全寮生で，夕食

後，寮生が散歩するコースにこの水系があって，よ

くブユに刺されて困るというのである。佐々先生の

ところに相談に来られ，この学園の生物班員が佐々

先生や緒方先生の指導のもとに，種の調査や駆除試験

もされていた。

したがって，もし，この水系で鶏を吸血しにきた

ブユが採取されれば，その種の同定が容易であると

思って，小平市の家畜衛生試験場本場から自転車の

後ろの荷台に鶏を入れた箱を括り付け，北東に進路

をとって，その水系を目指して自転車のペダルを

踏んだのである。当時は，あちこちに武蔵野特有の

雑木林があって，見通しが悪く，人家はまばらで，

滅多に農家の人に会わなかった。しかし，大きなケ

ヤキの木の見られる下には農家や，駄菓子屋があっ

たので，そこに寄り，自由学園への道順を聞きなが

ら，やっとたどり着くことができたのである。途中

の道路は田舎道で，たまに自動車とすれちがうと，

もうもうと挨が舞い上がり，前方が全く見えない

状況になった。その中を挨にまみれながら自転車を

走らせたのである。

平成 9年，お世話になった藤田湾吉先生の葬儀に

出席した時，西武池袋線で所沢に行き，帰りに西武

新宿線に乗ったが，西武池袋線の所沢駅近くの，何

個所かに少しの雑木林が残っているのが見えたの

みで，ピルと住宅が，この空間をびっしりと埋めつ

くしていた。その変わりように，びっくりしたもの

である。

目的地に着き，鶏を取り出し，両脚と両翼を紐で

縛って川岸の草叢に横たへ，吸虫管と捕虫網を持っ

て，鶏を凝視していた。もし，ブユが鶏を吸血しに

きたならば，すかさず捕虫網で捕獲し，吸虫管で捕

らえようとしていたのである。しかし，午前中から

夕方まで，観察を続けたが，一匹のブユも採取する

ことができなかったのである。私はブユの攻撃を

受けたが…。七面鳥の場合は，人間よりも七面鳥を

好んで攻撃したので，吸虫管で容易に捕ることが

できたようであるが，鶏では駄目で、あった。

私がこのように鶏と脱めっこしているような姿

は，学校から帰って川原に遊びに来た子供達には異

様に映ったのであろう。“小父さん，何をしている

の"と言って集まってきた。私が“ブユを捕ってい

るんだ"と言うと，“僕等も捕ってあげる"と言っ

て，ズボンの裾を捲って，奇麗な足を露出して，ブ

ユの攻撃に曝してくれたのである。人聞を攻撃にき

たブユは，このようにして採取することができた。

薄暗くなって，もはや観察ができなくなってから，

夜道を迷いながら小平の試験場まで、帰ったのである。

また，府中の先の聖蹟桜が丘駅を降りて東南に進む

と小川が流れていて，坂道を登って行くと，明治天皇

の記念館があった。昭和 19年，陸軍獣医部依託生の
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集合教育で，全国の大学，専門学校の依託生が府中

