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鶏の口イコチトゾーン症の研究史における

暗中模索からの脱出記録(1 3) 

秋葉和温本

①光に集ったニワトリヌカ力を蚊帳に入れたもの

私は媒介者検索のため， 7月 22日に久保田さんの

家の離れにお邪魔した。幸いにも，久保田さんの

離れを井野専務夫妻が借りておられて，私を泊めて

下さるというのである。有り難いことであった。

しかも，この離れの裏にはパタリー鶏舎があった

ので，この離れに血液塗抹や染色用具，携帯顕微鏡，

接種用ヒナなどを置き，裏の鶏舎で作業して，その

処理を，この離れの部屋の座り机の上ですることが

できたので，大変好都合であった。

お邪魔して最初は，裏の鶏舎に入り，まず糞の状態

を見る。緑色をした便を見つけたら，顔を上げて鶏

冠の状態を見るのである。鶏冠が白っぽくなってい

れば，その鶏は貧血しているのである。このように

して緑色便と貧血の見られる鶏を数羽，探し出して，

血液塗抹をとった。離れに帰ってメタノーノレ固定し，

ギムザ染色をして顕微鏡で検査して， IT期と V期の

原虫が同時に見られるような鶏を選び出したので

ある。 V期の原虫のみしか見られない鶏では，すぐ

消失してしまうかもしれない， IT期と V期の原虫が

同時に見られるような鶏はV期の，すなわちガメト

サイトの出始めであることを示していて，ニワトリ

ヌカカに吸血させるのに好都合であったからである。

次に鶏舎の隅に前述した特製のナイロン製の蚊

帳を張り，さきほど選んだ鶏を伏せ駕寵に入れて，

この蚊帳の中に入れたのである。後は夜になってニ

ワトリヌカカをこの蚊帳に入れればよいのである。

第 l回目の試験では， 7月 22日の午後 8時から午

後 10時までライトトラップでニワトリヌカカを採

取して，蚊帳の中に放したのである。その後，午後

11時に蚊帳の中に入札腹部が真っ赤になっている

ニワトリヌカカを 4匹回収し，腹部のみをスライド

グラスに擦り付けて塗抹した。これをメタノール固

定して，ギムザ染色した。水洗して，乾かし，顕微

鏡で観察したのである。

ネ元農林水産省家畜衛生試験場 (K昭 uoAkiba) 

夜の 12時は過ぎていた。研究会の方々は，私の

作業をじっと見守っておられたのである。 1枚目は

何も見られなかった。2枚目を鏡検していたところ，

末梢血液塗抹で見られるガメトサイトと同じように

染まったチゴートと呼ばれるものと，すこし伸びて，

オーキネートになりつつあるのではなかろうかと

推定されるものが初めて見られたのである。感激の

一瞬であった。

私はイ可個か確認した後lこ，“七面鳥やアヒノレのロ

イコチトゾーンで報告されているオーキネートと

閉じような形態をしているものが見られました。こ

のようなオーキネートらしいものが見られたとい

うことは，このニワトリヌカカがベクターとなる可

能性が強まりました。後はニワトリヌカカをより長

く生かしてスポロゾイトを形成させることです。皆

さんのお陰で，ベクターの目途が付きそうです"と

感激で声を詰まらせながら報告し“これです。ご覧

下さし、"と，顕微鏡下のオーキネートをお示しした

のである。まず，井野さんが見られ，次いで久保田

さん，研究会の方々が，かわるがわる顕微鏡下の

オーキネートをご覧になったのである。皆さん“よ

かったねによかったね!"と喜んで下さったので

ある。しかし，後の 2枚には見られなかった。

翌 7月 23日は午前 8時に 15匹，午前 10時 30分

に26匹，午後 2時に 21匹，午後 5時に 21匹，午

後 12時に 21匹， 24日午前 10時8匹，午後 3時に

2匹のニワトリヌカカをそれぞれ回収して，同様の

操作をして調べた。ところが，午後 2時のものの 2

匹のみにオーキネートが見られたのみで，成績がま

ちまちで、あったのである。午後 5時のものは，後に

試験場に帰り，研究室の顕微鏡で見直しをした時，

その中の l匹にスポロゾイトが存在していたのである。

23日の午後 5時までに回収したヌカカの頭胸部

の乳剤は l羽に接種されていたが，この l羽が感染

した。この 1羽には，スポロゾイトの見られなかった
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ニワトリヌカカの手L剤を筋肉内，経口投与，静脈内

