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岩手県における水禽および猛禽類の鉛中毒の実態調査
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Investigation of lead poisoning of wild waterfowl and raptors in Iwate prefecture
Iwate Wildlife Conservation network
Yusaku Watanabe, Tomoaki Takahashi, Tsunenori Tsujimoto, Yuji Inoue, Taku Maeda and Wakako Kaneko
国内外でガンカモ類や、大型猛禽類などでの鉛中毒の発生がこれまでに報告され、岩手県において
も過去にオオハクチョウでの鉛中毒の発生例が確認されているが、その発生状況についての調査はこ
れまでに行われてこなかった。本調査では岩手県における鉛中毒の発生状況を調べる目的で、2008年
10月から2009年9月までの間に岩手県内で傷病などの理由で救護された野生のガンカモ類及び猛禽類
から血液を採取し、血中鉛濃度の測定を行った。その結果、猛禽類では鉛中毒の発生は確認されなか
ったが、ガンカモ類で20羽中2例、10％と高い発生率であることが確認され、さらに中毒レベル以下
であっても慢性的な暴露で影響が出るとされる血中鉛濃度を示した個体が5羽25％も存在したことか
ら、ガンカモ類が何らかの生息環境中の鉛による暴露を受けている可能性が示唆された。またその生
息地の土壌の一部でも高い鉛の含有量が確認されたことから、ガンカモ類の環境中の鉛による影響に
ついても今後の検討が必要と考えられた。
1．緒言

れた記録も存在する。しかし、岩手県で救護された

欧米では比較的古くから狩猟で使用された鉛散

ガンカモ類や猛禽類のすべての症例を対象とした

弾が水鳥の鉛中毒の 原 因となるこ とが 報 告され

鉛中毒の発生状況の調査はこれまでに行われてこ

（Anderson 1975）、日本においても1989年に北海道の

なかった。そこで、岩手県での水禽および猛禽類に

宮島沼で鉛中毒によるオオハクチョウの大量死が

おける鉛中毒の発生状況を調査する目的で、2008年

報告されたのを始め（Jin et al. 1989）
、日本各地でも

10月から2009年9月までの1年間に岩手県内で傷病

鉛散弾や釣り用の鉛の錘によるガンカモ類の鉛中

などの理由で救護された野生のガンカモ類及び猛

毒の発生が報告されている（Ochiai et al. 1999）。また

禽類から血液を採取し、血中鉛濃度の測定を実施し

これとは別に、北海道において1994年からシカ猟に

て鉛中毒の発生状況の調査を行った。

使われた鉛のライフル弾をオオワシやオジロワシ
が摂取したことによる鉛中毒の発生も報告されて
いる（Kurosawa 2000）。

2．救護鳥類の血中鉛濃度の測定
（1）血液サンプルの採取

岩手県においても過去の調査で何例かのオオハ

すべての血液サンプルは岩手県内で傷病鳥獣と

クチョウの鉛中毒が確認されており（Ochiai et al.

して救護されたガンカモ類や猛禽類が岩手県の指

1999）、また傷病により岩手県で救護されたオオハ

定する動物病院または岩手県鳥獣保護センターに

クチョウの死後の病理学的検査で鉛中毒と診断さ

搬入された時点で採取し、IWC-net指定の検査機関
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4） 早池峰クマタカ研究会、