の東京高農，現在の東京農工大学に集められて教育

されていたことがあったが，その時，訪れたことが

ある。この下の水系にも，自転車の後ろに鶏を乗せて

行き，自由学園の水系で行ったと同様の方法で鶏を

吸血にきたブユを捕獲しようとした。一日中，観察

したが，自由学園の時と同じように駄目であった。

この辺から山道となって峠を越して町田の方へ

抜けることができたが，その後，この辺の山は開発

されて変形し，あちこちにマンションが建ち，多摩市

となって，昔の面影は全く見られなくなった。電車

も通るようになったとのことである。

さらに足を伸ばして，その後，多摩動物園となっ

た高幡不動の南の谷でも同様な試みをしたが，駄目

であった。多摩動物園となってから，どんな経緯で

検査したのか覚えていないが，櫨に入ったスズメを

捕まえたのでと，その血液塗抹標本を送ってこられ

たので顕微鏡で検査したところ，鶏のものと違うロ

イコチトゾーンが多数寄生しているのが見られた。

ある種のブユによって感染させられたのであろう

と推定していた。

三鷹市にある国際基督教大学には，中央線の武蔵

境駅から多摩川線に乗り換えて「しんこがねい駅」

で下車して行った。当時，門を入ると一面の草原で，

かなり先に校舎が点在している状況で、あった。私は

この時以来訪れたことはない。

平成 22年 4月 2日，秋篠宮良子さんの入学式に

虞子様が，この大学に入学されたとして正門近くで

あろうか，芝生の中の舗装された道に立たれて，新

聞記者の質問に答えておられた。その背後に立派な

建物が写っていた。今は立派な建物が広大な敷地に

一杯建てられていることであろう。

この大学は 1953年(昭和 28年)の設立となってい

て，私の訪れたのは昭和 32年で、あった。当時は構

内を小)11が流れていた。この水系は国分寺市の恋が

窪(石井部長から本場に帰してやるという有り難い

辞令で、本場に帰って来た時，この恋ケ窪に居を構え

た)にある日立製作所の中央研究所構内を水源として

いるもので，野)11と呼ばれている。小説，大岡昇平

「武蔵野夫人』に出てくる。

この水系にもブユが多数発生して，東南アジアか

らの留学生は被害を訴える人はいなかったが，アメ

リカから派遣されてきておられたよく肥った女の

先生はしばしばブユの攻撃を受けて，その部が痔く，

しかも腫れ上がったそうで，その先生はアメリカ

政府にブ、ユの駆除を要望されたのである。

アメリカからは日本には佐々というその方面の

専門家がいるので，相談するようにとのことで，

佐々先生のところに来られたのである。先生の指導

のもとに，この大学の生物学教室の庄司(?)先生と

学生が調査研究をされていた。

この大学は全寮制で構内で乳牛，豚，鶏を飼育し

ていて，その生産物は校内で処分されているとのこ

と。もし，この鶏群にロイコチトゾーンの感染があ

るようであれば，野外試験地として協力をお願いし

ようと思って生物学教室を訪れたのである。庄司先

生を尋ね，鶏のロイコチトゾーンの話をし，媒介者

としてブユを疑っていること，まだ有効な予防治療

薬が不明であること，これらを解明するためにも，

公共施設での協力をお願いしたいのですがーなど

話した。先生は鶏の飼育の担当者に聞いて下さった

が，ロイコチトゾーンを疑うような症状のものは，

まだ見られないとのことであった。

先生は今日は学生が先生方の家庭を訪問して団

携し，家庭の雰囲気を味わう日ですので，どうぞと

いうことで，あの有名な遺伝学の篠遠先生の官舎に

案内された。篠遠先生にはお目にかからなかったが，

奥様からはケーキやコーヒーをご馳走になった。

とても良い制度だなーと感心したものである。

その後，私の家内は椿原先生の奥様に紹介されて，

ある YWCA関係のグ、ルーフ。に参加していた時，篠

遠先生の娘さんと一緒になることがあって，先生の

お宅にお邪魔したとのこと。不思議な縁もあるもの

だと感じた。

私は一生の聞に多くの先生方のご家庭を訪れ，先

生，御夫妻と接する機会が多く，その都度，多くの

ものを学んだ。私もできる限り，私のところに来られ

た方々にたいしては，このような接し方をしてきた。

篠遠先生とは最近，次の書物を通じて，間接的に

再び，お世話になっている。

木原均・篠遠喜人・磯野直秀監修『近代日本生

物学者小伝』平河出版社，東京(1988).

