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１．2012年度殺虫剤研究班研究集会報告 

 

2012年 3月 29日（木）13時から信州大学繊維学部（上田市）にて研究集会を開催し

た。参加者は 47名。総会（15分）では下記の事項が審議され，いずれも承認された。 

 

１）2011年度事業報告 

①研究集会 

2011年 4月 14日に国立感染症研究所戸山庁舎（東京都新宿区）で研究集会を行った。

内容は「住環境で発生する媒介蚊の化学的防除事例から学ぶこと」をテーマとするシン

ポジウムで，詳細は「殺虫剤研究班のしおり」第 82号に掲載済み。 

②研究班会報 

「殺虫剤研究班のしおり」第 82号を 2011年 11月に発行した。 

③委員会の開催 

2011年 12月 12日に国立感染症研究所にて委員会を開催し，次期研究集会のテーマ等

に関して討議した。 

 

２）2011年度会計報告 

2012年 3月 28日までの 2011年度収支状況（中間報告）が今次総会で承認された。 

以下に 2011年度収支報告（期間：2011年 4月 1日～2012年 3月 31日）を掲載する。 

期間：2011.4.1～2012.3.31

収入 支出

2010年度繰越金 1,358,319 印刷費 0

大会参加費 8,500 通信運搬費 17,940

団体会員年会費 会議費 1,900

（2012年度分） 0 講師謝金・交通費 176,840

（2011年度分） 45,000 雑費 620

個人会員年会費

（2012年度以降分） 7,000

（2011年度以前分） 100,000

雑収入 0

合計 1,518,819 197,300

差引残高（2011年度繰越金） 1,321,519

 

３）会員数 

個人会員 61名，団体会員 9社（2012年 3月 31日現在） 
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東日本大震災 ハエ防除の裏側で 

～様々な調整，日々変化する発生源にどう対応したのか？～ 

 

環境機器株式会社 

技術コンサルタント 

菅野格朗 

 

スライド 1 

東日本大震災 ハエ防除の裏側で
～様々な調整、日々変化する発生源にどう対応したのか？～

衛生動物学会 殺虫剤研究班

■■■環境機器株式会社
■■技術コンサルタント
■菅野格朗

 

 

スライド 2 

もくじ

■事前調査

■防虫対策の流れ

■現地での管理体制について
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スライド 3 

事前調査 –津波エリアの広さ

震源

津波の影響が特に
ひどかったエリア

Tokyo

岩手県

宮城県

福島県

400km •海岸線
•広範囲

 

 

■事前調査の難しさ ～広範囲にわたる被害～ 

１）約400ｋｍの距離は津波により魚介類の加工・貯蔵施設の被害が甚大であった地域 

  ※被害は青森県から千葉県にわたり、距離は倍近くとなる 

２）海岸地域には多くの魚介の貯蔵施設があり、被害程度はGoogle earthなどのみでは特定できない 

 

スライド 4 

事前調査 –津波エリアの広さ

■初期調査の難しさ

 

 

■事前調査の難しさ ～道路が破損～ 

１）海岸線の主要道路が破壊され、通行が出来ない 

  ※カーナビ ナビゲーションが無効 

２）通行が出来ない場所に魚介類の加工・貯蔵会社が存在するので、調査に時間がかかる 

 

 

  

4



スライド 5 

事前調査 –津波エリアの広さ

■初期調査の難しさ

 

 

■事前調査の難しさ ～交通事故の問題～ 

１）信号や街灯が破損し、機能していなかった。そのため深刻な交通事故も多かったため、慎重な運転を

必要とされた。 

 

スライド 6 

事前調査 –津波エリアの広さ

■初期調査の難しさ

地盤沈下を起こしたエリア
 

 

■事前調査の難しさ ～地盤沈下～ 

１）気仙沼市や大船渡市の海岸線は1ｍ以上の地盤沈下により、満潮時灌水することもしばしば。 

この状態で車・徒歩で調査をする場合、マンホールの穴が見えず、深みにはまる恐れがあったり、積み上

げた瓦礫が再び流されて 

釘を踏んでしまうなどの問題があるので非常に危険。 
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スライド 7 

事前調査 –津波エリアの広さ

■初期調査の難しさ

沿岸にホテル等は無い

内陸から50km

 

 

■事前調査の難しさ ～調査員の宿泊場所の確保～ 

１）沿岸のホテル・民宿は震災後すぐは利用できず、避難所となっている場所もあったため、内陸部の利

用可能なホテル・旅館を利用。 

２）調査だけでなく、施工協力をしていただいたＰＣＯ企業の施工員にも内陸部にあるホテルを利用してい

ただいた。 

 

スライド 8 

事前調査‐大量の魚介類

• 冷蔵倉庫が津波により被災
※冷凍の魚介類・加工水産物が飛散している

1つの冷蔵倉庫で
カツオが760トン

クロバエ類

 

 

■事前調査 

１）調査によって、被害を受けた魚介類の冷蔵倉庫は巨大で、発生源となる魚介類が津波によって周辺

に広がっていた。 

２）冷蔵倉庫などの内部に残っている魚介類も多かった。気仙沼市では760トンのカツオが残されたまま

の倉庫もあった。 
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スライド 9 

事前調査‐大量の魚介類

Photo taken by Y. Numayama  

 

■事前調査 

１）魚介から発生している種類はクロバエ科が殆ど 

２）冷蔵倉庫の床面はウジで埋め尽くされている場所もあった。 

 

スライド 10 

事前調査‐大量の魚介類

 

 

■事前調査 

１）海岸から数ｋｍ離れた畑に魚介類（気仙沼市ではサメのすり身など）が流され、発生源が広範囲に広

がるケースもあった。 

２）沿岸部では稲作が盛んなので、田園内に魚介類が入り込むと非常に厄介であった。 
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スライド 11 

PCOによるハエ防除の必要性

被災地は混乱し、現場を調査
して防虫対策を立案できるス
タッフがいなかった

• 都道府県の自治体は被災者の救
援で人手が足らなかった

• 役所の関係者も被災をしていた

• 害虫防除専門のスタッフはいない

岩手県

宮城県

福島県
 

 

■事前調査 

１）ハエの発生を自治体に報告をし、施工の必要性を述べても保健所等の担当できる方が対応できなか

った。 

  ※自治体の担当者も被災者で、亡くなられた所員の役割を兼任していたこともあり、全てに対応できる

状態ではなかった。 

２）通常、害虫発生や衛生問題に関しては保健所・市の衛生課が対応されると思われるが、魚介類の工

場ということで、担当部署は農林水産課及び、漁業組合関係の方にコンタクトを取ることとなった。 

 

スライド 12 

PCOのステップ：4ステップ

■調査とモニタリング

現場の状況は毎日変化し、発生源も変わる

■調査方法

・4～10月、1～3名で調査
・目視、トラップ
・殺虫施工の必要性をチェック

 

 

■防虫対策の流れ ～調査とモニタリング～ 

１）調査は発生源と思しき周囲を目視で確認 

２）30×30ｃｍの粘着トラップ（ピタっとＢＯＸ）を用い、約1時間程度放置し、捕獲されたハエをモニタリング 

 

