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鶴鵜(ウミウ)の胃に寄生する線虫に就て

山下次郎

{北海道大挙農準'，}j{¥!l)J物準教室)

山下善平

( 宮 内 艇 式部職)

On  the occurrence of Oontrαcαecu官官乱制'1m・occp1tαlt附乱

(RUD.) BAYLIS in the proventdculus of cormorants， 
Phαγam'oc{xrax cαp1llαtus (TEMM. et SCHLEG.) 

Ey 

JIRO YAMASHITA 
(Zoological Institute， Faculty of Agriculture， Hokkaido University) 

ZEMPEI YAMASHlTA 
(Eoard of Ceremonies， Household DepartmentJ 

鵜飼は 1500年の体統をもった、けに鵜匝の1111

には因襲的な考え方が強く， ~~鳥が紫死すれば直ち

に懇に坦葬し，鵜の疾病などに就ては全く無闘心ぜ

に取扱われてきた。従って死因追究の目的からこ

れを解剖に附する概合は極めて稀で，我固に於て

鵜の寄生虫に就ては山口 (1941)の伊勢j主カワウ，

;松江及び徳島産のヒメウ，伊勢産ウミウ並びに山

下 (1938)のカワウの僅か童文例の報告がるるに過ぎ

ない。著者等は今回岐阜市の長良に於て刺飼に従

事しつつあったウミウ (Pharacrocoraxcapil1allls 

(TEMM. et SCHLEG.))の2病例を音IJ見する機合に

息まれた。その結果ウミウ 2羽の前胃から多数の

寄生虫を護見し，前Fjの荊鑓をも観察するととが

出来た。

従来鵜匠の1mには寄生虫が宿る震に，とれに

よって鴨下されたが、類は泊化されて胤は健康を保

つことが出来るものと信ぜられ，寄生虫の駆除を

却って嫌忌する風習さえ今Îì~存在している。刺

飼は近く文部省の文化財として指定されようとし

ている。との時に首り我々はmJ~の疾病に到する科

事的研究を進めると共にがj飼義者11¥1にとの方聞の

闘心をと高め J aJ.eの民の健康維持に野jJする必要を

痛感する。

我々は主主にカワウ 2fytlに就ての胃の病挫の蹴

略と多数護見された寄生虫に就て記故し参考の資

とし度い。狛本種寄生虫のウミウからの殻見は著

者等の報告を以て唱矢とするものである。

1. 宿主及びその病理

1. 宿主 No.1.

都:名 Pharacrocoraxcapillaills (TEMM. et SCH司

LEG.) (ウミウ);名稲，艦位(ヘグラ);年齢， 18; 

性， o;毛色，浦羽色;産地，茨城牒石演村;飼養

地，岐阜市長良。

葉台:昭和 91~，茨城l孫子二i演村から購入，昭和

27年6月頃頭背部皮下に硯事tiJ.i1を欄知 (4x10cm)，

該部の被毛は会Ij耽。同年 10月15日以降被毛は新

生し，硬結iiLは4xO.5cmに新i少。食慾は正常で‘

あったにも拘ら十ゆ1;;7，く痩i刊し，歩行路臨，i非泳時

休の千~!jを失う如き視を呈した。同年 11 月 25 日

放血殺後古IJ検に附した。

同の病鑓の臨時:先す=肉¥¥只所見として次の事

項がl切らかにされた。前Fjは著しく醍臭にi古み内

容空虚で・，組めて多数の線虫の議勤するのが認め

られた。とれらの線虫は多く *J'iH児に吸着し， Wi脱
面は著しく粗槌で，i炎次赤色を帯ぴ，ゼラチン椋
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粘液右こ表1前に附着す。諸所に鶏卵大，抑止指頭大乃

至小指頭大の膨隆巣を形成する。一民は硬度輩，軒.