それはそれとして，ブユの多発地帯でも感染の

見られないこともあるのかなと思ったのである。

このような鶏とブユとのはっきりしない関係から，

関西での流行地の環境を思い出してみた。当時は
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まだ病気を何が媒介するのであろうか，などという

ことは全く考えてもいなかった。したがって，特に

調べはしなかった。

日客血して死亡するヒナの発生例の出た清滝村の

北村さんの話によると，クモが湧くように発生する

のに似た発生の仕方をするので，ワクモと呼んでい

るが，それが多く見られたとしづ。

そこで，柱の窪みや板や柱と壁との隙間などを見

た。吸血した小さな虫がいたので，ピンセットで取

ろうとしたところ，飛んで逃げたのである。ワクモ

はダニの一種だろうから飛ぶのはおかしいと思っ

たが，その時は，そのままとなってしまっていた。

当時の私の認識は，この程度で、あったのである。

これは恐らくニワトリヌカカであったのであろ

うが，当時はまだ、ニワトリヌカカについての知識は

全く，なかったのである。

また東京大学伝染病研究所の佐々先生，緒方先生

の話だと，ブユは屋内には入らない性質があること

もお聞きした。実際に，私達でも，庭先で夕涼みを

している時はブユに刺されることはあるが，家の中

にいて，ブユに刺されることはない。

このような佐々先生からお聞きしたブユの性質，

習性から，あの北村さんの家での発生を思し、出しな

がら考えてみると，北村さんの家の周辺は湧き水の

豊富な水田地帯であると同時にブユの発生に適し

た水系もあるにはあるが， 2階で育雛していたヒナ

の 100%近くが，ロイコチトゾーンに感染していた

という，このような室内での感染状況は，ブ、ユで、は

考えられないのではなし、かと思うようになっていた。

それにしても，前述した緒方らの動物噌女子性の試験

の表中の鶏から 5，4採取されたという，その具体的

な調査方法を緒方先生から，詳しく聞くということは

しなかった。それは，七面鳥ゃあひるのロイコと異な

り，鶏のL.カウレリーとは関係なさそうだと判断し

たためであった。しかし，ブユによって媒介されるの

ではと疑われている Lサブラジェシーの研究のため

にも，聞いておけば良かったと後悔している。

2. 力とダニ(ワクモ)について

家畜衛生試験場本場には寄生虫第l研究室がある。

外部寄生虫研究室である。室長は矢島朝彦先生でダ

ニの形態学的研究を長年されていた。研究員に文理

大出身の北岡茂男技官がおられた。鶏の外部寄生虫

についてもよく知っておられた。

ブユについては前述したように，佐々先生や緒方

一喜先生にお聞きした。

カについては，前に私が病毒課にいた時，日本脳

炎の研究を手伝っていたが，媒介蚊をつくるため，

清水武彦，川上善三(のち酪農学園大)，原田熊幸(の

ち千葉血清)，岡崎和夫(のち畜産局衛生課)などの

研究員とともに，立川近辺の醤油屋跡の水の溜まった

桶などからカの踊を集めてきて，金網のカ飼育箱内

で羽化させ，飼育しておき，日本脳炎を感染させた

マウスを，そのカ飼育箱に吊るして，吸血させるな

ど手伝ったことがある。この時，カの種類について，

川上さんらから教わって，アカイエカ，コガタアカ

イエカ，トウゴウヤブカなどの鑑別もできるように

なっていた。

また病毒課には最初は日本生物科学研究所の中

村淳治先生(牛疫の権威者)が指導にきておられた

が，途中から東京大学伝染病研究所の松本稔先生が

毎週，指導にこられていた。そして適宜，抄読会が

聞かれていた。ルリア著，松本稔訳『一般ウイルス

学~ (丸善)の松本先生である。当時はまだ海外の文

献も少数しか図書室に来ていなかった時代で，病毒

課の皆さんは，日比谷の CIA(アメリカ中央情報局)