8



スライド 13 

PCOのステップ：4ステップ

■調査とモニタリング

 

 

■防虫対策の流れ ～調査とモニタリング～ 

１）目視調査は瓦礫収集場所・工場周辺を重点的に行った 

２）現場の瓦礫の種類によって、発生する量や種類が異なるのでそれらを加味してチェック 

 

スライド 14 

2.  どのような殺虫剤を利用するか？

■沿岸部の状況：養殖場・農地・豊富な自然

・人家からの距離

 

 

■防虫対策の流れ ～殺虫剤の選択～ 

１）使用する殺虫剤は以下の条件を加味して選択した 

「水田や畑など農作地」、「養殖等の水産資源」、「野生動物への影響」、「居住可能な民家の有無」 

 

２）使用した殺虫剤は 

 ・レナトップ 

 ・ＳＶ乳剤Ｋ 

 ・スミラブＳ粒剤 
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スライド 15 

3.  施工に使用した機材

■機材

• 1000リットルのタンク

•動力噴霧機

• ホース(100m)

• トラック（レンタカー）

施工チーム

・8名の技術者＋管理者1名
・2名一組

•灌水ポンプ

•遠距離ノズル

 

 

■防虫対策の流れ ～施工～ 

１）施行に使用する機材（スライド参照）は日本国際民間協力会（NICCO）で準備 

２）安全性を考え、2名1組の行動とし、施工は10時～15時頃まで 

 

スライド 16 

3.  施工に使用した機材

■100ｍホースの必要性.

 

 

■防虫対策の流れ ～施工～ 

１）100ｍホースの長さを利用して、トラックの侵入できない場所へ施工員が注意して侵入し、施工。 
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スライド 17 

4.  安全管理

ガラス片や釘

水田

倒壊の恐れ

OFF-Limits

ON-Limits

• 危険なエリアが多い

• 熱中症の危険

 

 

■防虫対策の流れ ～施工～ 

１）施工時の注意 

 ・釘やガラス片、ぬかるみ、倒壊、余震などを考慮し、侵入可能場所の設定と注意をブリーフィングで共

有 

２）熱中症などにも注意を払い、水分補給と休憩を取るように管理者を設定。 

 

スライド 18 

現地の状況確認と調整

■現地での調整

→希釈用の水を確保する
のが困難

 

 

■防虫対策の流れ ～施工～ 

１）施工用の水の確保が非常に困難な場所が多数 

 →上水道が被害を受け、施工場所では水が自由に手に入らない状況 

 →水の確保として、消防用水（使用していない）、川の上流部、給水車を準備 

２）現地の地方自治体・周辺住民との協力体制 

 →井戸、公共用水の利用許可 
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スライド 19 

現地の状況確認と調整

■現地での調整

・ 一方的施工はできない

PMPによる現地調査結果

役所の担当部署（衛生課・町民課・水産課）

工場関係者 周辺住民

施工計画など

瓦礫集積場

工場の事務所は被災して、連絡を取るのは簡単ではない

 

 

■防虫対策の流れ ～報告～ 

１）施工の許可・水の確保・施工終了などを地方自治体→周辺住民（工場であれば工場担当者）に許可・

確認 

 ※工場は被災している場合、連絡が取りづらい。 

 ※石巻市の水産加工工場地帯においては130社以上の会社に連絡を行う。名簿は石巻市の水産課よ

りお借りした。 
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被災地再訪問：被災された人々への聞き取り 

㈱富士消毒 重岡雅也 

 

【震災当初、市民から役所へ上がったハエに関するクレーム】 

 家の中に大量のハエが入ってくる。殺虫剤をまいて欲しい！（また配布して欲しい！）  

 今年のハエは例年より大きくて気持ち悪い！  

 ハエを放置する市は何をやってるのか！  

 どうにかして！ハエに殺される！  

 悪夢だ！  

 

 

 

 

 

【大船渡市職員に聞く】 

 

 

 

 

 

 

 

【PCOによる防除作業】 

（ガレキ・一般家屋） 
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（腐敗物埋設地・漁港） 

 

 

 

 

 

 

 

【大船渡市役所訪問 ハエに関する当時の状況等聞き取る】 

震災の対応に追われている時、夏を前にしてハエの発生は予測していたか？  

 はい、4 月～5 月にかけて岩手県協会と連絡を取り、ハエの大量

発生を懸念する旨、教えてもらった。むしろ予測していたという

か、逆に助言をいただいた。GW 明けに確認した被災地域のハエ

が一番強烈だった  

 

殺虫剤散布の仕事を受けた時、どう感じましたか？（職員も作業）  

 震災後は、火葬場や仮設トイレの及び遺体安置所の清掃など様々な仕事をしてきたので、抵抗は

なかったです。  

 協会長とのお話を聞いた上で、排除する為には、自分たちもメンバーとなりやるべきという気持

ちにさせられたので、全く抵抗はなかったです。  

 白い防護服を着た時は、東電福島の放射能を連想した。実際作業に携わり、目の前でハエが死ん

でいくのをはじめて見た。  

 本当に良い経験させていただきました。 

 

散布作業完了後、ハエの発生状況を教えて下さい。  

 8月下旬から少なくなり、9月にはほとんど見られませんでした。  

 地域によっては 10月まで見られた（直接の被害はない） 

 臭いに関しては迅速に解決できたとは思えません。ガレキの撤去が遅れれば、また移設が遅れれ

ばハエの発生は避けられません。  

 津波の影響で排水溝が破損し、小学校のプールやガード下の道路に海水が溜まったままでした。

その時蚊の問題が懸念されていながら、排水もせずに放置していた。水が溜まるところは、今後

の課題かもしれません。  
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【岩手県協会ＰＣＯ会社訪問 一連の作業等に関するインタビュー】 

 本業とは別に期間中震災関係業務に３割程度の人的・時間的資源を割くことが出来た→売上減少

とはならなかった 

 沿岸部にある同協会加盟業者間で連帯感が強まった  

 岩手県内では、３団体が防疫関連の作業に従事していたが、割とスムーズに情報共有がしっかり

と行われていた  

 宮城県内では、６団体が関わったため、情報が混乱していたと聞いている 

 去年ほどではないにしろ、ハエの発生は見込まれ、蚊の発生も同様に見込まれている  

 ガレキ置き場を中心にネズミの生態調査中であり、生息が観測されているが、どれほどの規模に

なるかは見当がついていない  

 今年は、大船渡に営業所ないし、出張所のようなものを設け、防疫作業の窓口役として、役割を

果たしたい 

 今年も防疫作業も決まれば、同業者と手を組み積極的に社会貢献したい  

 