度は1!~jJttに宮む。執れも粘膜i岡に物質飲損あり，

*Il槌で凹f11あり，問|引は堤防欣隆起によって|穿lま

れる。割を入れれば粘膜下織，筋磨の諸fNiーに友黄

色県が認められ，中心部は融解壊死にsti;る。紫肢

は一般に異常がないが，トk.記膨隆巣に一致してl百

は隆起を示す。

組織所見としては高度の出痕形成，腺組織の

;壊死，多数の寄生性結節(筋唐)が認められる。

との寄生仕事li笥iは円の外，腎，防li，頭背部皮下に

も認められ，ノl、腸には虫卵及ぴ少数の虫休が昨認

された。

宿主 No.2.

右n名，同前;名栴，不明;年齢， 17;性， <( 

毛色，産地，飼養地，同前。

哀合:昭和 27年 11月中旬頃便秘し耽IJcし

た。食愁廃絶， I郁子 12月3Fl捷死。

前胃の肉n民所見及び:'*[1織所見は前宿主に類同

するが，病鑓は前';{?f・に比してやや軽度であった。

柄本宿主に於ける寄生位争品目は胃以外の組織には

認められなかった。

1I. 寄生虫の形態と種名

1.形態

体は帯責白色で，口部には 3ftiの唇とそれよ

りやや短いよく護主主:した尖端内方に曲る interlahia

を有し，各停には2伽!の耳航突出部を有し，背側

仔には 2佃の2頭字L頭 (douh!epapiIIae)を有し，

他の亜腹側唇には各1例ρ2頭字L]f買を有する。唇

の長さは 0.07-0.1 mm，将の謹縁には歯を認めな

い。体のクチクラには幅狭い横f射JAを有し，而も

横保線は頭部直下の体部に著明である。頭部乳頭

は神経環の附近に存在し，示I11経環は頭部より 0.35

-0.55mmの位置にある。食道は短く胃部には下

mg部を千fし，腸は胃との控事!日部に於てJ二行して古

裏部を形成する。

o:休長9-22mm，体幅 0.6-0.9mm，尾部

はIHl錐欣をR.L，腹側に轡同1し，尖端に指朕突起

を有する o 前111乳頭 17-23j1+;.j，後日E乳頭6封を

有L.との中2封は大きく日.つ11:[門に接近して存

在し， 21:1"はその後方且つ内方にあり，他の 2封

は尾端に近く側方に存在する。 2本の交接刺は細

長く且つ等長で， 3.3-4.5 mmの長さ乞有する。

同IJ交接刺を猷;く。

♀:体長14-27mm，体幅 0.7-1.1mQ1，尾

部はml錐欣を」乏し， oの如く替出せす三尾部乳頭

は 1-2封存在するが明瞭で、ない。生殖孔は体の

Fig. 1. Contrαcαecum microcephα1旬叩.

1. Anterior extremity， dorsal view， x 80; 2， 

Lips and interlabiae， end-on view， X240; 3， 
Posterior extremity of male， ventral view， 
x 240; 4， Egg; 5， Posterior extremity of male， 
lateral view， >く40.
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ー中央より前方に存し，体長の 2:3の位置にある。

腔はやや前方に向うが子宮は直ちに体の後方に向

って走る。卵は類同形jう至短甘'ilkil形を主し， 54-

68x45-60μ の大きさを有し，卵殻は滞く，卵細

胞は既に分害IJ.しつつある。

2. 種名決定

上記の形態から本樟が COl1tracaeCUl1l届の線虫

であるととは明らかである。従来我岡の鳥類から

護見された本属綿虫は次に示す~n 表の通りであ

り，とれらの中鵜から護見されたものは C.spicu唄

ligerlll1l (カワウに寄生)， C. hi711eU (ヒメウに寄生)

及び C 仰 lill(ウミウに寄生)の 3租で何れも山口

(1941)によって報背された。

Table 1. The avian parasites of the genus 

Contrαcaecum and their hosts already 
reported in Japan. 

