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Abstract 

This study is a repo口onstranded marine mammals from 

the coasts of the Sea of Japan during the period of 1 . Jan. 

1999 and 30. Apr. 2000, with some emphasis on results 

of pathological investigations. Materials studied are five 

C巴tacean and two pinniped species, totaling thirtynine 

individuals. The results include pulmonarγedema and 

enphysema, severe systemic congection or acute circulatory 

failure, some ulcer of stomach and focal fibrosis of kidney 

caused by parasites, severe emaciation and enlargement of 

certain lymph nodes. Many allotrγlic materials are found in 

the first and the second chambers of stomach in six out of 

eleven St司neger’s beaked whales. This investigation is 

carried out by the National Sience Museum, Tokyo. 

緒 言

セト研会員にはおなじみであるが、日本沿岸には年間

100件を越える数多くの漂着海棲晴乳類のス トランディ

ング報告がある。漂着海棲晴乳類を詳細に調査すること

により何故その個体が漂着するに至ったのか、何故死亡

したのかを考える際の重要な情報が収集できるとともに

海楼晴乳類に関する生物学的知見ならびに海洋環境の現

状など数多くの情報を得ることができる。今回は1999.I. 

l～2000.4. 30の期間に日本海沿岸に漂着した海棲晴乳類

のうち国立科学博物館のス トランディングサーベイで調

査した個体について、著者が深く関与した病理解剖を中

心に諸所見を紹介し、若干の考察を付け加える。上記の

期間内に国立科学博物館で何らかの調査を行うことがで

きたのは鯨類7種、鰭脚類2種、計39頭である。これら

の大部分はセト研関係者方々からの連絡によるものであ
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り、現地での調査あるいは国立科学博物館への搬送に当

たってもセ ト研関係者の尽力に依るところが大きい。全

ての調査は国立科学博物館動物研究部動物第一 ・四研究

室を拠点として行っており、 日本海セトロジー研究会、

（財）下関海洋科学アカデミ一、 下関市下関水族館、多数

のボランティアなどの協力を得た。

国立科学博物館のス トランディングサーベイで

収集した症例 99. 1. l～00. 4. 30 

種 病理解剖した症例数／漂着症例数

クジラ目

ヒゲクジラ亜日

ナガスクジラ科

BalaenoJJt.邑raacutorostrata 

ハクジラ亜目

マイルカ科

民1JJNnusdelJJNs (ca]Jens1'S?) 

Feresa a住ε>nuata

Lagenorhynchus obHQwdens 

TursjoJJS truncatus 

アカボウクジラ手ヰ

MesoJJi<αdon ste}negen・ 

ネズミイルカ科

M田>JJhocaenaJJhocaen01des 

食肉目

アシカ手ヰ

白 '1lo出血'.ISwsjnus 

EumetoJJjas Jubatus 

合計

ミンククジラ 1/3 

マイルカ 0/1 

ユメゴンドウ 3/5 

カマイルカ 3/3 

ハンドウイルカ 0/ 1 

オウギハクジラ 11/22 

スナメリ 0/2 

オットセイ 0/ 1 

トド 0/1 

2目5科9種 18/39 



実際調査にあたった症例： 漂着発見日 調査日

漂着場所体長性別

ヒゲクジラ亜日

Balaenoptera acuton田 trataミンワワジラ

990127 990127 新潟県刈羽郡 560cm F 

ハクジラ亜日

Feresa attenuataユメゴンドウ

000211 福岡県北九州市に4頭迷入、2頭死亡漂着

000213 165cm、M

000213 234c皿、F

000322 237cm、M

Lagenorhynchus obliQwaens tJマベJvtJ

990417 990417 新潟県刈羽郡 174.7忙 mM 

990208 990210 新潟県柏崎市 207.5cm F 

990423 990426 新潟県上越市 224cm M 

Mesoplodon s卸inegen"オウギハクジラ

990215 990216 新潟県西頚城郡 47lcm M 

990226 990228 山形県鶴岡市 476cm F 

990228 990302 青森県北津軽郡 446cm M 

990324 990327 新潟県佐渡郡 384cm Iv! 