接種し，さらにスポロゾイトが検出されたニワトリ

ヌカカの含まれていた乳剤をも追加して，この 1羽

に筋肉内接種をしていたのである。また 23日の午

後 12時と 24日午前と午後に回収したニワトリヌカ

カの筋肉内接種鶏では感染は見られなかったので

ある。

色々のことが判明している現在，この l羽のみ

の感染について，振り返って考えてみた。当時は

ニワトリヌカカを乳剤とするのに食塩液を使用し

ていた。これはスポロゾイトの活力を弱める作用

があったのである。適当なものではなかったので

ある。

静脈内接種についてであるが，私が病毒課にいた

昭和 25，6年の時代に，牛のいわゆる流行性感冒が

全国的に流行した。病毒課では，病牛から病毒を分

離するために，まず牛に継代することが試みられた。

しかし，筋肉内，皮下注射でも，継代できずにいた。

その時，清水武彦技官(のちの場長)が，静脈内に接

種して初めて継代できたのである。この成果を基に，

多数の牛に毒血を静脈内接種して，発熱時に採血し，

クリスタルヴァイオレットで不活化したワクチン

を北里研究所が製造し，衛生課の支持のもとに，

ワクチンとして，全国的に使用された。

ヌカカのあのような，汚い乳剤をヒナの静脈内に

接種するなどということは，とても可哀想で，でき

るものではなかった。しかし，前述した牛の流感の

毒血静脈注射のことを思い出し，鶏に許して下さい

と，お願いして，静脈内に接種してみた。その結果，

食塩水乳剤でも感染したのである。

あとで分かつたことであるが，静脈内接種だと少

数のスポロゾイトで感染させうるが，筋肉内接種で

はかなり，大量のスボロゾイトが必要で、あった。

したがって，この時，静脈内接種したニワトリヌ

カカのなかに少数のスポロゾイトを持っていたも

のがいたことが考えられた。

また 23日午後 5時に回収し，スポロゾイトが検

出されたニワトリヌカカに多数のスポロゾイトが

形成されていたために，筋肉内接種でも感染しえた

と解釈できるかもしれない。しかし，当時はそんな

ことは分からない。どうしてであろうか。感激は

一瞬のものとなり，すぐ次の壁にぶつかったので

ある。

②夕方，鶏舎周辺を飛んでいるニワトリヌカカを

蚊帳に入れたもの

a.より多くのオーキネートの検出の試み

どうもおかしいと思った。23日の午前 8時に回収

したニワトリヌカカはいずれも腹一杯に血液を

吸っていたのである。にもかかわらず，オーキネート

が全く見られなかったのである。これらのニワトリ

ヌカカは蚊帳に入れている鶏の血液ではなく，別の

鶏の血液を吸っていたものを蚊帳の中に入れたの