（株式会社盛岡臨床検査センター、岩手県盛岡市）に

ルのものは6羽12.2％であり、鉛の影響を受けていな

送付し、原子吸光光度法により血中鉛濃度の測定を

いと考えられるものは83.7％であった。鉛中毒とさ

行った。

れた個体の内訳は、オオハクチョウ1羽が244μg/dl

検査に供した血液は計69検体で、その内訳は野生

の深刻な臨床性の鉛中毒レベルであり、コハクチョ

の猛禽類が26羽、野生のガンカモ類が20羽、その他

ウ1羽が21.1μg/dlの潜在的な鉛中毒のレベルであっ

の鳥類が3羽、岩手県鳥獣保護センターで半年以上

た。慢性的な暴露で影響が出るレベルを示した6羽

にわたって長期飼育されているトビ10羽と同オオ

の内訳はトビ1羽、マガモ1羽、オオハクチョウ4羽

ハクチョウ10羽であった。鳥獣保護センターでの長

であった。

期飼育の個体を除くと、野外で救護されてから血液

救護鳥類をさらに猛禽類、ガンカモ類、その他の

サンプルを採取するまでの日数は46日、22日と極端

鳥類に分けて評価すると（表1）、猛禽類では鉛中毒

に長かった2例を除くと概ね一週間以内であり、平

の発生はなく、バックグラウンドレベルの中でも慢

均は2.8日であった。

性的な暴露で影響が出る範囲のものはトビ1羽のみ

野生の猛禽類26羽の内訳はトビ6羽、フクロウ6羽、

で発生率は3.8％であり、鉛の影響を受けていないと

ノスリ3羽、オオタカ3羽、チョウゲンボウ2羽、ミ

考えられる個体は25羽で96.1％であった。次に、ガ

サゴ1羽、ハヤブサ1羽、ハチクマ1羽、クマタカ1羽、

ンカモ類では鉛中毒の発生がオオハクチョウとコ

ハイタカ1羽、トラフズク1羽の11種であった。また

ハクチョウの2羽で認められ発生率は10.0％、またバ

ガンカモ類20羽の内訳はオオハクチョウ12羽、カル

ックグラウンドレベルの中で慢性的な暴露で影響

ガモ4羽、コハクチョウ2羽、マガモ1羽、オナガガ

が出る範囲のものが5羽25.0％、鉛の影響を受けてい

モ1羽の5種であった。加えて、本来今回の調査の対

ないと考えられる個体は13羽で65.0％であった。そ

象外の鳥類であるチュウサギ2羽、オオバン1羽の2

の他の鳥類3羽はすべて鉛の影響の考えられない低

種計3羽についても検査を行ったので、合わせてそ

値を示した。
（3）鳥種別の血中鉛濃度の分布と種間での比較

の結果も補足として報告する。
（2）血中鉛濃度のクラス分けと鉛中毒の判定

次に、救護鳥類のカテゴリー別及び種類別の血中

血中鉛濃度の判定は、鉛による急性の影響が出な

鉛濃度の中央値と四分位範囲を算出し、統計学的な

いとされる基準値である20μg/dl以下をバックグラ

検討を行った（表2）。またその際、岩手県鳥獣保護

ウンドレベルとし、それ以上の鉛中毒とされる血中

センターで長期間にわたって飼育されていたオオ

鉛濃度をさらに、1）生理機能に影響が出るが臨床的

ハクチョウとトビについては個別に検査結果を集

な症状としてはあらわれない20から50μg/dlの範囲

計し、同様の検討を行った。

を潜在的な鉛中毒のレベル、2）正常な身体機能に影

救護鳥類すべての血中鉛濃度の中央値は1.7μg/dl

響があり、何らかの臨床症状が現れる50から100μ

であり、四分位範囲は6.6であった。猛禽類の中央値

g/dlを臨床性の鉛中毒レベル、3）生命に直接かかわ

は0.0μg/dlで四分位範囲は3.1、ガンカモ類の中央値

るほどの影響が出る100μg/dl以上を深刻な臨床性

は8.5μg/dlで四分位範囲が12.6、その他の鳥類は中央

の鉛中毒レベルと3つに分類した（Pain 1996）。また、

値が0.0μg/dlであった。また、長期間飼育されてい

バックグラウンドレベルの範囲内において、ヒトで

たトビの中央値は1.4μg/dlで四分位範囲が1.4であり、

慢性的な暴露で鉛の影響が出ることが確認されて

長期間飼育されていたオオハクチョウの中央値が

いる（Richard et al. 2003）10μg/dlを超えるものにつ

3.5μg/dlで四分位範囲は1.6であった。これらのカテ

いても分けてカウントした。

ゴリー別の最大値と最小値、中央値、四分位範囲を

得られた救護鳥類のすべての血液サンプルをこ

グラフ化したものを図1に示す。これらの数値につ

の基準で分類すると、鉛中毒が2羽で認められ、発

いて、救護された猛禽類とガンカモ類および長期飼

生率は4.1％であり、慢性的な暴露で影響が出るレベ

育下のトビとオオハクチョウの間の相違について、
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Mann-WhitnyのU検定を用いて評価した。その結果、

から9月上旬にかけて救護されたもので、地域的な

救護されたガンカモ類と長期飼育下のオオハクチ

移動による影響が受けにくいものだと考えられた。

ョウとの間、そして長期飼育下のオオハクチョウと

それぞれのグループを統計的に解析した結果、救

同トビの間などで有意差が認められたが、救護され

護されたオオハクチョウは他のすべての種と有意差

た猛禽類と長期飼育下のトビの間には有意差は認

が認められ、フクロウはカルガモ以外のすべての種

められなかった。

と有意差が認められた。また、長期飼育下のトビと

さらに、一つの種類で4羽以上救護された鳥類の

長期飼育下のオオハクチョウの間でも有意差が認め

フクロウ、トビ、オオハクチョウ、カルガモと、長

られた。カルガモは救護されたオオハクチョウ以外

期飼育下のトビおよびオオハクチョウをそれぞれ1

のすべての種と有意差が認められなかった。また、

グループとし、各種類の間での相違についても同様

救護されたトビと長期飼育下のトビの間にも有意な

に評価した。なお、4羽のカルガモはすべて6月半ば

差は認められなかった。

表1

血中鉛濃度によるクラスと鉛中毒の評価

表2

カテゴリー、鳥種別の血中鉛濃度の中央値と最大値、最小値、四分位範囲
※血中鉛濃度の検出下限の1.0μg/dl以下の個体はすべて0.0μg/dlとした。
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図1