【まとめ  被災地再訪問を振り返り・・・】 

 我々PCOが行ってきた作業は、被災地に対してとても大きな成果・被災地支援が出来た  

 被災地でのハエ駆除・防疫作業などの認知度も改善され、社会的にも大きな成果が挙げられた  

 視察で訪れた地域の中には、復興に意欲を燃やし前進している地域・未だに目処すら立っていな

い地域があり、地域だけでなく人や企業も、復興への道のりは、様々であった  

 プレハブや仮設店舗ではあるものの、商店街や屋台村なども 12月よりオープンし、町全体が復興

に向けて着実な歩みを進めている様子が見受けられた  

 我々が防疫作業を行った当時の話を聞くと、「あの時は、本当にハエが凄くいたが、駆除作業をし

てもらってからは、かなりおさまった」・「今年も心配だけど、その時もまたお願いします」と、

とてもありがたい言葉を頂いた  

 震災から１年が経過し、手付かずの建物やガレキ置き場などからは、ハエ・蚊・ネズミの発生を

懸念している  

 仮設住宅では、結露の繰り返しによるカビなどの発生、それに伴う食中毒や健康被害なども懸念

している  

 地域ごとに被害の大きさはまちまちだが、東日本大震災が起きた・・・ただそれだけの一過性の

ものではなく、これから何年という長い時間をかけて復興していくのだと実感した  

 被災地では、蚊やネズミなどの生態調査が行われているというが、他団体同士・他業者同士で活

発な情報共有を行い、足並みを揃え、復興支援に向けた体制作りを去年以上に迅速な対応を関係

者の方に望みたい  

 被災地とは離れた場所で生活をしている分、今もなお苦しみながら頑張っている人の存在を忘れ

がちになってしまいそうであるが、逆にそういう存在を支えにしながら、自分一人で出来ること、
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周りを巻き込みながら出来ることを考え、今後もそれぞれの場面で実行したい  
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大規模災害発生時の防疫対策について 

日本防疫殺虫剤協会 

渡辺 登志也 

第64回日本衛生動物学会 
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当協会の取り組み 

4月6～8日仙台近郊調査 

4月21～  茨城・福島・宮城 

5月1日～ 宮古～亘理調査 

5月27日  石巻地区調査 

6月6日  薬剤師会合同研修 

6月9～    感染研・日環Ｃ合同 

6月17日  石巻市打ち合わせ 

6月24日  気仙沼市調査 

6月28日  厚労省一次報告 

7月4～  岩沼～気仙沼調査 

 

7月7日  石巻抵抗性調査 

7月12日  厚労省二次報告 

7月19日  液化炭酸製剤対策 

7月25～  石巻気仙沼調査 

7月27日  ３省合同会議 

8月     感染症発令提言 

 ↓ 

 ↓ 

12月21～ 被災地越冬調査 

第64回日本衛生動物学会 
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仙台市 若林区 荒浜 

第64回日本衛生動物学会 
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石巻市 大街道 

第64回日本衛生動物学会 
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南三陸町 

第64回日本衛生動物学会 
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気仙沼市 

第64回日本衛生動物学会 
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陸前高田市 

第64回日本衛生動物学会 
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宮古市 田老地区 

第64回日本衛生動物学会 
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殺虫剤の平常時使用 

第64回日本衛生動物学会 
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ガソリン が ない！ 

 

 

被災地、東北のみならず関東近郊に 

於いてもガソリンの一時入手困難は 

発生した。 

第64回日本衛生動物学会 
27



業務用車両 が ない！ 

 

 

ごみ収集車をはじめ バキューム車や 

各種業務用途の車両は 沿岸部の 

地域においてほぼ壊滅的に失った。 

 

また、自家用自動車も同様であり 

回収・保管等の調整に苦慮 

 

第64回日本衛生動物学会 
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立ち入り禁止 

 

 

不明者の捜索を優先 

 

警察、消防、自衛隊関係者以外の 

地域立ち入り制限 

第64回日本衛生動物学会 
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水が ない！ 

 

 

飲料用の水はライフライン復旧上 

最優先に確保されていったが 

二次的、三次的に使用される水 

殺虫剤の希釈用水は当初 不足 

 

防火上 残していた学校施設の 

プールの水も 津波により海水や 

有機物の流入により腐敗が進行 

 

 

第64回日本衛生動物学会 
30



第64回日本衛生動物学会 
31



日本環境衛生センター 環境生物部  

6月9日 

第64回日本衛生動物学会 
32



災害時のハエ・蚊対策（屋外・廃棄物編） 日本環境衛生センターＨＰ 

第64回日本衛生動物学会 

20110612 

腐敗した魚介類等から発生するハエ等の対策について（石巻市、気仙沼市） 

 

平成２３年６月７日～９日の現地調査に基づき、下記の通りご報告します。 

 

日本環境衛生センター 

東日本大震災災害対策支援班事務局 

Ⅰ．調査日： 

 ・石巻市：平成２３年６月７日～８日 

 ・気仙沼市：平成２３年６月９日 

 

Ⅱ．調査実施機関： 

  ・財団法人日本環境衛生センター（環境生物部長 武藤他２名） 

  ・国立感染症研究所（昆虫医科学部長 小林他２名） 

  ・日本防疫殺虫剤協会（普及部 渡辺） 

 

Ⅲ．発生しているハエ等の種類と発生源（推定も含む） 

 １．現時点で発生が確認された種類 

    ・オオクロバエ（石巻市、気仙沼市とも）：腐敗魚介類、動物死体、肥料工場等から流出

した魚粉 

    ・クロキンバエ（石巻市、気仙沼市とも）：腐敗魚介類、動物死体、肥料工場等から流出

した魚粉 

      クロバエやキンバエ類は、食中毒菌などの媒介に関与する可能性がある。 

・イエバエ、オオイエバエ（イエバエは石巻市築山エリアで多い）：肥料・飼料工場から

流出した油かすなどの植物性肥料（魚粉が混合された植物性飼料も含む）、牛、豚、

鶏等の飼料、乾燥牛糞、牛糞堆肥、腐敗した玄米など。クロバエやキンバエ類に

比べて、植物質が多く含まれるものから発生し、イエバエは腐敗魚介類からは発

生しない。なお、イエバエは腸管出血性大腸菌 O157の媒介者となりうることが

確認されている。 

・ツマグロイソハナバエ：腐敗魚介類、海藻（女川町の海岸部で大量発生、石巻市、気

仙沼市でもかなり見られ、人体に多数が飛来する） 

・ハヤトビバエ類（小型のハエ）：ヘドロ（各地）から場所によっては大量発生 

その他、未同定ではあるが、ヒメイエバエ、ミギワバエなども発生している模様。 

蚊については、今回の発生源調査では、幼虫の発生は確認できなかった。 

２．今後の発生予測 

現時点で個体数が多い種類はオオクロバエ、クロキンバエであるが、イエバエも散見さ

れ、避難所等の屋内に吊り下げられているハエトリリボンに付着しているハエは、屋内侵

入性が強いイエバエが圧倒的に多い。 

今後夏季に向かい、高温に弱いクロバエは減少すると思われるが、キンバエ類やイエバ

エ類は増加すると考えられる。また、今回は採集されなかったが、クロバエやキンバエ類

と同様の餌から発生するニクバエ類も増加する可能性が高い。 

蚊については、各所に発生源となりうる水溜りや、流れが滞った水路、廃タイヤなどが 

認められ、夏季に向けてヒトスジシマカなどのヤブカ類やアカイエカ等の発生が増加す

る可能性が高い。なお、海岸に近いエリアでは塩分含量が１％を超えるような水域も多く、

これらの水域では蚊の発生の可能性は低い。 

 