ではなかろうかと気付いたのである。

そこで，ライトトラップを23日の午後6時30分，

7時， 8時。 9時， 10時， 11時などから，それぞれ

5分間点燈して，採取されたニワトリヌカカを調べ

てみた。その結果，吸血雌ニワトリヌカカは，それ

ぞれ， 0， 1， 124， 156， 260， 93匹で、あった。未吸

血ニワトリヌカカは，それぞれ， 1， 15， 261， 143， 

91， 18匹，雄はそれぞれ， 1， 6， 285， 169， 99， 29 

匹であった。このことから， 22日に午後 8時から午

後 10時まで点燈して採取したニワトリヌカカの中

には，すでに他の鶏を吸血していたものが，大部分

で、あったのである。このことで疑問は解消したので

ある。

そこで，ライトトラップでの採取は不適当と判定

し，夕方，これから吸血しに鶏舎に集まってくる

ニワトリヌカカを捕虫網で捕まえて蚊帳に入れる

ことにしたのである。

この試験は 7月 24日の午後 5時から午後 7時ま

で，鶏舎の周りを捕虫網を振りながら，ぐるぐる

回って採取し，それを蚊帳の中に放ったのである。

そして午後 10時に蚊帳の中に入って，吸血してい

るニワトリヌカカを 28匹回収し，腹部の塗抹ギム

ザ染色標本をつくり，鏡検したところ，果たせるか

な， 27匹にオーキネートが多数検出されたのである。

もうこれでニワトリヌカカがベクターとなること

は決定的となったのである。あとはし、かにして数日，

生存させて，スポロゾイトを形成させるかにかかっ

てきたのである。

b.蚊帳内での長期飼育の試み

この第3回試験は8月4日に久保田さん宅にお邪魔

して実施している。この年はこの地方の流行が少し

ずれて， 8月上旬にも感染鶏が多数認められたので，

蚊帳内に入れる感染鶏は容易に選ぶことができた

のである。そして夕方から未吸血のニワトリヌカカを
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前述した方法で採取し，一晩吸血させた。翌日の 5

日午前 8時に蚊帳に入り， 4匹回収し，オーキネー

トを確認し， 6日午後 4時に 12匹回収したが， 7日

の正午には蚊帳の中には4匹のニワトリヌカカしか

回収できなかったのである。このように蚊帳内では

夜が明けると，明るいほうにニワトリヌカカが集ま

り，われ先に逃げようとして盛んに，もみあってい

る。これによって，体力を消耗して長生きできなく

なると判断したのである。

c.シャーレ内飼育の試み(以上は群馬県宝泉村

での観察)

