環衛レポート

No46 号

静岡県環境衛生科学研究所

2014 年 7 月

○ 外来種コモチカワツボについて
環境科学部

中村

佐知子……P2

○ 麻しん（はしか）患者が増えています！
微生物部

池ヶ谷

朝香……P5

○ 指定薬物の所持や使用等も法律で罰せられます！
～指定薬物をめぐる最近の話題～
医薬食品部

菅野

尚子……P7

小山

祐人……P9

○ 効率的な地下水汚染調査方法の開発
大気水質部

情報発信！
-1-

外来種コモチカワツボについて
【コモチカワツボとは？】
ニュージーランド原産の外来生物である淡水性巻貝のコモチカワツボは、無性生殖を
行うため、繁殖力が極めて強いとされており、2000 年代から日本各地で分布が拡大し、
2010 年時点では、１道１府 21 県で生息が確認されています。
日本への侵入経路は、海外から輸入されたウナギやマス類などへの混入が疑われてお
り、初期に国内で生息が確認された場所の多くは、養魚施設の周辺でした。
また、ゲンジボタルの餌となるカワニナの代わりとして、意図的に散布されていたこ
ともあるため、コモチカワツボを餌とした場合における、ホタルの成長や発光に与える
影響についての調査報告もあります。
静岡県では、1998 年に初めて生息が確認されていますが、県内には、ウナギやマス
類の養魚場が数多く存在しているため、急激な個体数の増加や分布域の拡大による生態
系への影響が懸念されています。
そこで、当研究所では、2012 ～2013 年度に県内における分布状況、ゲンジボタルの
成育に与える影響などに関して調査を行い、拡大防止策を検討しました。
コモチカワツボ

【コモチカワツボの識別法】

カワニナ

コモチカワツボはカワニナの稚貝とよく似て
いますが、殻の口の形の違い等を観察すること
により、見分けることができます。

①

①
②
③

コモチカワツボとカワニナの稚貝との簡便な
識別法を表１に示しました。
表 1 コモチカワツボとカワニナの稚貝との比較
区

分

①大きさ（mm）

コモチカワツボ

0.3～5

カワニナ

1～50

②殻の口の形

③軟体部の色

円形に近い

頭部背面が黒色

長円形

足が白色

ひし形

頭部背面が褐色のまだら模様
足が褐色

【静岡県における分布状況調査結果】
県内の生息状況について、既存の文献に示された場所、国内への侵入地として疑われ
る養魚場周辺、ゲンジボタルへの影響が懸念されるホタルの名所周辺の河川等を中心に、
計 51 か所で調査を行い、新たに９か所で生息が確認されました。（図１）
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新たに確認された生息地のうち、養魚場周辺が３か所、ホタルの名所周辺が３か所と
いう結果となり、これらの立地が侵入経路となっている可能性が示唆されました。
また、芝川水系、湯日川水系など、新たな水系でも生息が確認されたことから、本県
における分布域が拡大していることも示され、在来の生態系への影響が懸念されていま
す。

：既存文献のうち本種の生息が引き続き確認された地点
：既存文献のうち本種の生息が確認されなかった地点
：今回の調査で本種の生息が確認された地点
：今回の調査で本種の生息が確認されなかった地点
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図 1 静岡県内分布状況調査結果
【コモチカワツボがホタルの成育に与える影響の検討】
コモチカワツボがゲンジボタルの成
育に与える影響を調査するため、ゲン
ジボタルの幼虫について、右に示した
２つの条件で比較飼育試験を実施し、
成長の度合等について観察しました。

① 飼育期間
2013 年７月２日～2014 年１月６日(188 日間)
② 飼育条件
・カワニナを餌として飼育する群 (n =30 匹)
・コモチカワツボを餌として飼育する群(n =30 匹)

その結果、飼育開始 87 日目以降、カ
ワニナを餌として育てた幼虫に比べ、コモチカワツボを餌として育てたものは、成長が
有意に遅くなる傾向が見られました（図２）
。
また、188 日目に幼虫の体幅を測定したところ、
カワニナを餌とした場合は平均 4.4 mm、
コモチカワツボの場合は平均 2.9 mm と、コモチカワツボを餌としたものは、体幅も小
さくなることが確認され、コモチカワツボを餌とすることにより、ホタルの成長が阻害
される可能性が示されました。
なお、幼虫の生存率については、双方に大きな違いは見られませんでした（188 日目
測定時、
カワニナ 30 匹→20 匹：生存率 67％、
コモチカワツボ 30 匹→19 匹：生存率 63％）
。
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図２