Ⅳ．対策 

 根本的な対策は発生源の除去や埋設であるが、現時点ではかなり困難と思われ、夏季に向け

ての当面の対策として、殺虫剤処理が最も有効と考えられるので、その具体的な方法を示す。 

 １．使用薬剤： 

  １）ハエ対策（成・幼虫）： 

①スミチオン乳剤：第２類医薬品（有効成分：フェニトロチオン１０％） 

   ⇒有機リン剤：成虫にも幼虫にも効果あり 

②スミラブＳ粒剤（水溶性）：第２類医薬品（有効成分：ピリプロキシフェン０.５％） 

   ⇒昆虫成長制御（羽化阻害）剤：幼虫の蛹化時や蛹の羽化時に効果を発揮す

る。殺成虫効果や殺幼虫効果はない。 

２）蚊対策（幼虫対策用）： 

①スミラブ粒剤（非水溶性）またはスミラブＳ粒剤：第２類医薬品（有効成分：ピ

リプロキシフェン０.５％） 

②スミラブ発泡錠剤：第２類医薬品（有効成分：ピリプロキシフェン０.５％） 

 ２．使用方法（希釈倍率、処理量、処理方法、処理間隔など） 

１）ハエ対策（成・幼虫対策用）： 

①スミチオン乳剤（成・幼虫対策） 

  ・希釈倍率：４００倍 

  ・処理量：４ℓ／㎡→用法・用量では２ℓ／㎡であるが、がれきの上から処理す

るのであれば４ℓ／㎡は必要。腐敗魚介類、肥・飼料などの発生源に直接処

理するのであれば２ℓ／㎡でもよい。ただし、厚みが２０㎝以上ある場合は

４ℓ／㎡処理が必要）。 

  ・処理方法：噴霧器を用いてがれきの上から噴霧処理するか、発生源（腐敗魚

介類など）に直接処理する。 

がれきの周辺部分（幅２０～３０㎝）にも処理する。⇒蛹化のために這

い出してくる幼虫に対する効果が期待できる。 

     ⇒がれきの上から処理することにより、飛来する成虫に対する残留効果

も期待できる。 

  ・処理間隔：１０日に１回 

  ・その他：他の有機リン剤やそれらの混合剤を使用する場合（希釈倍率は剤に

より異なる）でも処理量は上記と同様とする。 

ピレスロイド剤は魚毒性が高く、忌避性もあるので、がれき処理には使

用しないほうが無難と思われる。ただし、避難所の壁面等に残留処理する

場合は、ピレスロイド剤でもよい（１０～２０倍希釈液を５０ｍℓ／㎡処理）。 

 ②スミラブＳ粒剤：水溶性粒剤（幼虫対策） 

・希釈倍率：１００倍 

  ・処理量：２ℓ／㎡ 

  ・処理方法：噴霧器を用いて、できる限りがれきの下部に、内部に薬剤が浸透 
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国立感染症研究所 昆虫医科学部  

ハエの発生状況調査 

第64回日本衛生動物学会 
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トラッ
プ 

設置
場所 

イエバエ・オ
オイエバエ 

クロバエ・
キンバエ 

コバエ イソハナ
バエ 

計 

１ 外 290 (64.4%) 101 24 35 450 

２ 内 85 (95.5%) 0 3 1 89 

３ 内 29 (100%) 0 0 0 29 

４ 内 423 (98.1%) 2 6 0 431 

５ 外 129 (65.8%) 50 7 10 196 

① ② ③ 

④ ⑤ 

イ
エ
バ
エ
の
室
内
侵
入
性
が
顕
著 

厨房 

食堂 

① 

② ③ ④ 

倉庫 倉庫 

⑤ 
入口 

入口 
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すぐにできるハエ・蚊対策  （国立感染症研究所 昆虫医科学部ＨＰ） 

第64回日本衛生動物学会 
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当協会として 

避難所における対策（薬剤師会合同研修） 侵入したイエバエの緊急対策（液化炭酸製剤） 

第64回日本衛生動物学会 
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東日本大震災現地状況調査（第６報） 
平成23年７月19日～20日 

日本防疫殺虫剤協会 

渡辺 登志也 

 

第64回日本衛生動物学会 
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炊き出し会場（屋内へのイエバエ侵入）対策が必要 

参加者 

 

日本液炭株式会社 

            芳村 健治 

            薮本  学 

            丹野  弘 

            田中  崇 

日本防疫殺虫剤協会 

            渡辺登志也 

 

目的 

 

感染症に係わる避難所炊き出し会場 

イエバエの一括駆除 

 

 

侵入の著しい体育館内（巨大空間）で 

施工を求められているため 

 

 

第64回日本衛生動物学会 
39



湊小学校避難所 炊き出し会場 

  

   

第64回日本衛生動物学会 
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湊中学校 炊き出し会場 

第64回日本衛生動物学会 
41



処理方法と用法・用量の考え 

巨大空間であり、安定的な動力供給（電気）が確保できない。 

 

 液化炭酸ガス製剤 ミラクンＳでの施工（夜間作業） 

 

 学校施設 標準  

             教室容積  8m（縦）×8m（横）×3.4m（高さ）＝217.6㎥ 

        小学校体育館〃  35m（縦）×21m（横）×7m（高さ）＝5,145㎥ 

        中学校体育館〃  35m（縦）×27m（横）×9m（高さ）＝8,505㎥ 

 

 津波により窓損壊部分あり。 約6kg（通常の1.2倍を想定） 

第64回日本衛生動物学会 
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施工準備と実施 

平成23年7月19日 

    PM10:00～  気密確保ならびに養生 

 

    PM11:00～  6.00kg 散布 

 

平成23年7月20日 

    AM6:30～   換気開始 

 

    AM7:30～   引き渡し 

第64回日本衛生動物学会 
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薬剤散布 

第64回日本衛生動物学会 
44



翌朝、ハエの死滅を多数確認した。 

床面にハエが落下・死滅。 

第64回日本衛生動物学会 
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110707-0713(6days)                             

設置建物 No 設置箇所 コバエ ｲｿﾊﾅ ｲｴ ｵｵｲｴ その他 ｵｵｸﾛ ｸﾛｷﾝ その他 計 1日当たり No.1-5計 ﾁｮｳﾊﾞｴ ｲｴｶ 

体育館 
（食堂） 

1 内 8 0 94 15 0 0 8 0 117 19.5  2759 55 11 

2 内 43 0 280 21 0 4 6 3 348 58.0    113 2 

3 内 64 0 21 11 0 2 1 0 98 16.3    103 0 

4 外 120 0 651 404 1175 195.8    6 3 

5 外 19 0 362 640 1021 170.2    3 9 

校舎ｺﾝﾎﾟｽﾄ室 6 内 36 0 67 32 0 0 10 4 135 22.5   0 0 

科未満は未同定                               

                                