記録によると， 8月 6日に吸血させたニワトリヌ

カカの一部を「シャーレ内に回収飼育J，8月 7日夕

方，再び未吸血ニワトリヌカカ採取，蚊帳に入れる。

8月 8日午前 8時にニワトリヌカカをシャーレ内に

回収飼育。そして「シャーレ内移動を試み，小平町

にて飼育J，110日午前 10時に生存ニワトリヌカカ

25匹中 4匹の腹部塗抹標本からスポロゾイト検出」

と記述している。

しかし，このスポロゾイトの検出されたニワトリ

ヌカカの乳剤接種鶏は感染しなかった。接種部位は，

まだ筋肉内で、あった。スポロゾイトは静脈内に接種

すると，スポロゾイト 1個でも感染するが，筋肉内

接種ではかなりのスポロゾイト数が必要であるこ

とが後から判明したが，この当時はまだ静脈内接種

は行われていない。

このように 8月 6日に初めて「シャーレ内飼育の

試み」としづ言葉が使われたのである。 8月 6日も

今夜，蚊帳の中に入れる病鶏の血液塗抹をとり，顕

微鏡で検査していた時，休憩しませんかといって，

井野専務さんであったか，久保田さんであったか

覚えていないが，アイスキャンデーの差し入れが

あった。

そこで顕微鏡検査を止め，研究会の 2，3人の方

と雑談しながら，頂いていた。恐らく，ニワトリヌ

カカをどうやって飼育するかといった話題であっ

たと思う。

研究会の方々との話しは，いつも，その時，その

時点で壁にぶち当っている問題について，多様な

発想、の発言のやり取りとなる。

研究生活をしていると，しょっちゅう壁にぶつか

り，孤独となる。どなたに聞いても分からない時，

その壁は自分自身で突破する以外にはない。そんな時，

協力者がおられて色々の発想を聞かせて貰ったり，

励ましの言葉をお聞きすることなどは，どんなにか

勇気付けられるものである。このような雰囲気の中

で，次々と壁を破ることができるように思う。

こんな雑談の最中に，ふと地面を見たところ，何

時の間にか，さきほど捨てたアイスキャンデーの割

り箸にアリがむらがって，なめている光景が眼にと

まった。私はとっさに“これだ"と叫んだのである。

私は早速，この割り箸を折って，持っていた小型

シャーレに入れ，これを餌として，シャーレ内で

ニワトリヌカカを飼うことを思いついたのである。

この箸がべとべとしているようだと，ニワトリヌカ

カは脚，羽がくっついて，やがて死ぬ。そこで，

このシャーレに，前の畑の桑の葉を入れたもの，杉

の皮を入れたもの，稲藁を入れたものなどを作り，

それぞれに，この割り箸を折って入れ，次いで、ニワ

トリヌカカを入れ，外蓋をかぶせて飼育を試みたの

である。

ニワトリヌカカをシャーレに入れる場合に吸虫

管から，そのまま移すと，入れたとたんに飛んで逃

げてしまうので，クロロホルムを吸虫管で少し吸い，

ニワトリヌカカを軽く麻酔して，シャーレに入れ，

蓋をした。ところが，この小型シャーレは蓋をして

も，上から押さえると，カタカタと音がする。つま

り，ぴったりとは密着していない品物が多いので，

せっかく，シャーレに入れたニワトリヌカカは，こ

の隙聞から逃げてしまう。そこで，シャーレの内蓋

をガーゼで 1/3程，覆って蓋をし，シャーレ外に

はみ出したガーゼ片を，その隙聞に，逃げ道のない

ように昆虫用ピンセットで詰め込んだのである。

このように，ガーゼを使い始めたことで，アイス

キャンデーの割り箸の使用を止めて，砂糖水を作り，

注射器で針をガーゼ面まで差込み，このガーゼ面の

一部を湿らすと共に，この砂糖水をニワトリヌカカ

の餌にしたのである。この時の砂糖は久保田さんの

奥さんに頂いたものである。

やがて群馬県宝泉村での流行が終った。この久保

田さんの離れに泊めて貰つての観察で，夕方，鶏舎

周辺を捕虫網を振りながら，ぐるぐる回って未吸血

のニワトリヌカカを採取し，蚊帳内で，感染鶏を吸

血させ，この吸血ニワトリヌカカをシャーレ内飼育

することで，スポロゾイトを形成さすことができる

という新知見をうることができたのである。
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井野さん，久保田さん，研究会の皆さんのお陰で