の図書館(アメリカ文化センター)に土曜日と日曜

日に通って文献をペンで書き取って帰ってきてい

た。コピー機など無かったからである。血球凝集反

応も報告が出始めた時代で，川上さんが集めていた。

私は最初，松本先生から‘日本脳炎の媒介につい

て'という題を頂き，内外の文献を調べた。その後

は大森常良先生の日本脳炎の補体結合反応の研究

を手伝っていたので，補体結合阻止反応(間接法)に

関するカナダのライス (Rice)の文献を中心に集め

るために通ったものである。前者では日本脳炎の多

発地帯の岡山県南部の水田地帯で，岡山大学で実施

されていた疫学的調査，特にカの膨大な年度別調査

報告には驚かされるとともに，あんなにも根気が要

求されるものかとつくづく感じたものである。また

媒介カを決定するまでのウイルス学的観察なども，

私がロイコチトゾーンの媒介者を探す上で，有形無

形な影響を受けたものと思っている。

鶏舎のライトトラップで多く採集されるカはア

カイエカとコガタアカイエカであった。そこでアカ

イエカ (Culexpipiens pallens)成虫は小平市の試験場

の厩舎のへりの肥溜めから踊を採取して，カ飼育箱
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(日本脳炎媒介カ飼育試験に使用したもの)内で羽

化させたものを使用した。このカ飼育箱の lつには

ロイコチトゾーン感染鶏を，他の箱にはプラスモジ

ウム・ジュクタヌクレアー感染鶏を入れて吸血させ

た。 l晩または 2晩，それぞれ吸血させたあと，鶏

は箱から出し，吸血カはタンポにふくませた砂糖水

で， 1O~14 日間ほど飼育し，乳剤として健康鶏の筋

肉内に接穫した。プラスモジウムは感染したが，ロ

イコチトゾーンの感染は認められなかったのであ

る。この試験は 1958年(昭和 33年)にニワトリヌカ

カの観察と並行して実施したものであるが，記述の

区分の関係で，この場所に記載した。

ワクモ，ヌカカ，ハジラミなどの種類とそれぞれ

の形態，その鑑別点，生態などについては，北岡技

官に教えを受けたのである。またライトトラップと

いうものがあって，光に集まる性質のある昆虫のヌ

カカ類やカなどは採取できるが，ブユは光に集まる

性質がないので採取はできないことなども教えて

貰ったのである。

ワクモ (Dermanyssusgallinae)は，当時，あちこち

の鶏舎で寄生しているのが見られた。病気の発生の

ある鶏舎に必ず寄生があるというものではなかっ

たが，一応，否定するためにも，観察しなければと

考えたのである。この試験は後述するニワトリヌカ

カについての 1957年度の観察と並行して実施した

ものであるが，この場所に記載した。

ワクモは所沢市，小金井市や府中市の各養鶏場で

採取したものについて飼育を試みた。あんなにも，

鶏舎で繁殖しているにもかかわらず，いざ飼育して

増やすということは，そう簡単なことで、はなかった。

北岡さんも，飼育したことなど無いとのこと。

数羽のヒナを飼育できる電球使用の育雛器(これ

は同室の角田技官がヒナのコクシジウムの治療試

験に使用していたものである)を消毒液のクレゾー

ル石鹸液を入れた水盤の上に置き，この小さな育雛

器に湿度を持たせた古板を二，三枚併せて隙聞を作

り，そこにワクモの塊を入れ，増やし，その育雛箱

の中に感染鶏を入れて 2，3日飼育し，その後，健

康鶏を 2，3日入れて取り出し，また別の健康鶏を

入れて吸血させるなどを，それぞれの箱で繰り返し

て感染の有無を見たが，感染しなかった。

前述したように，この病気は関西では各地で感染例

を見ることができたし，東海地方も発生のあることは

岐阜大学の菅野教授も認めておられた。しかし，関

東地方からは，まだ，本場での病性鑑定には持ち込

まれていなかった。発生はないのであろうか，本場

で，この病気を引き続いて研究するためにも，病鶏

の発生の有無はどうしても知る必要があった。そし

て，病気の出ている養鶏場はどんな環境の場所で，

どのように飼育されているものであるか，またどん

な吸血昆虫やダニが見られるのであろうかなどを，

できるだけ多く見る必要があると痛感し，鶏友とい

う養鶏雑誌に，次のような論文を投稿したのである。

秋葉和混最近，特に夏に多発している新しい

疾病としての住血原虫病(ロイコチトゾーン・カ

ウレリー)について.鶏友， 19(8)，104一111(1957) 

昭和 32年.