110713-0719(6days)                             

設置建物 No 設置箇所 コバエ ｲｿﾊﾅ ｲｴ ｵｵｲｴ その他 ｵｵｸﾛ その他 計 1日当たり No.1-5計 ﾁｮｳﾊﾞｴ ｲｴｶ 

体育館 
（食堂） 

1 内 31 0 168 21 0 2 14 236 39.3  3214 119 1 

2 内 19 0 297 30 0 0 7 353 58.8    97 2 

3 内 43 0 11 13 0 0 2 69 11.5    103 0 

4 外 3×4 1?×4 168×4 113×4 1140 190.0    0 2×4 

5 外 3×4 0 96×4 255×4 1416 236.0    0 2×4 

校舎ｺﾝﾎﾟｽﾄ室 6 内 21 0 221 53 0 0 18 0 295 49.2    4 3 

科未満は未同定                               

No4,5は全体の1/4の面積分をカウントして4倍した                       

                                

110720-0725(5days)                             

設置建物 No 設置箇所 コバエ ｲｿﾊﾅ ｲｴ ｵｵｲｴ その他 ｵｵｸﾛ その他 計 1日当たり No.1-5計 ﾁｮｳﾊﾞｴ ｲｴｶ 

体育館 
（食堂） 

1 内 11 0 18 1 0 0 0 30 6.0  460 25 1 

2 内 22 0 28 7 0 0 0 57 11.4    68 1 

3 内 15 0 8 2 0 0 0 25 5.0    68 0 

4 外 71 0 69 75 2 0 4 221 44.2    91 7 

5 外 21 0 63 34 1 0 8 127 25.4    25 1 

校舎ｺﾝﾎﾟｽﾄ室 6 内 12 0 97 3 0 0 0 112 22.4    1 1 

                                

湊小学校 ハエ捕獲状況 

                                 国立感染症研究所  昆虫医科学部 調査 

                              （財）日本環境衛生センター 環境生物部 調査 
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施工後の評価 

湊小学校避難所 本部長 庄司 慈明 様 

 

処理前と処理後では劇的に違う。 

 

夜間の短時間で作業されたので 

体育館利用に支障がなかった。 

 

蚊も同時にいなくなった。 

 

只々 感謝です。 

ヒューマニティーファースト（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ） スタッフ様 

 

毎朝のスプレー散布が不要になり 

大変助かります。 

 

臭いや べたつき もなく我々の 

作業にも何ら影響がありません。 

 

蚊にも刺されなくなったです。 

第64回日本衛生動物学会 
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薬剤効果事前確認 

• 試験場所：石巻市学習等併用施設 釜会館 

• 使用薬剤：ミラクンＳ （ﾌｪﾉﾄﾘﾝ1%含有炭酸ガス製剤） 

• 試験方法 
空き部屋（容積 約100m3）にトラップしたハエを放ち、ミラクン
Ｓを投薬。 

• 試験結果 

 供試薬剤 暴露時間 処理薬量 致死数/供試数 致死率 

ミラクンＳ 1時間 1g/m3 32／33 97% 

第64回日本衛生動物学会 
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災害時のハエ・蚊対策（避難所編） 

第64回日本衛生動物学会 

 

 

 

 

 

災害時における避難所 環境衛生（ハエ・蚊等） の対策について 

 

 

                             （屋内編）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年 7 月 11 日 

 

 

 

日本防疫殺虫剤協会 

 

 

 

 

殺虫剤の散布 

 

１、ごみ集積所・仮設トイレ・排水溝    ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ系殺虫乳剤 ※１ 30 倍希釈液 50ml／㎡ 

２、プール、池                 ＩＧＲ 殺虫剤  粒剤 ※2 水 1 トンに対し 原粒 20g 

                                    （散布が簡便な発泡錠剤もあります） 

       ※１ 防除用医薬部外品  ※2 第２類医薬品  

 

散布間隔  １－  ２週間に１度 

        ２－  １か月に１度 

 

散布予定者   避難所自治組織、ボランティア 

 

散布方法    簡易噴霧器、ジョウロ等 

 

作業等委嘱のための研修   開催する。 

                    委託自治体主催 

薬剤師会等 指導 

 

３、炊き出し会場等 イエバエの侵入が著しい場所 

                         液化炭酸製剤 ミラクンＳ 第 2 類医薬品 の散布 

       １ｇ／㎥ の散布 

     小学校体育館の場合 

       33m × 21m × 6m ＝ 4,158 ㎥          4.2ｋｇの散布 

 

４、防虫ネットの設置（網戸の設置）            

     物理的な防除方法として ハエ、蚊ともに有効です。 

     しかし、避難所となっている学校施設等は 網戸等の設置がないため 早急に 

     設置工事が必要です。 

 

     なお、市販のネットは 幅９１cmが規格ですので 避難所施設の窓規格に設置するには 

     細工が必要です。 （学校施設の窓枠標準 幅 95～100cm 高さ 1.96m） 

 

     人の手の触れない場所へは タフガードネット が 有効です。（薬剤が練りこみ済み） 

     1m × 50m 、2m × 50mの規格があり 前記 規格には簡便に設置が可能 
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当協会作成 リーフレット 

第64回日本衛生動物学会 
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畜産施設と感染症 

       

 
 

 

牛舎 ⇒ 消化器感染症 

 

豚舎 ⇒ 日本脳炎 

 

鶏舎 ⇒ 高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ 

 

その他 ⇒ ｳｴｽﾄﾅｲﾙ熱 狂犬病 

        ﾁｸﾝｸﾞﾆｱ 

第64回日本衛生動物学会 
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発生源への対策 
 

 

挟み式の瓦礫除去 

 

小さな有機物片は回収されず 

 

   敷地内での発生源として残る 

第64回日本衛生動物学会 
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感染症法 発令 
 

 

発生源への薬剤散布 

    ↓ 

 個人敷地、私有地 

 

  地権者の確認  

第64回日本衛生動物学会 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律     

      （平成十年十月二日法律第百十四号） 

最終改正：平成二〇年六月一八日法律第七三号 

 

（ねずみ族、昆虫等の駆除）  

第二十八条  都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染

症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生

労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑

いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域の管理をする者又は

その代理をする者に対し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除すべきことを命ずることがで

きる。  

２  都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類

感染症又は四類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であ

ると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染

され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該

区域を管轄する市町村に当該ねずみ族、昆虫等を駆除するよう指示し、又は当該都

道府県の職員に当該ねずみ族、昆虫等を駆除させることができる。  

（物件に係る措置）  
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薬剤師会との共同提言（感染症予防） 

避難所 屋外 

厚生労働省報告 Ⅱ 
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殺虫剤散布の一例（石巻市） 

第64回日本衛生動物学会 
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災害廃棄物仮置き場でのハエ 越冬調査 

第64回日本衛生動物学会 
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東日本大震災で学んだこと 

やはり緊急時用備蓄は必要 

 