あった。出張の許可が出て，久保田さんの離れで，

感染ニワトリヌカカを作る準備をして，夕方を待っ

ている時，急に夕方から雨が降ってきて，未吸血の

ニワトリヌカカを採取する時刻を逃してしまい，そ

の晩，吸血さすことができないということもあった。

そんな時，そのまま帰ることもできず，試験場に電

話して，休暇願いを出して貰い，何らかの成果を掴

むまでは，帰らなかったのである。そんなことがで

きたのも，井里子さんご夫妻の借りておられた離れに

泊めて頂いたためで，必ず，何らかの成果を上げて

帰ることができたのである。有り難いことで、あった。

また，この離れに泊めて貰って初めて気付いたの

であるが，鶏は一晩中，がたがた，がたがたと音を

立てている。その足音が私の耳に聞こえてきて，最

初は気になって眠れなかった位である。鶏は安眠し

ていないのである。その原因に蒸し暑い夏であり，

ニワトリヌカカやカなどの吸血昆虫に一晩中，入れ

替わり立ち代わりの攻撃を受け，すなわち刺されて，

吸血され，しかも，その上にロイコチトゾーン症

やマラリアなどという病気まで感染させられて

いるのである。大変な苦痛であろうと推測した。

このようなことは，都会にいては気付かないことで

あった。

3. 感染鶏を収容した蚊帳内にニワトリヌカ力を

入れ，吸血させ，吸血ヌ力力をシャーレ内に回収し

て飼育しヒナに接種したもの

山梨県住吉種畜場内で 1957年に 9月 1日僻化の

ヒナを育雛中，ロイコチトゾーン病が発生したこと

はすでに述べた。その際，木村唯一場長から，来年

からは君の思う通りの試験をしてあげようとの有

り難い言葉を頂いたのである。それで， 1958年以降，

毎年，ヒナを用いての有効薬剤探しが行われたので

ある。

そして，このような試験の結果，ピリメタミンが

実用化されて，全国的に使用され，その結果，目然

感染が激減したため，野外試験での効果判定ができ

なくなったのであるが，その年まで続けられたので

ある。

1958年は少し早めに育雛したら，感染はどうなる

かということで， 8月 10日僻化のヒナを育雛して

貰い，鶏コクシジウム症の予防薬のグリカマイド，

ナイカルパジンなどの飼料添加による試験が行わ

れたのである。しかし，出血死は 20日目の 8月 29

日から 9月 4日までに 8羽見られたのみであった。

9月 5日に l回，お伺いし，血液塗抹をして感染状

況を見ている。無投薬対照群は l回の検査のみで

70%ほどの感染率であった。使用した薬剤の状況に

ついては別の項目で説明している。

この 1959年の宝泉村での流行は 8月 10日頃で

終ったため，感染鶏を入手できなくなった。そのた

め，宝泉村では最早「シャーレ内飼育の試み」を続

けて，ニワトリヌカカがベクターとなるという最終

決定(仕上げ)ができなくなったのである。

しかし，幸いなことに，山梨では 9月でも感染鶏

がえられることから，この宝泉村での知見の総仕上

げを何としても住吉種畜場でしなければという

決意で，山梨に行かせて貰ったのである。

もちろん，この年も，前年より遅らして， 8月 28

日解、化のヒナを使用して，フラゾリドン，ナイカル

パジン，ピリメタミン(ダラプリン)などの試験も平

行して実施して貰ったのである。しかし 1回だけ

の塗抹では，その群の感染率をより正確にはだしえ

ないということで， 3回は行かせて貰うことにした

のである。これらの予防治療薬関係については別の

項目で記述しているので，ここでは触れない。この

野外試験の観察も兼ねて，ベクターの最終決定を

しようとしたのである。

①鶏舎周辺で乱舞しているニワトリヌカカを蚊帳

に入れたもの(以下は山梨県住吉種畜場での観察，

第 1回試験)

1959年は 9月9日にでかけている。薬剤試験群の

第 l回の血液塗抹を取り，次いで、，今夜，蚊帳の中

に入れる感染鶏を成鶏舎で飼育されているものか

ら選ぶため，貧血と緑便の見られる鶏の塗抹を取り，

ギムザ染色して鏡検し，選び出した。

育雛舎とは別の部屋にナイロン製の蚊帳を張り，

伏せ駕籍に感染鶏を入れ，これを蚊帳の中に入れた。

ニワトリヌカカは夕方，宝泉村で、行ったと同じよう

に，鶏舎周辺を飛んでいるニワトリヌカカを捕虫網

で採取して蚊帳に入れた。特に，鶏舎の片隅で乱舞

していたものがいたのでそれを取ったため，多数の

ヌカカを入れたつもりであった。しかし，翌日 (10

日)午前 7時に回収したが， 10匹のみであった。軽

くクロロホルムで麻酔して，シャーレに移した。
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シャーレ内には桑の葉，杉皮，木片などを入れ，ガー

ゼを使用し，その一部を注射器を使用して，砂糖水

で湿らせるなどは宝泉村で、行ったと同じであった。

ところが，翌日 (11日)には全滅していた。

②鶏舎周辺で乱舞しているニワトリヌカ力を蚊帳内

に入れたもの(第 2回試験)