Parasites Host-birds 

Cοntracαecum I Nyct伽 γ即 時Cれ・corax
microcephαlum I Egrettα9αrzettα 

C towtumlL…cα仰向or

c mdd|llftftyus m勿ransformωanus 
1111. 11均 ransli即日t

c例 uligerumI Phalacroco阿部何r加加nedae

c伽側 lPh. p仰抑 制

C um.ωI  p，九 cαpillαt間

Contracαecum I 
sp m |MeT9加附柳町er

然し今回著者・等の得たものはとれらの 3杭と

近縁のものではあるが， C. spiculigerllTIIとは主と

して体長，交接刺の長さ，前日工乳頭の敢に於て異

り， C. himellとは体の大きさ，前IJI乳頭の敢，卵

殻の1早さ等異り C.附卯とは休の大きさ，口拝

の幸LliJ1の欣態，交接刺の長さに差異が認められる O

~に本和と近縁の租にC. microcephal1l71l がある。

該和に就ての CRAM(1927)及びl!l口(1935，1941) 

の記載と比較すれば交接刺の長さに発異がある。

又山口ρ記i¥ix，f土後日E乳頭の敢に於て木和より 1;¥N 
多いが， CRAMの記載とは後日r:乳到の敢は一致す

る。又 CABALLERO(1938)り記載によれば氏が

Pelecanllsから符た本部虫休の交接刺は著者等の

Table 2. The species of birds as the hosts 
of Contrαcαecum microcephαf叫m，

adding a new host (勺

Anαs boschαg 

A. domestica 

A. pl，αtyrhynchα 

Ardeαcinereα 

A. comαtα 

A. heγod似g

A. nyct必ω・αz

A. purpureα. 

A. stell，αris 

Aγdeαsp. 

Aγdeolαgγαyi 

A. mlloides 

Nyctiαrdeαgris側

Botαurαs mugitαns 

B. stellαγis 

Butorides viγescens 

Ciconi，ααlbα 

C. ciconia 

C.冗igrα

Her吋 :iasegrettα 

H. tγicolor 

Nycticor・αxeurop日eU8

N. nycf:ic日γα:哲

Egretta 9αrzettα 

Pelecαnus 
erythrorhynchus 

柴 Phαracrocorαz
cα:pillαtus 

虫休のそれより長い。以上のととからして今回著

者等がウミウから多数得た線虫は ContracaeCUl1l 

microcephal1l71l (RllDOl.PTlT， 1809) BAYL1S， 1920に

同定するのが最も安常と信十る。

囚みに本程の宿主としては従来第 2表に示す

ものが失n られている。従って著者~~.;の今回の報告

は鵜の類から本積を護見した最初のものであり，

故に本有fの宿主としてウミウ (Pharacrocoraxcapil-

latlls(TEMM.巴tSCHLEG.)を新たに迫力Hする次第

である。

考察並びに結論

著者-等は，.記の如《宿主の前宵の病穫の臨時

と寄生虫の形態及び!なJII;結果に就て述べたが，と

のような病境を呈し，而も組めて多数の寄生虫の

存在，円粘膜への吸着虫休多数を検出したととか

らして，著者~n;は干Fi主の宛因と寄生虫の寄生によ

る障害とを結びつけて考えないわけにはいかな

い。寄生虫の存在によって宿主が一定期間i却って

食慾正常)~~食慾充進を示し，末期に至って食慾

駿絶を来たすととは一般に認められる庭である。

今回著者・主主の観察し得た宿主が食慾に於て一般寄

生虫病の常道を踏む経過を示したととは，多数寄

生虫の長WlIiJJ.1に亘る寄生が!f?i主体の事弱又は舞苑
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を召来したととをと思わせるものである。

狛本積寄生虫の生活環は従来会く未知1の域に

あったが，山口 (1941)の報告によればドジヤウ

(Misg町 nUJanguillicaudatus CANTOR)の腸の張腺に

明らかに本種寄生虫の幼虫と思われる 2虫休を護

見し，その形態を記載している。とのことからす

れば或いはドジヤウは本種寄生虫の 1中間m主と

なる可能性を考慮しなければならない。然し本問

題に就ては更に将来賓験的詑明によって椛完され

るものである。

格りに臨み北海道大撃農製部動物産整敬室犬飼

教授の御校閲をこ深謝じ，病理所¥見に就て伺l教示頂

いた岐阜大墜農察官官獣欝準教室菅野静馬教授にlH
し衷心より感謝を去する。
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Resume 