ゲンジボタル体長変化

【生息分布域を広げないために】
コモチカワツボは、ゲンジボタルの成長に影響を与える可能性のある他、その旺盛な
繁殖力により、藻類を主食とする同様な生物の駆逐など、生態系に様々な影響を与える
可能性が考えられ、現在の地域生態系を保護するためには、生息域を広げないことが重
要です。
コモチカワツボの稚貝の大きさは、表１に示したとおり約 0.3mm と小さいため、定着
した箇所から親貝の除去を行った場合でも、稚貝を肉眼で発見し完全に除去することは
不可能といわれています。
そのため、意図的な散布や移植をしないように、以下の点に注意する必要があります。
○ 生息域の魚、水草、川底の石等を、他の川や池に移植することはやめましょう。
○ ゲンジボタルの餌として意図的に散布することはやめましょう。
○ 生息地の河川等で使用した長靴や網などの器具に付着し、他に運ばれる可能性が
あるので、生息地の河川等で使用した器具は、十分に乾燥させるか、薬剤等で死
滅させましょう。
※ 乾燥及び薬剤処置の目安
乾燥方法：夏場の日なた(40℃以上になる場所)に２時間以上放置し、天日干しする。
薬剤処置：オスバン(10％塩化ベンザルコニウム溶液)５％溶液噴霧後５分放置する。
家庭用台所洗剤 10％溶液噴霧後 15 分放置する。
消毒用 70%エタノール噴霧後 10 分放置する
※薬剤は十分に浸透するまでスプレーするか、溶液を入れたバケツなどに浸す。

環境科学部 中村 佐知子
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麻しん（はしか）患者が増えています！
【全国及び県内の発生状況】
2014 年に入り、麻しん患者の発生が全国的に増加しています。
６月末では、398 人の発生報告があり、昨年 1 年間の 232 人を超え、昨年同時期の 147
人と比べ約３倍となっています（図 1）。
１月には、主にフィリピンから帰国した人の発生が多くみられましたが、２月以降は、
海外渡航歴のない人の発生も多くみられています。
また、遺伝子検査の結果では、フィリピンで多く見られる B３型が最も多く検出され
ています（図 2）。
静岡県でも、６月末までに 30 人（昨年１年間 7 人）の発生が報告されており（図 1）
、
遺伝子型では、全国と同様に B3 型が最も多く、麻しんウイルス陽性であった 26 人から
は、B3 型が 24 人、
H1 型とワクチン株である A 型がそれぞれ 1 人ずつ検出されています。
【症状】
発熱や咳など風邪のような症状の後に、高熱や発疹などの症状が現れます。発疹が出
る前後には、口の中に「コプリック斑」という麻しんの特徴的な白斑が、多くの患者に
認められています。
主な症状は、発症から７～10 日で回復しますが、一部に肺炎や中耳炎等の合併症も
発症します。
また、まれに脳炎を発症することがあり、肺炎とともに死亡の原因となります。
【感染経路】
麻しんウイルスは、患者との接触、飛沫、空気 (飛沫核)により感染し、感染力は、イン

フルエンザウイルスの６倍以上とも言われています。
そのため、麻しんに対する免疫がない人は、周囲に麻しん患者がいた場合、感染する
可能性が非常に高くなります。
麻しん患者は、発疹が出現する前からウイルスを排出しているため、麻しんと診断さ
れる前に、患者との接触等により感染する可能性があります。
【予防】
麻しんの最も効果的な予防法は、ワクチン接種です。
日本における麻しんの定期予防接種は、1 歳と小学校入学前１年間の２回行うことに
なっています。２回の接種により、麻しんに対する免疫を強固にすることができます。
なお、接種後１週間前後に、約５～８％の人に一過性の発熱や発疹等の副反応が現れ
る場合があります。
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日本では、2015 年までに麻しんを排除する取組みを進めています。
当研究所においても、県内各医療機関、保健所等とネットワークを構築し、麻しんウ
イルスの遺伝子検出による検査診断を行うことにより、麻しん排除に向けた積極的な取
組みを行っています。