9月 10日も同様に鶏舎の片隅に乱舞していたニ

ワトリヌカカを大量に取り，蚊帳に入れた。翌日 (11

日)午前 8時に 6匹しか回収できなかった。これを

桑の葉と木片を入れたシャーレに移して飼育した。

シャーレに移す時，軽くクロロホノレムで麻酔するが，

その翌日の 12日に 2，3匹死亡していた。残りを 15

日まで飼育して，生存していた 3匹のニワトリヌカ

カを乳剤として，静脈内と筋肉内接種したが，感染

しなかった。

それにしても，あんなに沢山のニワトリヌカカを

蚊帳に入れたのに，翌日の回収が 6匹とは，どうし

てであろうかと， 11日の夕方，乱舞しているものを

採り，すぐ殺して実体顕微鏡で調べてみたところ，

ほとんど雄で、あったのである。こんなことも知らな

かったのである。

宝泉村では鶏舎といっても，窓の無い，四方開放

のパタリー舎で、あった。しかし，住吉種畜場の鶏舎

は窓や壁のある建物の中で鶏が飼育されている。そ

れにもかかわらず，宝泉村と同じように，鶏舎の周

りでニワトリヌカカを採取しようと試み，たまたま，

鶏舎の死角に当たる角で，乱舞しているニワトリ

ヌカカを見つけたので，これこれと採取して蚊帳に

入れたのである。

これではいけないと思った時，育雛器の中に飼育

されているヒナが多数，感染するのであるから，育

雛舎内で，捕虫網を振りながら，育雛器の周りをぐ

るぐる回ることで，育雛器の中のヒナを吸血にきた

ニワトリヌカカを吸血前に捕まえることができる

はずだと気付いたのである。しかも，雨の影響も少

ないであろうし，舎外よりも室内は少し早く薄暗く

なるので，採取しやすかったのである。

③育雛舎内で夕方，育雛器の周りを捕虫網を振りな

がら採取したニワトリヌ力力を蚊帳に入れたもの

(第 3回試験)

9月 11日の夕方，育雛舎内で，育雛器の周りを捕

虫網を振りながら，ニワトリヌカカを採取して別の

部屋に張った蚊帳の中に入れ，感染鶏を吸血させた。

これと同時に，この育雛舎内にライトトラップを

設置して，この夜の午後 8時から， 10時から， 12 

日午前 0時から，午前 2時から， 2時 40分から， 4 

時 30分から，それぞれ 20分間，点灯してニワトリ

ヌカカを回収し，吸血雌，未吸血雌，雄の数を観察

したのである。それによると，吸血ニワトリヌカカ

はそれぞれ， 0， 1， 2， 4， 5， 7匹，未吸血ニワトリ

ヌカカはそれぞれ， 29， 50， 57， 74， 76， 53匹，雄

はそれぞれ， 11， 4， 2， 5， 7， 8匹であった。

この時は私が今夜は徹夜して調べますと木村場

長に話したところ，場長からトリスのウイスキーの

差し入れがあり，これを飲みながら，頑張って下さ

いとの励ましの言葉をいただき，ちびり，ちびり

飲みながら徹夜して観察したのである。

蚊帳内で吸血させた試験のものは，翌日 (12 日)

の午前8時に 56匹のニワトリヌカカが回収された。

これを軽く麻酔して，藁のみのを入れたシャーレと，

桑の葉と藁を入れたものとに分けて飼育した。しか

し，大部分が翌日の朝の観察で死亡していた。 17

日には 20匹のみとなっていた。この乳剤は静脈内

に0.6ml，筋肉内に 0.8ml接種したヒナと，静脈内

のみに 0.6ml接種したヒナとの2羽を観察したとこ

ろ感染が認められたのである。

ただい感染したかどうかは接種後 14日目以降，

すなわち 10月 1日以降でないと判明しないので，

後で感染したことを知ったことになる。

④前回と同様にしたもの(第 4回試験)

9月 12日は前日と同様，育雛舎内で採取したニワ

トリヌカカを蚊帳に入れた。翌日 (13日)午前 7時に

80匹回収し，杉の皮と藁を入れたシャーレに移した。

ところが，翌日，全滅していた。どうも，杉の皮を

入れた第 l固と第4回の試験でいずれも全滅してい

ることから以後，杉の皮は使用を中止した。

⑤前回と同様にしたもの(第 5回試験)

9月 21 日に薬剤の野外試験の血液塗抹作成を

兼ねて，ベクターの検索も第 3回試験と同様にして

実施した。翌日の 22日は午後 4時に回収した。

今回も 21日の午後 8時， 10時， 22日午前 0時， 2 

時， 5時から，それぞれ 20分間，ライトトラッフ。でニ

ワトリヌカカを採取した。吸血ニワトリヌカカはそれ

ぞれ， 9， 12， 26， 46， 26匹，未吸血ニワトリヌカカは

それぞれ， 88， 247， 349， 440， 254匹，雄ニワトリヌ

カカはそれぞれ， 25， 77， 82， 92， 92匹などで、あった。
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このように徹夜してニワトリヌカカの生態を観