990620 990622 山形県温海町 498cm Iv! 

000202 000204 青森県北津軽郡 456cm Iv! 

000306 000309 北海道檎山郡 520cm F 

000312 000315 新潟県両津市 466cm M 

000317 000319 石川県輪島市 512c皿 F 

000403 000404 石川県羽咋郡 483cm F 

000404 000404 石川県七尾市 468cm M 

調査項目

国立科学博物館のス トランディング調査では通常以下

のような項目について調査並びに採材を行っている。

調査項目

外部計測 ．計測用紙に記録（図 1) 

写真 撮影 ・35mmフィルム

臓器重量計測：計測用紙に記録

病理解剖：肉眼解剖→新鮮であれば組織検索用採材

寄生虫学的調査

採材項目

環境汚染物質検索用標本

遺伝子学用標本

骨格標本（全身または一部）

・調査は原則として漂着現場または国立科学博物館の

どちらかで実施した。

国島木綿子

－肉眼病理において検索対象リンパ節は図2の通りで

ある。
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図l 計測用紙 ：オウギハクジラ用

結果

肉眼病理所見

剖検結果のうち病理学的に主要な所見を以下に器官系

別にまとめる。

1.呼吸器

・肺水腫 (13/18症例）；気道内における白色泡沫

状物および／または液体貯留を伴う (11/13症例）、

胸水貯留を伴う （9 /13症例）

－肺気腫（2 /18症例）

2. 消化器

・ Anisakis属幼線虫寄生を伴う胃粘膜潰蕩（4/18 

症例） 図3

－前胃および主宵内における外来性異物の存在（オ

ウギハクジラ 6/1 l症例） 一図4

3.泌尿生殖器

Crassicauda 属線虫 寄生を伴う腎小業の線維化

（オウギハクジラl1/11症例）

4. リンパ器 ：各リンパ節腫大 （4/18症例）
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下顎リンパ節

sternum 脚er

以':lrenalgtar;咽

的ta蜘＠ • GarKI ..凶.-,YI副泊

図2 検索対象リンパ節

5.その他

・高度削痩（2/18症例、調査日000319輪島市オウ

ギハクジラ、000315両津市オウギハクジラ）

－全身性うっ血： 急性の全身性循環障害 (1/18症

例、 000319輪島市オウギハクジラ）

－第1・2胃食滞 (1/18症例、990127刈羽郡ミン

ククジラ）

生物学的所見

調査結果から、生物学的データの簡単な要約を以下に

箇条書さでまとめる。

胃内容物所見

1.オウギハクジラ

・イカl婿およびレンズ： 7/1 l症例

．多量の液体： 511l症例

－外来性異物（ロープ、漁網および各種プラスチッ

ク製品 黒色もの多い） 6/1 l症例一図4

2. ユメゴンドウ

・魚の眼球： 1/3症例（000213下関市、体長 ：234cm)

・ミルク： 1/3症例（000213下関市、体長 ：165cm)

・イカ鳴： 1/3症例（000213下関市、体長 ：165cm)