カテゴリー別の中央値、最大値、最小値、四分位範囲
A:猛禽類

B:ガンカモ類

C:長期飼育下のトビ

D:長期飼育下のオオハクチョウ

E:救護鳥類全部

A-B、A-D、B-C、B-D、C-D間で有意差あり（p<0.05）

図2

鳥種別の中央値、最大値、最小値、四分位範囲
A:フクロウ

B:トビ

C:オオハクチョウ

D:カルガモ

E:長期飼育下のオオハクチョウ

F:長期飼育下のトビ
A-B、A-C、A-E、A-F、B-C、C-D、C-E、C-F、E-F間で有意差あり（p<0.05）
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4．考察

3．土壌中の鉛含有量の測定
環境中に含まれる鉛の濃度を測定する目的で、岩

今回の調査結果によると、岩手県で救護された鳥

手県内でオオハクチョウが休息地として利用して

類のうち、血中鉛中毒の検査に供した49羽中2羽で

いるポイント2カ所（御所湖 雫石町、高松の池 盛岡

鉛中毒が認められ、発生率は4.1％であった。このう

市）と採食地として利用しているポイント1カ所（徳

ち猛禽類では鉛中毒の発生は認められなかったが、

田新田 矢巾町）、そして岩手県鳥獣保護センター

ガンカモ類において10.0％と高い割合で認められ、

（滝沢村）のトビが長期飼育されていた飼育ゲージ

さらに慢性的な暴露で影響を受けるレベルの血中

とオオハクチョウが長期飼育されていた放鳥池の

鉛濃度を示すものが25.0％存在し、救護されたガン

全部で5ポイントから土壌を採取し、鉛の含有量の

カモ類のうちの35.0％もの高い割合で鉛の暴露を受

測定を行った。土壌の採取はそれぞれのポイントご

けていることが示された。

とに5カ所からのサンプリングを行い、分析に供し

次に、半年以上にわたって岩手県鳥獣保護センタ

た。分析はIWC-net指定の検査機関（株式会社総合研

ーで飼育されていたオオハクチョウとトビを比較

究所、東京都品川区）に依頼した。分析方法はEPA

的環境の影響を受けにくい飼育下にあるガンカモ

Method 6010cで行った。

類と猛禽類とそれぞれみなし、野外のガンカモ類と

それぞれのポイントごとの鉛の含有量を表3に示

飼育下のガンカモ類、野外の猛禽類と飼育下の猛禽

す。休息地1では鉛含有量は9ppmであることが確認

類の4つのカテゴリーに分けてそれぞれの血中鉛濃

され、休息地2では120ppm、採食地で19ppm、放鳥

度の間の違いについての評価を試みた。その結果、

池6ppm、飼育ゲージでは10ppmという結果が得られ

野外のガンカモ類の血中鉛濃度の中央値が最も高

た。これらの数値を3つの文献から得られた参考数

く、次に飼育下のガンカモ類、飼育下の猛禽類、野

値（浅見輝男 2001、富樫茂子ら 2001、Bowen 1970）

外の猛禽類の順で低いことが分かった。また四分位

（表4）と比較すると、休息地2以外から得られた土壌

範囲については野外のガンカモ類が最も大きく、野

サンプルの分析値は概ね日本における鉛の非汚染

外の猛禽類、飼育下のガンカモ類、飼育下の猛禽類

土壌に該当する範囲内の数値であったが、休息地2

の順で小さくなった。さらに、これらのグループの

で採取した土壌サンプルの分析値は120ppmと非常

個体ごとの血中鉛濃度の分布を統計学的に評価し

に高い値を示した。

た結果、飼育下のガンカモ類と飼育下のトビの間な
どで有意差が認められた。これらの関係を図3に示
す。

表3

ポイントごとの土壌中の鉛含有量

表4

非汚染土壌の参考数値

図3
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カテゴリーの違いと有意差の有無

猛禽類では野外の個体群と飼育下の個体群の間

ハクチョウはすべてのグループとの間で有意な違

で血中鉛濃度の違いに有意差が認められず、生息環

いがあることが示された。これらの結果により、猛

境の違いによる影響をあまり受けないことが示唆

禽類の中でも種類の違いにより血中鉛濃度にも違

された。また、生息環境がある程度制限されている

いがあることが示唆された。また同様に、ガンカモ

条件下でもガンカモ類で血中鉛濃度が猛禽類と比

類の中でも種類の違いにより血中鉛濃度に違いが

べて有意に高く、ガンカモ類は猛禽類に比べて血中

あることが示唆されたが、さらに生息環境の違いに