察した結果，夜間に腹いっぱいに吸血したニワトリ

ヌカカは，とても，遠くには飛べず，床に落ちたり，

近くの物体につかまって，じっとして夜を過ごして

いる。明け方になって，東の空が白み始めると，近

くの草むらとか，壁と柱の聞の窪みとか，ガラス窓

の桟の聞とか，黒いカーテンなどにぞろぞろと移動

して，隠れていた。そして日中は，その場所でじっ

としている。夕方までにはお腹の収まりも少し良く

なって，後日分かつたことであるが，森井さんが製

薬会社エーザイの協力で撮影したフィルムでは

ニワトリヌカカは吸血中も，盛んに排尿している状

況が写しだされていたが，排尿や消化によって飛び

うる状態になるようである。

このことから，吸血したニワトリヌカカを朝，蚊

帳内から吸虫管で回収し，クロロホノレムで軽くとは

いえ麻酔さすことは，かなりのショック，悪影響を

与えるようで，シャーレに麻酔して収容した翌日に，

かなりのものが死亡している。この死亡を免れたも

のは，それ以降生存してくれている。

幸いなことに，種畜場内には育雛舎と同様に，暗

幕が引かれている部屋があったので，日音幕を張って

暗くした中に蚊帳を張り，吸血させ，翌日も，その

まま暗くしておいて，午後 4時に南側の暗幕を開い

て光を入れ， 160匹前後，回収して，軽く麻酔し，

藁のみを入れたシャーレと，藁と滅紙とを一緒に入

れたシャーレに分けて収容したところ，翌日も大部

分が生存していたのである。このニワトリヌカカは

28日まで飼育したところ， 40匹入れたシャーレで

は 20匹生存していた。この乳剤は 1羽には静脈内

に 0.2m!，筋肉内に 0.5m!接種し，もう l羽には

静脈内に 0.4m!接種し， 0.5m!を経口投与した。

さらに 29日まで飼育したニワトリヌカカは，

119匹中 79匹が生存していたので，乳剤は 1羽には

静脈内に 0.2m!，筋肉内に 0.5m!接種し， )3IJの l羽

には静脈内に 0.2m!のみ接種し，さらに 3羽目には

静脈内に 0.5m!接種し， 1. Om!を経口投与した。こ

の第 5回試験の接種鶏 5羽は 10月に入って，全て

感染したことが判明したのである。

⑥前回と同様のもの(第 6回試験)

9月 22日にも前回と同様のニワトリヌカカを蚊

帳に入れ，翌日も暗幕を張り，室内を暗くしておい

て，午後 4時に 60匹回収し，藁のみを入れたシャー

レに軽く麻酔して移した。翌日の観察でも大部分の

ものが生存していた。9月 25日まで飼育した lつの

シャーレには 8匹中 6匹生存していた。この乳剤は

l羽の静脈内に 0.4m!のみ接種， 26日まで飼育した

シャーレには 15匹中 6匹が生存していた。この乳

剤は 1羽の静脈内に 0.2m!，筋肉内に 0.8m!接種し

た。 27日まで飼育したものでは， 15匹中 5匹生存

していた。この乳剤は l羽の静脈内に 0.2m!，筋肉

内に 0.5m!接種した。さらに 28日まで飼育したも

のには 20匹中 6匹が生存していたので，その乳剤

を作り 1羽の静脈内に 0.2m!，筋肉内に 0.5m!接

種した。この第 6回試験で接種した 4羽も全て，接

種後 14日目以降に感染したことが確認された。

⑦育雛舎の壁に止まっていた吸血ニワトリヌカカ

を採取してシャーレ内飼育したもの

9月 22日当時は育雛舎内で実施中の薬剤試験群

にも感染鶏が出ていたので，午後 l時頃に育雛舎の

壁に止まっていた吸血ニワトリヌカカを採取し，藁

のみを入れたシャーレに軽く麻酔して移した。翌日

の観察でも大部分のものが生存していた。25日まで

飼育して， 31匹中 19匹の生存が確認されたので，

これらの乳剤を 1羽の静脈内に 0.2m!，筋肉内に

0.8m!接種した。この l羽も感染した。
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