すなわち，こんな病気が最近，夏に多発している

ことを紹介し，媒介者も予防治療薬も不明だが，皆

様のご協力を得て明らかにしてゆきたいので，発生

している養鶏場の方は連絡して欲しいと要望した

のである。

II. ニワトリヌ力力について

1.感染鶏のいる鶏舎でライトトラップを使用して

採取したニワトリヌカ力について

①そのまま乳剤としてヒナに接種したもの(初年度

の試み)

前述したように，鶏友としづ養鶏雑誌にこの病気

について書いたところ，早速，名古屋市外猪高村藤

森(現在は何区の何という町名となっているのだろ

うか)の養鶏家(浅野雅氏)から，鶏友に紹介されて

いると同じような病気が出ているので，診にきて

欲しいとの手紙を受けとったのである。

愛知県には私と陸軍獣医部依託生時代の同期生の

大久保輝夫技師が県畜産課衛生係に勤務しておら

れたので，大久保技師に電話をして，その養鶏場に

案内して欲しい旨，依頼した。当時はまだ家畜保健

衛生所は充実していなかったので，必要とするもの

は全て持って行かなければならなかったのである。

そのため，私は大きな茶色のリュクサックにライ

トトラップと携帯顕微鏡，血液塗抹染色標本作製の

ための資材一式，ライトトラップで採取したカやヌ

カカを現地で乳剤としてヒナに接種してくるため，

この関係の資材なども容れて背負い，接種用のヒナは

ダ、ンボールの小箱にいれ，提げるなどして 1957年
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(昭和 32年)7月 27日の早朝，名古屋駅に降りたの