薬剤・器具類・燃料・   水⇒ 

 

 

 

緊急時の相談窓口の明確化 

       ↓ 

医師、薬剤師、卸販売業者 

ペストコントロール協会 

 

 

水源の確保（河川、工業用水） 

 

  薬剤の選択(抵抗性対策） 

  使用薬剤の記録・管理 

  （周辺住民への事前告知） 

第64回日本衛生動物学会 
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管轄関連 

 

 

  国・県・市・町・村 

               医療担当 

                  感染症担当 

               廃棄物担当 

               環境衛生担当 

               避難所管轄 

 

  厚生労働省      健康局 

 

  環境省 

 

  文部科学省 

 

  内閣府 

 

  国土交通省 

 

  防衛省  

 

 

  法律 

         災害救助法 

 

         災害対策基本法 

 

          

         感染症法 

          

第64回日本衛生動物学会 
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 状況・情報は 

 

現地からの報告待ちではなく 

 

 外部からの直接介入！ 

 

 
災害は会議室で起きてはいないのです 

 

 

 

第64回日本衛生動物学会 
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御清聴ありがとうございました   m(｡｡)m 
第64回日本衛生動物学会 
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石巻市および気仙沼市で採集された 
イエバエの殺虫剤感受性調査 

 

 

駒形修，葛西真治，糸川健太郎，小林睦生，冨田隆史 

(国立感染症研究所・昆虫医科学部) 

 

 

 東北大震災の被災地では，ハエ類の発

生源となる生ゴミ等が大量に発生した（図

1）．生ゴミ等から発生したハエ類は避難所

や住宅等に侵入し，住民の生活環境を悪

化させた．こうしたハエ類の根本的な防除

には，発生源対策が必要である．しかし，

被災地では，まだ未処分のゴミも多く，ハエ

類の発生は続く可能性がある． 

居住空間におけるハエ類の防除は成虫

対策が主となる．成虫対策には，防虫ネット

や捕殺するためのトラップなどの手段と共

に，主に専門業者が用いる防疫用殺虫剤

及び薬局等で市販されている家庭用殺虫

剤が使用されている． 

日本において，ハエ用の成虫対策で使

用出来る防疫用殺虫剤の有効成分は、有

機リンあるいはピレスロイドに属するものが、

大半である．家庭用殺虫剤はピレスロイド

系が大半である．この他に，ハエ類を標的

としている殺虫剤としては，畜舎で用いられ

る動物用医薬品があるが，状況は防疫用

殺虫剤と同じである．過去に一時期，有機

塩素剤が用いられた時期を除けば，ハエの

成虫に対して使用される薬剤は有機リン及

びピレスロイド系殺虫剤であった． 

同じ種類の薬剤を長期間連続的に使用

することは殺虫剤抵抗性をもたらす可能性

が高い．しかし，ハエ，更に成虫対策に使

用出来る薬剤に限るということになると，有

効成分で考えた場合，選択肢は少ない． 

ハエ類の中で，殺虫剤抵抗性に関する

報告はイエバエが最も多い．イエバエの殺

虫剤抵抗性に関しては，世界的に多くの報

告がある．日本においても多くの報告があ

る．それらの報告の中には，東北地方の広

い地域で殺虫剤の感受性が低下している

ことを報告しているものもある（林 1990）。 

しかし，近年はイエバエの殺虫剤抵抗性に

関する報告は少ない．そのために野外にお

ける殺虫剤抵抗性の現状は不明である． 

石巻および気仙沼をはじめとする被災地

では，一部においてハエを防除するために

殺虫剤が使用されている．被災地という特

殊な状況であることから，通常はハエの発

生がないような場所が発生場所となってお

り，ゴミ等の処分状況から見て，この状態が

しばらく続く可能性もある．そのため，被災

地におけるイエバエの殺虫剤感受性を確

認しておく必要があると考え，その感受性

を調査した．イエバエは，被災地である気

仙沼および石巻において大発生していたイ

エバエを採集して，試験に供した．薬剤は

有機リン系殺虫剤フェニトロチオン，及びピ

レスロイド系殺虫剤ペルメトリンとエトフェン

プロックスについて，原体のアセトン希釈液

を用いて，局所施用法により殺虫試験を行

った． 
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フェニトロチオンに関する結果を表１に，

ピレスロイド系２薬剤に関する結果を表２に

示した．気仙沼および石巻のそれぞれの両

集団のフェニトロチオンの感受性は，過去

の文献にある室内感受性系統である高槻

系統と比較すると，気仙沼・石巻の両系統

でそれぞれ 6.9倍，10.5倍感受性が低かっ

た．過去に行われた野外集団の感受性と

比較すると抵抗性比は約 1/4～1/45であっ

た．したがってフェニトロチオンに関しては，

室内系統に比べると感受性が低下している

ものの，防除困難をもたらすほどの抵抗性

にはなっていなかった． 

一方，ピレスロイド系殺虫剤では，高槻

系統と比較すると 2.4～8.1倍の範囲で感受

性が低かった．林らの報告（1990）では，野

外集団における抵抗性比は地域によって

差が見られる．その差は，ペルメトリンで約

30倍，エトフェンプロックスでは約 80倍であ

った．今回採集した気仙沼，石巻の両集団

の示した抵抗性比を，それらの値と比較し

た場合，ペルメトリンにおいては最低レベル

の抵抗性と同等であり，エトフェンプロックス

については，中間レベルであった． 

今回，採集された気仙沼および石巻の

集団は，試験した 3薬剤に対して室内感受

性系統と比較して感受性の低下が見られる

ことから，過去に何らかの形で有機リン剤お

よびピレスロイド剤の選抜を受けたことのあ

る可能性は高い．しかし，その抵抗性比は

過去の野外集団における結果と比較して，

高くはなかった．今回の採集地周辺で東北

大震災被災以前にイエバエの防除のため

に殺虫剤が頻繁に使われているような形跡

もなかった．低レベルの抵抗性（室内感受

性系統に比べて感受性が低い）は以前より

広い範囲で見られている．石巻や気仙沼の

今回の採集地もその中に含まれており，そ

れが現在まで存続していると推察される． 

今回は，被災以後の防除活動によって，

抵抗性個体が選抜されている形跡はなか

った．今後，殺虫剤抵抗性の発生には注

意が必要である．例えば，これまで散らば

っていたゴミが一箇所に集められ，ハエの

発生はその集積場に限られるようになり，そ

こに集中的に殺虫剤が用いられるという状

況が考えられる．殺虫剤がいままでより局

地的に用いられることになるかもしれない．

その場合，不適切な殺虫剤の使用が，殺

虫剤抵抗性の発達を助長し易くなるかもし

れない．過去にイエバエの殺虫剤抵抗性

が報告されてきたゴミ処理場や畜舎と異な

り，被災地は面積が広く，また人々の居住

空間に接していることも多い．発生源対策

や網戸の設置等の物理的な対策等との連

携を図り，適切に殺虫剤を活用することが

求められる． 

 

引用文献 

・林晃史・藤曲正登. 1990. 新ピレスロイド，

エトフェンプロックスのイエバエに対する殺

虫力. 千葉県衛生研究所研究報告. 14: 1–

5. 