・液体のみ ・1/3症例（000322下関市）

3. カマイルカ

・内容物あり（半消化アジ科魚類およびイカ、魚骨、

小型イカ口器および魚L類耳石） : 1/3症例（990417

刈羽郡）

－内容物なし 1/3症例（990210柏崎市）

4. ミンククジラ

・小魚を主体とする食物消化物残誼： 1例

雌雄差

雄： 11/18症例（オウギハクジラ 7症例、ユメゴン

ドウ2症例、カマイルカ2症例）

雌 ：7/18症例（オウギハクジラ4症例、ユメゴン

ドウ l症例、カマイルカ 1症例、ミ ンククジラ

l症例）

生殖器所見

・雄生殖器内に精液貯留あり ：1 /1 l症例（000322

下関ユメゴンドウ）

－卵巣に黄体または／および自体あり： 4/7症例

(000213下関市ユメゴンドウ、 000309槍山郡オウ

ギハクジラ、000319輪島市オウギハクジラ、000404

羽咋郡オウギハクジラ）

考察

病理学的所見

直接の死因と考えられるのは肺気腫 (1/18症例）お

よび肺水腫 (13/18症例）よ り示唆される呼吸器不全が

最も多かった。肺水腫が認められた症例では溺死を有力

視させる諸所見（気管支内の白色抱沫状物および液体貯

留、 胸水貯留）も併せて観察できる症例がほとんどであ

った。幾つかの症例で寄生虫による消化器あるいは泌尿

器の変化が認められたが、いずれも死因に結びつくほど

司
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重篤ではないと判断した。その他漂着および死因に結び

っくであろう基礎疾患（生前より患っていた疾病等）が

肉眼的に幾つか認められた．今回の報告では肉眼病理所

見のうちその他の項目に列挙した各所見である．例えば、

（高度削痩）が認められた場合、仮に死因に結びつく診

断名を挙げるとすると飢餓死である．その他では （全身

性のリンパ節腫大）→（全身性の感染症）、（高度な全身

性うつ血）→（循環器不全） という具合である。しかし

どれも決定的所見に欠けること、その種の正常状態およ

び生理学的知見等の情報量が少ないため病理学的な意義

の評価が困難で、どれも断定には至っていない。すなわ

ち、直接の死因を確認することはできるが、その個体が

漂着するに至った経緯を理解するに足る病理学的所見は

得られていないというのが現状である．そのため、こう

した漂着症例を含む海楼晴乳類を病理学的に検討する際

には陸棲晴乳類と比較することが必須であることに加え

て、海棲晴乳類分野の病理学的データを少しでも多く蓄

積することが不可欠であると痛感した。また、正常状態

に関するデータの欠如も深刻な問題と考えられる。

オウギハクジラの胃内容物には他の種と比べて外来性

異物の混入が高いことが今回の調査からも明らかとなっ

た。これは病理学的にも重要な所見と考えられるため、

漂着と何らかの関係性があるのかどうかはさらなるデー

タの蓄積によって解明していきたい。胃内容物に認めら

れた液体は恐らく死戦期における海水の誤飲と思われ

る。

生物学的所見

今回雄生殖器（精巣および精巣上体）に精液貯留が認

められた症例は雄ll症例中 1症例であった。精液の貯留

が認められた症例に関しては性成熟に達していたと判断

した。その他の個体については体長より幼体と判断され

る1999年3月24日、新潟県佐渡郡に死亡漂着したオウギ

ハクジラ（体長： 384cm、雄）を除いて、精液貯留と性
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成熟との関係については精液産生を含む精巣の季節変動

への今後の検討が必要と考える。雌生殖器において黄体

または／および自体が認められた症例は 7症例中 4例で

あった。黄体および自体のどちらかまたは両方が認めら

れたということはその個体が性成熟に達し、排卵してい

たと判断した。

最後に

今回の調査を通して感じたことは、セト研関係者の方

々および漂着現場の方々の漂着鯨類への対応がとても迅

速であったことである。しかし、正確な病理学的所見を

蓄積するためにはどうしても少しでも新鮮な個体を調査

する事が必要不可欠である事をここに改めて記したい。

それは海棲晴乳類の病気や漂着原因の解明に必ずや繋が

っていく と信じているからである。
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写真 a:000213下関ユメゴンドウ

クレータ状潰蕩部中心に

Anisakis. sp線虫が食い込んでいる．

写真 a: 990622温海町オウギハクジラ

IO cm大漁網および、釣り糸の魂l個

径2cm大ビニール製フタ 2個

図3 胃潰蕩

図4 胃内容物
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写真b:000322下関ユメゴンドウ

クレータ状漬湯部

写真b:000404羽咋郡オウギハクジラ

苗木用植木鉢

拳二つ大を越えるロープ塊等