である。そして待合室で、大久保氏を待った。駅には

大久保技師と鶏友社の当時，専務をしておられた喜

多村博氏の出迎えを受けた。当時はまだ新幹線は

開通していなかった。新幹線の開通は 1964(昭和 39

年)10月 1日で、あった。したがって夜行列車で，早

朝に着き，待合室で、大久保氏を待った。大久保氏は

私の姿を見て‘すごい格好だな!'と驚いた様子で

あった。喜多村氏は同年輩とのこと，彼の車で現地

に案内して下さるとのこと。

手紙を頂いた養鶏場までは，かなりの距離があっ

たように感じた。少し小高い場所に鶏舎があった。

曙血や腹腔内出血で死亡するものが出たとのこと

で，うずくまって，緑便をしているヒナの一部につ

いて，血液塗抹をとらせて貰い，ギムザ染色は，

翌日，県庁の実験室でして，顕微鏡検査をした。私

のいう E期と V期の原虫が同時に見られるという

所見であったことから，ロイコチトゾーンの発生に

間違いないと診断したのである。

その鶏舎の周辺は段々となって遠くまで続いて

いる水団地帯であった。見晴らしは良く，風通しも

良い鶏舎で，隣の養鶏場は何処にあるのか判らな

かった。

近くに川はありますかと尋ねたところ，あそこに

あるとのことで，そこまで、行って見た。上流に焼き

物で有名な瀬戸市があるとかで， ) 11の水は濁って流

れていた。こんな水ではブユは発生しないかもしれ

ない，そうすると，ブユ以外の吸血昆虫とダニかも

しれないとの思いが強くなったのである。夕日が沈

む頃になったが，行動予定を前もって話していな

かったので，今夜，ライトトラップをかけることは

取り止めにして，引き上げた。翌日は車の手配が

できなくて，前述したように県庁の実験室で染色と

鏡検で過ごした。

次の日は養鶏場に行き，血液塗抹を追加し，現地

で染色し，鏡検し，検出された原虫を，皆さんに見

せて説明しながら午後 5時になるのを待った。そし

てライトトラップを設置して午後 10時まで点燈し

て，付けていた捕虫網を回収して，引き上げた。

宿に帰ってから，宿の人に気付かれないようにし

て，捕虫網から，カとヌカカを選び出し，カはアカ

イエカ (5)とコガタアカイエカ (20匹)を一緒に，また

吸血したものと，まだ吸血していないもの(未吸血の

もの)とに分けることなく食塩水で乳剤として，

持ってきたヒナ 2羽の筋肉内に接種した。またヌカ

カは 500匹位，吸血したもの，未吸血のものを区別

することなく乳剤として，ヒナ2羽の筋肉内接種と，

一部の乳剤は経口投与して，やっと l日の作業を

終えることができたのである。

こんな作業を部屋の隅でしているのを宿の人が

見たならば恐らく嫌がるに相違ないと思ったので，

気付かれないようにして実施したのである。養鶏場

の方々には夜 10時過ぎまで，大久保技師や車の提

供を受け，運転して下さっていた鶏友社の方など，

私の作業が終わるまで、待って貰うこととなったの

である。

私はこの病気の媒介者を l日も早く明らかにした

い，何としても解明しなければとの思いで燃えてい

たのであるが，そんな私に夜遅くまで付き合わされ

る方々には，本当に申し訳なく感謝の気持ちで一杯

であった。その後もできるだけ迷惑のかからないよ

うに気を使ったが，病気の発生している鶏舎で，し

かも夜間の仕事が多かったため，やはり，多くの協

力者のご好意に頼らざるをえなかった。有り難いこ

とであった。

接種したヒナは，東京都小平市の家畜衛生試験場

まで、持ち帰って感染の有無を観察したが 1羽の

感染も認められなかったのである。

この愛知県の，この養鶏場での感染例からブユに

関心を持ちながらも，常にライトトラップを持ち運

び，昼間は鶏舎周辺のブユの発生場所を調べるとと

もに，鶏舎周辺を捕虫網を振りながらブユが採取さ

れないか，観察し，夜間はライトトラップを，原則

として夜の 10時まで点けてカやヌカカを採取して

ヒナに接種する方法を行うこととしたのである。

その後，東京都府中市の分倍河原の矢部養鶏場

(この養鶏場はその後，風呂屋となっていた)から同

年の 8月8日に病鶏が持ち込まれた。 3羽中 l羽に

感染鶏が見られたので，この病気の研究の現状を説

明して，協力方をお願いし，早速，翌日の 8月 9日

に血液塗抹作製用具とライトトラップを自転車に

積んででかけた。

鶏舎周辺は水田地帯で、あった。昼間は血液塗抹を

取らせて貰い，午後 5時から午後 10時まではライ

トトラップを点灯させて貰って，捕虫網を回収し，

自転車で夜道を走り，大国魂神社前から棒並木道を
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抜け，東京農工大前を通り，国分寺に入って小平市