微生物部 池ヶ谷 朝香
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指定薬物の所持や使用等も法律で罰せられます！
～指定薬物をめぐる最近の話題～
【危険ドラッグ＊の恐怖】
最近、合法ハーブ等と称して販売される薬
物（いわゆる危険ドラッグ＊）を吸引して、意
識障害や嘔吐、けいれん、錯乱等を起こし、
救急搬送された事例や、交通事故・死亡事件
が全国各地で多発しています。危険ドラッグ＊
は、インターネットや店頭で、
「合法」である
と偽って販売されているため、軽い気持ちで
手を出す人が少なくありませんが、乱用する
うちに、さらに強い刺激を求めて覚醒剤や麻
薬等の薬物に手を出してしまうケースもあり、
図 1「合法」を装った危険ドラッグ＊の一例

薬物乱用の入り口となる「ゲートウェイドラ

（紙で巻きタバコのように吸引）

ッグ」とも言われています。

【指定薬物の所持、使用、購入等は禁止されています】
薬事法では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻
覚の作用（当該作用の維持又は強化の作用を含む）を
有する可能性が高く、かつ、人の身体に使用された場
合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物（大
・

・

・

・

・

・

・

麻、覚醒剤、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがらを
除く）を「指定薬物」として定義し、
「薬事法第 2 条第
14 項に規定する指定薬物及び同法第 76 条の 4 に規定す
る医療等の用途を定める省令（厚生労働省令第 14 号）」
で物質名を定めています。平成 19 年に指定薬物制度が
施行されて以降、海外で流通している物質の指定や、
化学構造が類似した特定の物質群を一括して指定する
包括指定を導入し、現在 1,300 物質以上が指定薬物に
指定されています（図 2）。
また、薬事法の改正により、指定薬物の輸入、製造、販売、授与又は販売若しくは授
与目的での貯蔵若しくは陳列の禁止に加え、平成 26 年 4 月 1 日からは、所持、購入、
譲り受け、医療等以外の使用についても禁止されました。指定薬物を含む「危険ドラッ
グ＊を使用しても罰せられない」という軽い気持ちから、入手、使用した場合は、3 年
以下の懲役又は 300 万円以下の罰金が科せられることになります。
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【ハーブ製品の試買調査】
静岡県では、指定薬物による健康被害の発生を未然に防止するため、県内で流通、販
売されているハーブ製品の試買調査を行っており、当研究所では、これら製品の試験検
査を実施しています。試験検査の流れは、図 3 に示したように、試料を前処理後、液体
クロマトグラフ・質量分析計（LC/MS）とガスクロマトグラフ・質量分析計（GC/MS）に
よる同時分析により、指定薬物の有無を確認しています。平成 24 年度及び平成 25 年度
は、それぞれ 15 製品の試験を実施し、試験品数は増加傾向にあります。静岡県では、
今後も流通する製品の調査、指導及び取締りを強化し、違反品の早期発見及び流通防止
に努めます。
※警察庁と厚生労働省は、平成 26 年 7 月 22 日、脱法ドラッグに代わる新しい呼称を
「危険ドラッグ」に決定したと発表しました。

医薬食品部
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菅野

尚子

効率的な地下水汚染調査方法の開発
【はじめに】
静岡県では、県民の健康被害防止と環境保全を図るため、地下水の水質に関する監
視・調査を行っています。
その結果、一部地域で茶園等の施肥由来と考えられる硝酸性窒素汚染が認められたた
め、汚染が認められた井戸(地下水)については、浄化・改善を図るとともに、安全性が
確認されるまで監視・調査を継続しています。
しかし、汚染源が茶畑等と考えられる場合は、浄化・改善が困難であり、汚染が広域
かつ長期にわたることから、監視・調査井戸が増え続けるという問題が発生します。
当研究所では、井戸の効率的な監視・調査を可能とするため、地下水脈の実態、汚染
源、汚染範囲等を合理的に把握できる調査方法について研究を行った結果、合理的かつ
効率的に監視・調査井戸を選定することが可能であるとの成果が得られたため、概要を
紹介します。
※ 硝酸性窒素(硝酸性窒素および亜硝酸性窒素)は、平成11年2月に環境基準項目として
環境基準10mg/L以下と定められました。
【調査方法】
従来は、地下水の硝酸性窒素汚染が判明した場合、基準を超過した井戸（汚染井戸）
を中心として、半径 500m の範囲内にある井戸の中から、硝酸性窒素濃度や地形・位置
関係を考慮し、汚染井戸と比較する井戸(対照井戸)の選定を行っていました。
この方法により選定した対照井戸の場合は、汚染井戸と水脈が異なる可能性があった
ため、新たに汚染井戸と対照井戸の含有イオン等の水質(表 1)を測定し、井戸水の特徴
による水脈分類の可能性について調査を行いました。
表 1 分析項目一覧
項目