 

参考文献 

・林晃史. 1983. 衛生害虫. 深見順一[他]

編集. 薬剤抵抗性： 新しい農薬開発と総

合防除の指針. pp31-53. ソフトサイエンス

社. (1980年代初頭までのイエバエ殺虫剤

抵抗性に関する解説) 

・本山直樹. 1984. 日本産イエバエのピレス

ロイド抵抗性. 日本農薬学会誌. 9: 523–

526. （室内試験と野外試験の対比が含ま

れる） 
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図 1. 石巻および気仙沼被災地 
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表１. フェニトロチオン殺虫試験の結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2. ピレスロイド殺虫試験 
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「津波被災地特に水田地帯における蚊
の発生状況と今後の課題」

津田良夫
（感染研・昆虫医科学）

「津波被災地特に水田地帯における蚊
の発生状況と今後の課題」

66

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
宮城県南部（2011年6－8月）および福島県南相馬市（2011年9月）の水田地帯で調査した疾病媒介蚊の調査結果を中心に紹介する。

rev
吹き出し
吹き出しアイコンにカーソルを当てると，解説が現れます。



リアス式海岸部・
集落

平野部水田地帯

67

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
東日本大震災による東北地方の被災地は大きく２つに分けられる：（１）リアス式海岸部と(2)平野部水田地帯。



8
7

6

5

4

3

2

1

N

5km

宮城県南部水田地帯の調査地

津田らより
68

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
宮城県南部水田地帯の調査地：成虫調査用ドライアイストラップの設置場所を示す地図。



8

7

4

3

2

1

6

5

津波被災地津波の被害なし

仙台空港
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
調査地は(1)津波で被災した地域と(2)津波の被害がなかった地域に分けることができる。調査はこれら2地域で行い、津波が疾病媒介蚊の発生にとのような影響を与えたのかを考察した。



津田らより
70

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
津波被災地の陥没地にできた水域の例



調査方法

幼虫調査：柄杓法

柄杓を使って水を採取し、一緒に入ったボウフラ
をサンプル瓶に入れてもち帰った。現地で塩分
濃度を測定した。

成虫調査：ドライアイストラップ
1kg/日のドライアイスを保冷袋に
入れて誘引源とした。
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津波被害なし 津波被害あり

種 類
6月
(8)

7月
(12)

8月
(12)

合計
(32)

6月
(12)

7月
(18)

8月
(18)

合計
(48)

アカイエカ 1 194 133 328 10 2,565 1,415 3,990
イナトミシオカ 0 1 1 2 7 248 1,230 1,485

コガタアカイエカ 0 11 86 97 0 86 961 1,047
ヒトスジシマカ 2 35 249 286 0 1 14 15
オオクロヤブカ 0 1 4 5 0 0 1 1
ハマダライエカ 0 0 2 2 2 0 0 2
シナハマダラカ 0 1 0 1 0 2 0 2
カラツイエカ 0 0 1 1 0 0 0 0
キンイロヤブカ 1 0 0 1 0 0 0 0

合 計 4 243 476 723 19 2,902 3,621 6,542

宮城県南部水田地帯における成虫採集の結果
（2011年6月－8月）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
津波で被災した場所では、多数の蚊が発生していた。主要な種類はアカイエカ、コガタアカイエカ、イナトミシオカ、ヒトスジシマカであり、特にイナトミシオカの発生は津波被災地に限られる。（）内の数字は日数×トラップ台数で、のべ調査時間を意味する。



1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

津波被害あり
6,542個体

津波被害なし
合計723個体

1 アカイエカ
2 イナトミシオカ
3 コガタアカイエカ

種類構成の比較

ヒトスジシマカ
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
津波被災地では、イナトミシオカの割合が非常に高かった。



津波
被害なし

津波
被害あり

t‐test P

アカイエカ群 22.8±6.9 ＜ 210.9±169.1 3.85 0.005

イナトミシオカ 0.1±0.4 ＜ 20±15.4 4.593 0.001

コガタアカイエカ 1.3±1.0 ＜ 7.2±5.2 3.84 0.002

ヒトスジシマカ 4.2±8.3 ＞ 0.08±0.3 1.415 0.02

津波被災地と津波非被災地の疾病媒介蚊密度の比較
2011年7月19、21日のトラップ採集結果

主要3種（アカイエカ群、イナトミシオカ、コガタアカイエカ）では、ト

ラップあたりの成虫捕獲数（密度）は津波被害を受けた場所の方
が高かった。
イナトミシオカ成虫の分布は、津波被害を受けた地域に限られる。
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イナトミシオカ、Culex inatomii 、成虫

75

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
イナトミシオカの形態的特徴１



腹背板側面に黄
金色の帯がある。

腹背面にはBasal
やapicalの帯がな
く、黒色。

イナトミシオカ成虫の
形態的特徴

a
b

後脚
b/a<80%: イナトミシオカ

b/a>80%: アカイエカ

76

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
イナトミシコカ成虫の形態的特徴２



イナトミシオカ
Cx. inatomii

アカイエカ
Cx. pipiens pallens

イナトミシオカとアカイエカ幼虫の形態比較
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
イナトミシオカ幼虫の形態的特徴



幼虫の発生源
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2011年幼虫調査地
黄色○津波被災地
黄色□津波非被災地
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
幼虫調査場所を示す地図



幼虫発生水域の塩分濃度

2011年6月13‐16日
0.46％±0.21

2011年7月19‐22日
0.27％±0.16

80

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
調査した水域の塩分濃度はおおむね1％以下であった。



種 類 6月 7月 8月
シナハマダラカ 0.2 0.33 ± 0.05 0.06 ± 0.05

イナトミシオカ - 0.25 ± 0.21 0.14 ± 0.19

コガタアカイエカ - 0.31 ± 0.12 0.2 ± 0.13

アカイエカ - - 0.1 ± 0.1

ハマダライエカ 0 - 0

シロハシイエカ 0 - -

幼虫が発生していた水域の塩分濃度の季節変化
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
シナハマダラカやコガタアカイエカが、塩分が含まれる水域で発生していた。



種 類 6月 7月 8月
イナトミシオカ 0 2 21

コガタアカイエカ 0 7 10

シナハマダラカ群 1 4 5

ハマダライエカ 1 0 4

シロハシイエカ 1 0 0

アカイエカ群 0 0 3

幼虫発生水域の割合(%) 2 (2.7) 12 (31.6) 35 (79.5)

調査水域数 75 38 44

採集された幼虫の種類と幼虫が発生していた水域
の数

季節の進展に伴って発生するボウフラの種類が増え、幼虫が
発生している水域の割合も急激に増えた。
アカイエカ群の幼虫は3ヶ所でしか採集されなかった。
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全体

イナトミシオカ

コガタアカイエカ

アカイエカ群

シナハマダカラ群

塩分濃度 (%)