の家畜衛生試験場に帰った。

それから捕虫網からヌカカを選び出し，ヌカカ

600匹を乳剤として 4羽のヒナの筋肉内接種と経口

投与をして，津田塾大学近くの二つ塚住宅の我が家

に午前 1時前に帰宅した。 14日にもお世話になって

同様の仕事をし，ヌカカ 278匹を 2羽のヒナの筋肉

内接種した。しかし感染は見られなかった。

8月 24日には，練馬区下石神井の養鶏場(浜菊次

氏)で，昼間，吸虫管で 46匹採取し， 1羽に筋肉内

接種と経口投与した。しかし感染は認められなかった。

8月 26日には，三鷹市中仙川の養鶏家(岡村猪之

助氏)から死亡鶏 2羽の病性鑑定を依頼された。

臓器の一部を取り，生標本として鏡検したところ，

シゾントが検出されたので，事情を説明して翌日の

27日に自転車にライトトラップを積み，血液塗抹作

製器具を持ってお邪魔した。

京王線のつつじヶ正駅の少し先の小川を渡って，

坂道となるが，その左側の辺にあった。狭い窪みと

なっていて，水田が何段かあった。 21羽塗抹を取ら

せて頂いた。午後 5時から 10時までライトトラッ

プを点灯させて貰い，捕虫網を回収して，自転車を

飛ばし，甲州街道を西に進み府中に出て，棒並木を

北上し，国分寺に入り試験場に帰った。

捕虫網からコガタアカイエカ 36匹の乳剤を 2羽

の筋肉内に，アカイエカ 16匹を 2羽の筋肉内に，

ヌカカは多数入っていたが，その中の 300匹を 2羽

の筋肉内に，ヌカカ 500匹以上の乳剤を 2羽の筋肉

内接種と経口投与した。しかし感染は認められな

かった。血液塗抹の結果は 21羽中 11羽が陽性で

あった。その内訳はE期の原虫検出 2羽， II期と V

期の同時検出 l例， V期検出 8例であった。 29日に

もお邪魔して血液検査の結果をお知らせするとと

もに， 2羽を検査した。 1羽はE期，他の 1羽はV

期の原虫が確認、された。

このように私の記事が掲載された鶏友8月号は 7

月に発売されたが，その月から，ロイコチトゾーン

病の病性鑑定はくるようになった。

しかし，予防治療薬はないのかと懇願される度に，

まだ分からないこと，“効くかどうか分からないが，

思い付くままの薬を投与して貰い，その聞に血液塗

抹も検査させて貰って，効いたか，どうかを判定し

なければならないのです。どなたか，このような

協力をして下さる養鶏家の方はいらっしゃらなし、か

探しているのですが…"と話すと，皆さん，“なんで，

わしがそこまでせねばならないのか一"と尻込み

される。

もっともなことである。夜の 10時までライトト

ラップを点灯させて下さることでさえ，大変な協力

である。しかし，私は 1日でも早く 1月でも， 1 

年でも早く，安心して夏が越せるようにしてあげた

いという思いで一杯で、あったが，無理強いの協力は

求めなかったのである。

ところが幸いなことに，山梨県の住吉種畜場で，

この年(1957)の9月 l日に僻化したヒナを場内の育

雛室で育雛中の， 9月 14日(13日目)からヒナに略

血死するものが出始めたのである。木村唯一場長

(後に養鶏協会の専務理事になられた方)は，私が鶏

友に書いた記事を読んでおられたので，早速，甲府

家畜保健衛生所を通じて私に連絡がきたのである。

当時の家畜衛生試験場の小林正芳場長に行かせて

欲しいと申し出たところ，日帰り出張が許可された

ので， 9月 25日にでかけた。中央線に乗り甲府駅下

車，駅前からパスに乗り，中小河原町の住吉種畜場

を訪れたのである。

木村場長は“ご苦労さん"と言われ，まず，私に

ブドウを出して下さった。そして，“ブドウを食べ

る時，皮は出すが，実を噛んで種を出すと，酸っぱ

くなって，美味しさが半減する。皮と実との聞の甘

くて，美味しい果汁が味わえなくなる。通は，種を

出さないで果汁を味わって，飲み込むんです。しか

しそれで盲腸(虫様突起炎)にはならない"など，

食べ方を講釈して下さった後，本題に入った。

発生状況を当時居られた加藤技師(のちに大洋漁

業に行かれた)からお聞きした。 318羽中 28羽が略

血死，出血死であったとのこと。 16羽の血液塗抹を

とり，ギムザ染色をして鏡検したところ 8羽に原虫

を認めた。

このようにロイコチトゾーンの感染が窓の少な

い育雛舎内で，しかも 9月に僻化したヒナにも見ら

れたということは初めてのことであった。

前述したように七面鳥やアヒルなどでは野外に

出して飼育しているとロイコチトゾーンに感染す

るが，屋内である納屋内で飼育すれば病気を防ぐこ

とができるとしている。これはブユが屋内には入ら

ない性質があるということで説明されている。
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また前にも述べたが，実際に，私達でも庭に出し