詳細
+

+

2+

2+

+

陽イオン

Na 、K 、Mg 、Ca 、NH4

アルカリ度

HCO3-

陰イオン

F－、Cl－、SO42－、NO2－、NO3－、PO43－

その他

水温、pH、井戸区分(浅井戸/深井戸)、EC(電気伝導度)
水質分析は JIS．K．0102 に準拠。

平成 24 年度は、硝酸性窒素汚染が確認されている地域の井戸 39 地点の水質測定、イ
オン濃度を基にした分類調査及び過去のデータ(平成 20～22 年度：計 35 か所)との比較
を行いました。
その結果、降雨の影響や採水年月等による水質変化調査の必要性が考えられたため、
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平成 25 年度には、汚染地域の井戸 13 か所を月１回調査し、硝酸性窒素と他成分の相関
についても研究を行いました。
【調査結果・考察】
１ 平成 24 年度調査
調査の結果、硝酸性窒素が環境基準(10mg/L
以下)を超過した地点は、図１に示したとおり、
全 39 地点のうち３地点(図１の●)でした。
また、３地区（図１の○）では、井戸の距離・
深度が近いにもかかわらず分類結果は異なり、採
水地点や井戸深度が近い場合でも、水質が異なる
地点があることが確認されました。
平成 20、22、24 年度に行った延べ 74 地点におけ
る調査結果について、Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Cl-、

図 1 採水地点一覧

2-

SO4 の 6 種類のイオン濃度を基に分類した結果、
図２に示したとおりａ～f の６グループに分類さ
れました。

図 2 分類結果(平成 20、22、24 年度全調査井戸、Ⅰ～Ⅶ：重複地点)
調査地点の中で、基準超過が確認された箇所は 12 地点で、このうち９地点は、
同じグループ内に分類されています。
しかし、複数年度にわたり測定していた７地点のうち、３地点は同じ井戸にもか
かわらず、採水年度により分類されたグループが異なるという結果となり、原因と
しては、施肥時期の差や降雨の影響が考えられます。
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２

平成 25 年度調査
測定年度による水質変化の原因を検討するため、水質変化が確認された井戸及び

周辺井戸の計 13 か所について、月１回(計 12 回)の調査を行った結果、12 か所で
水質変化が確認されました。
代表的な井戸のイオン濃度の変化状況について、図３に示しました。
M大沢_1
井戸Ｂ
Na+
Na+

30

K+
K+

25

Mg+
Mg2+

20

Ca2+
Ca2+
ClCl-

15

SO42SO42-

10

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
採水日

濃度（mg/L）

濃度（mg/L）

M東萩間_1
井戸Ａ
16
14
12
10
8
6
4
2
0

NO3-N
NO3-N

5
0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
採水日

図 3 イオン濃度変化(例)(平成 25 年度定点調査)
井戸Ａは、６月と 10 月に濃度変化を示していますが、採水日の数日前に降雨があ
ったことが影響していると考えられます。
井戸Ｂは、７月から９月の夏季に大きく濃度変化がみられ、この原因については、
施肥や降雨が影響していると推測されます。
基準超過井戸と基準達成井戸について、硝酸性窒素と他成分との相関を比較した結
果、超過井戸は、K+、Mg2+、Ca2+、SO42－及び EC と強い正の相関があり、pH と強い負の
相関があることが確認されました。
表 2 硝酸性窒素との相関係数

超過井戸
(NO3-N＞10mg/L)
未超過井戸
(NO3-N≦10mg/L)
全体

Na+

K+

Mg2+

Ca2+

NH4+

Cl－

SO42－

水温

ｐH

EC

0.34

0.70

0.98

0.82

-0.02

0.36

0.95

-0.07

-0.90

0.94

-0.12

0.62

-0.03

-0.08

-0.17

-0.30

0.13

0.18

-0.40

-0.01

-0.12

0.76

0.57

0.19

-0.13

-0.27

0.68

-0.04

-0.69

0.45

■：正の相関あり、■：負の相関あり
【まとめ】
従来の方法では、汚染井戸と異なる水脈の井戸が対照に選定される可能性がありまし
たが、Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Cl-、SO42-の 6 種類のイオンを用いて分類を行うことにより、
水脈を考慮した合理的かつ効率的な監視・調査井戸の選定が可能となりました。
また、降雨の影響による井戸の水質変化が考えられるため、採水時には降雨等を考慮
する必要があることも確認されました。

大気水質部
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