The fishing with cormorants in River Nagara in Gifu Prefecture and some other regions has been 

known from long ago. Among the fishermen of these regions， there is a superstition that the fishes 

swalIowed by the cormorant may be digestcd by enzyme of parasites in the stomach， and they believe 

the extermination of the parasites may result in the death of the bird. The cormorants are always 

burried cordialIy when died and so the chance of the investigation of the parasites has been missed. For-

tunately， last November two dead cormorants， Pqaracrocorax capi/latus (TEMM. et SCHLEG.)， were given to 

us and we could find many parasites from the proventriculus. 

These birds were brought originaIly from Ishihamamura， Ibaragi Prefecture and engaged in fishing in 
Nagara， Gifu Prefecture since 1934 untiIl the summer of last year. 

Host No. i: Age 18， mail. At first it was normal in appetite but became emaciate gradually， re-
eIing at walk and losing the balance of body at swimming. It was killed and dissected in November 

of last year. At the time of dissection many nematode parasites were <>bserved moving in the proven-

triculus. Most of the parasites were fastened on to the mucous membrane where many nodules were 

as large as the finger tip. The histopathological examinations of the proventriculus demonstrated the 

formation uIcer at high degree， necrosis of glandular tissue and many parasitic nodules in the muscular 

layer. These nodules were found existing even in the kidney， lung and subcutaneous tissue of the 

cervical back region. 

Host No. 2: Ag巴 17，female・ Thisbird was dead in December of last year losing the appetite. The 

results of the anatomical' and histop且thologicalobservations of the proventriculus were similar to those 

of Host No. 1， excepting. that the pathological changes was slight and the parasitic nodules occurred only 

in the proventriculus. 

The morphology of this parasite is as foIIows: The body is yeIlowish white・ ThecuticIe cross-

striated; behind the smaIl head the furrows thus produced are so deep that a shirred appearance results; 

Mouth with 3 lips and 3 interIabiae， aII with thick transparent cuticIe. The lips， 0.07-0.1 mm long， 

have each two ear-shaped anterior projections and a longtudinal furrow on the inner surface. The dorsal 

lip has two large double papilIae， and the subventral one each. The incurved intcrIabiae are only slightly 

shorter than thc lips. The cervical papil 
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Male: Body siz巴 9-22x 0.6-0.9 mm. At the ventrally curved tail there are 17-23 pairs of preanal 

papiIIae and 6 pairs of postanal papillae， of which four are subventral and the other two lateral， the first 
two being very close together just behind the cloacal aperture. The slender alate spicules.are equal size 

and 3.3-4.5 mm long. 

Female: Body size is 14-27 x 0.7-1.1 mm. The vulva divides the body length in ratio of.2: 3. 

The eggs of variable shape， globular or elIiptical， are 54-68 x 45-60ρ， contained ovum segmented; shell 
thin， with irregular surface. 

This species differs from the reIated ContracaeCU1Jl spiculigerum chiefly in the length of body and spicule 

and in number of preanal papillae， from reJated C. himeu in body length， number of preanal papillae and 
thickness of egg-shell， and also from C. umiu in the length of body and spicule and the structures of 

papillae of lips. Above three species had already been reported from the cormorants in J apan by S. 
Y AMAGUTI (1935， 1941) as shown in Table 1. The species differs from th巴 closelyreJated C.川 icrcCfphalum

described by S. YAMAGUTI (1935， 1941) or E. B. CRAM (1927) in the length of spicule， but according 
to E. CABALLERO (1938) the spicules are 5 mm long in his specimens collected from Pelecanus erythror-

liynchus. From these morphological aspects， we are identified this. species with ContrucaeCUlJl micrccephal'u1ll 

(RUDOLPHI， 18(，9) BAYLIS， 1920， which have been known from various hosts as shown in. Table2. This 
species is new to th巴 cormorant.