た涼み台で夕涼みをしているとブユに刺されるが，

家の中にいてブユに刺されたことはない。

ところが，住吉種畜場では，明らかに屋内で，し

かも多数の感染が認められているのである。また兵

庫県清滝村の北村さんの家では， 2階で育雛中に発

生したが，窓もまだ、入っていない状況であった。こ

のことは前に記載した。したがって， 2階とはいえ，

開放部分が広かったので，少し，心配な点もあった

のであるが，その例とこの住吉種畜場の育雛室での

感染を観察できたこと，しかも，これらの 2つの事

例とも濃感染で、あったことなどから考えると，日本

のロイコチトゾーンの媒介者はブユで、はなく，容易

に室内に入りうるもので，容易に室内で採集される

ものであろうと強く意識したのである。

それでも，と近くの小川に案内して頂いてブ、ユを

採取しようとしたところ“危なし、"と言われて引き

さがった。この辺も日本住血吸虫の汚染地帯とのこ

と。種畜場の方が長靴を履き，ゴム手袋をして，川

に入って，私の指差す草の葉の裏を見せて貰い，踊

や幼虫の寄生している葉を採取して貰った。ブユの

発生はあることはあると観察した。

この日は日帰り出張であったので，ライトトラッ

プを育雛舎内に設置し午後 5時から 6時まで点燈

して，ヌカカを 285匹採取し，乳剤として 3羽のヒ

ナに筋肉内接種と経口投与した。

私は木村場長に，この病気の概要について説明し，

媒介者も有効薬剤も不明であること，媒介者につい

ては，ここの育雛舎内で感染していることから，ブ

ユの疑いは少なくなり，今日，持参したライトト

ラップで多数採れるニワトリヌカカが最も疑わし

くなったこと，しかし，あのようにして採取したヌ

カカの乳剤を接種して観察しているが，まだ感染さ

すことに成功していないこと，また，有効な薬剤探

しにしても，どんな薬剤が効果がありそうか，全く

予想、がつかないので，思い付くままの薬剤を投与

する群と無投与の群に分けで飼育し，時々，血液塗

抹をつくり，鏡検し感染状況を見て，効果判定を

しなければならないこと このようなことは民間の

養鶏場ではお願いできないことなどを話した。

木村場長は私の説明を聞き終わると直ぐさま，

“よくわかった。来年からは君の言う通りの試験を

してあげよう"という有り難い言葉を頂いたので

ある。

そして，後述するように，山一飼料(株)の井野雄

介専務の協力もえられ，年の初期は群馬県で観察し，

その仕上げを山梨県でするという態勢ができたの

である。

このようにして，山梨での野外試験が毎年計画さ

れ，実施され，ニワトリヌカカが媒介者であるとい

う最終決定をすることができるとともに，予防薬と

してフラゾリドン，ピリメタミンやサルファ剤など

の有効性も明らかとなり，実用に供されるように

なったのである。

こんな有り難い言葉を頂き，来年からよろしくお

原品、しますと言って帰ろうとしたところ，今夜は家

畜保健衛生所の方々とも一緒に夕食をしながら，

この病気の説明もして欲しいとのこと。私は今日は

日帰り出張の許可しか貰っていないので帰らなけ

ればなりませんと言ったのですが，私(木村場長)が

小林場長の了解を取ってあげるからとのことで，

この夕食会に参加した。

家保の所長は早田さん(のちに福島県の畜産課長

となられた方)であった。その夜は泊り，翌日，早

朝の汽車で小平に帰った。この宿では朝，起きてみ

ると，奇麗に洗濯され，乾かされ，きちんとたたま

れた靴下が置かれていたし，駅で上り列車を待って

いた時，新聞と朝食にと弁当を宿の女中さんが届け

て下さったのである。木村場長の配慮に，有り難く

感謝したものである。小林場長に経過報告をし，

接待を受けたことを話したところ，そんなことまで

話さなくてよいと…。
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