サ
ン
プ
ル
数

水域の塩分濃度と幼虫発
生頻度の関係
（宮城県南部水田地帯：2011年8月）
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イナトミシオカ

コガタアカイエカ

シナハマダラカ群

全 体

塩分濃度％

サ
ン
プ
ル
数

全体的に塩分濃度が高め

水域の塩分濃度と幼
虫発生頻度の関係

福島県北部水田地帯：2011年9月
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幼虫発生源と成虫の
飛来範囲
幼虫発生源と成虫の
飛来範囲
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発生源

移動能力
大

飛翔範囲
広い

発生源からの距離

移動能力
小

飛翔範囲
狭い
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
成虫の飛翔力が大きい種類ほど、発生源から遠い場所へ分散する。幼虫発生が認められた種類がどのくらいの範囲に分散しているかを調査した。



8.3km

6.2km 2.5km

2.6km 0.9km

津波被災地
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
海岸線からの距離が異なる場所にトラップを設置した。



アカイエカ イナトミシオカ

コガタアカイエカ ヒトスジシマカ

海岸線からの距離 (km)

ト
ラ
ッ
プ
1
台
・
1
日
当
た
り
捕
獲
数

津波被災地を示す。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
イナトミシオカの分布は津波被害のあった地域に限られ、海岸線から6kmの範囲であった。アカイエカも海岸に近い場所ほど飛来密度が高かった。ヒトスジシマカは海岸から遠い場所ほど密度が高かった。



イナトミシオカ成虫の分布は、発生源の周
辺に集中している。

コガタアカイエカはイナトミシオカよりも広い
範囲に飛来している。

アカイエカは広範囲に飛来している。
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2012年の発生状況の予測
津波の被害を受けた農耕地の整備は徐々に進められている

が、耕作地に残る塩分の処理には時間がかかると思われる。恐
らく今シーズンも農作物の栽培はほとんど行われず、津波の被
害を受けた農地の多くが休耕田のような形で放置され、昨シー
ズンと同様に蚊の発生源となると予想される。これらの地域に現
れる低濃度の塩水湿地で、イナトミシオカやコガタアカイエカ、ア
カイエカの幼虫がどの程度発育し、成虫が発生するかをモニタリ
ングする必要がある。

瓦礫の集積場には、雨水がたまってヤブカの発生源となりうる
人工容器が多数放置されている。瓦礫処分のシステムを考慮し、
これらの容器でのヤブカの発生に注意する必要があるだろう。
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今後の課題

今シーズン多数発生したアカイエカ、コガタアカイエカ、イナトミシオカ、シナ
ハマダラカ群は、いずれも成虫で越冬する。アカイエカを除いて、成虫の越
冬場所はよく分かっていない。被災地に残されている瓦礫や破壊された建
造物、荒廃した農耕地などが好適な越冬場所を提供する可能性もあるの
で、春に出現する成虫の密度や第1世代の発生密度に注意する必要があ
る。

今までのところ蚊による吸血被害は問題になっていないが、仮設住宅や半
壊した家屋に生活する住民が、どの程度吸血されるリスクがあるかを評価
することも重要である。

種類によって幼虫の発生源は異なるので、発生源対策を行う場合、問題と
なる蚊の種類とその発生源を事前の調査によって明らかにしておくことが大
切である。

大規模に破壊された環境が復元される過程で、蚊やハエなど衛生害虫がど
のように回復していくかを注意深く監視する必要があり、長期的な視野に
立った調査研究が望まれる。
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３．会計報告訂正（2008年度～2010年度） 

 

2008年度から 2010年度にわたる会計報告に誤りがありましたので，お詫びいたすとと

もに，下記の正誤表にて訂正させていただきます。左表（訂正前）における赤字が誤記

載の原因となった収支額で，右表（訂正後）ではそれらを青字で訂正しております。こ

れらの訂正に伴い，関連年度の収／支の合計額ならびに繰越金にも変更が生じておりま

すことをご了解願います。 

 

 

        訂正前                訂正後 

2008年度（期間：2008.4.1～2009.3.31） 2008年度（期間：2008.4.1～2009.3.31）

収入 支出 収入 支出

2007年度繰越金 1,480,705 印刷費 21,560 2007年度繰越金 1,480,705 印刷費 21,560

大会参加費 5,500 通信運搬費 19,460 大会参加費 5,500 通信運搬費 19,460

団体会員年会費 会議費 17,235 団体会員年会費 会議費 17,235

（2009年度分） 30,000 講師謝金・交通費 94,000 （2009年度分） 35,000 講師謝金・交通費 94,000

（2008年度分） 5,000 雑費 20 （2008年度分） 5,000 雑費 20

個人会員年会費 個人会員年会費

（2009年度分） 90,000 （2009年度分） 94,000

（2008年度以前分） 36,000 （2008年度以前分） 36,000

雑収入 0 雑収入 0

合計 1,647,205 152,275 合計 1,656,205 152,275

差引残高（2008年度繰越金） 1,494,930 差引残高（2008年度繰越金） 1,503,930

2009年度（期間：2009.4.1～2010.3.31） 2009年度（期間：2009.4.1～2010.3.31）

収入 支出 収入 支出

2008年度繰越金 1,494,930 印刷費 1,764 2008年度繰越金 1,503,930 印刷費 55,177

大会参加費 2,500 通信運搬費 11,392 大会参加費 2,500 通信運搬費 11,392

団体会員年会費 会議費 2,112 団体会員年会費 会議費 2,112

（2010年度分） 25,000 講師謝金・交通費 124,000 （2010年度分） 25,000 講師謝金・交通費 124,000

（2009年度分） 5,000 雑費 450 （2009年度分） 5,000 雑費 450

個人会員年会費 個人会員年会費

（2010年度分） 82,000 （2010年度分） 82,000

（2009年度以前分） 34,000 （2009年度以前分） 34,000

雑収入 0 雑収入 0

合計 1,643,430 139,718 合計 1,652,430 193,131

差引残高（2009年度繰越金） 1,503,712 差引残高（2009年度繰越金） 1,459,299

2010年度（期間：2010.4.1～2011.3.31） 2010年度（期間：2010.4.1～2011.3.31）

収入 支出 収入 支出

2009年度繰越金 1,503,712 印刷費 0 2009年度繰越金 1,459,299 印刷費 0

大会参加費 2,500 通信運搬費 0 大会参加費 2,500 通信運搬費 0

団体会員年会費 会議費 2,380 団体会員年会費 会議費 2,380

（2011年度分） 0 講師謝金・交通費 170,000 （2011年度分） 0 講師謝金・交通費 170,000

（2010年度分） 25,000 雑費 100 （2010年度分） 25,000 雑費 100

個人会員年会費 個人会員年会費

（2011年度分） 4,000 （2011年度分） 4,000

（2010年度以前分） 40,000 （2010年度以前分） 40,000

雑収入 0 雑収入 0

合計 1,575,212 172,480 合計 1,530,799 172,480

差引残高（2010年度繰越金） 1,402,732 差引残高（2010年度繰越金） 1,358,319
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