鉛濃度が高くなる傾向があることが分かった。さら

よっても差があることが示唆された。

に、野外のガンカモ類と飼育下のガンカモ類との比

さらに、ガンカモ類の生息する環境中の鉛につい

較で野外のガンカモ類が有意に鉛の影響を受けて

て調査する目的で、岩手県内でオオハクチョウが休

いるということがここでも示された。

息地として利用しているポイント2カ所と採食地と

さらに、救護された鳥類のうち4羽以上のサンプ

して利用しているポイント1カ所、そして岩手県鳥

ルが得られたフクロウ、トビ、カルガモ、オオハク

獣保護センターのトビが長期飼育されていた飼育

チョウと、長期飼育されたトビ、オオハクチョウの

ゲージとオオハクチョウが長期飼育されていた放

血中鉛濃度の中央値と四分位範囲を種類別に算出

鳥池の全部で5ポイントから土壌を採取し、鉛の含

し、また各鳥類の個体ごとの血中鉛濃度の分布を種

有量の測定を行った結果、休息地の1ポイントの土

別間で統計学的に評価し、有意差の認められた関係

壌の鉛含有量が120ppmという高い濃度であること

を図4に示す。

が確認され、実際に野外のオオハクチョウの生息環

血中鉛濃度の中央値は6羽すべてが検出限界値以
下だったフクロウが最も低く、ついでカルガモ、長
期飼育下のトビ、野外のトビ、長期飼育下のオオハ

境中に暴露源となりうる鉛の存在があることが示
唆された。
深刻な臨床性の鉛中毒レベルであったオオハク

クチョウ、野外のオオハクチョウの順で高かった。

チョウは救護時のＸ線撮影や死後の病理解剖によ

血中鉛濃度の四分位範囲はフクロウが最も小さく、

っても原因となるような鉛の金属片は消化管など

ついで長期飼育下のトビ、長期飼育下のオオハクチ

から発見されなかった。しかし、衰弱や腺胃の拡張

ョウ、野外のカルガモ、野外のトビ、野外のオオハ

と食帯、下痢などの鉛中毒の影響と思われる症状を

クチョウの順で大きかった。

呈していたことと、非常に高い血中鉛濃度の数値か

これらのグループ間での血中鉛濃度を統計学的
に評価した結果、フクロウがカルガモ以外のすべて
のグループとの間で有意な違いがあり、野外のオオ

ら鉛散弾や釣りの錘などの鉛金属片が原因となっ
たことが考えられた。
潜在的な鉛中毒レベルであったコハクチョウは
落下または衝突による骨折が原因で救護時された
もので、X線撮影によって鉛の金属片は認められな
かったことと鉛中毒が予想される症状が認められ
なかったため、この個体はキレート剤の投与など鉛
中毒に対する治療は受けなかった。しかし22日後の
再検査では血中鉛濃度が正常範囲内の6.9μg/dlまで
低下していた。救護時に採取され、検査に供された
この個体の血中鉛濃度は21.1μg/dlと鉛中毒レベル
の下限に近い値であり、バックグラウンドレベルの
暴露の数値と比較的近い値でもあることから、この

図4

種類、飼育形態の違いと有意差の有無

個体の鉛の暴露源が鉛散弾などの鉛の金属による

μg/g（mg/kg）=ppm

ものかは判断ができなかった。
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鉛の金属片は消化液に対して比較的安定してお

モ類の肝臓を分析して鉛の同位体比を解析し、ライ

り、哺乳類が鉛の金属片を摂取した場合にはその消

フル弾や鉛散弾、釣りの錘それぞれの鉛の同位体比

化過程ではほとんど消化・吸収されないが、鳥類で

を比較して原因となった鉛を推測した例が報告さ

は砂や小石とともに取り込まれた鉛の金属片が砂

れている（神和夫 2001）。また鳥類における急性の

嚢中で徐々にすり潰されて消化・吸収されるため深

鉛中毒だけでなく、地域的な土壌と大気中に含まれ

刻な鉛中毒に陥る。オオワシ、オジロワシなどの猛

るエアロゾルに含まれる鉛の同位体比を比較し、環

禽類における急性の鉛中毒の発生は、狩猟によって

境の汚染源となっている鉛の由来を推測した報告

捕殺されたシカなどの残渣や鉛散弾を含んだ死体

（Mukai et al. 2001）や、地域の土壌中の鉛の同位体比

や肉片をこれらの猛禽類が摂食するとき、そこに残

とそこに住む人々の血中の鉛の同位体比の関連の

されたライフル弾やその破片、鉛散弾を誤って同時

報告もあり（Gulson 2006）、鉛の同位体比の解析は環

に摂取することなどが原因となる。これに対してガ

境の汚染や影響についても応用されている。

ンカモ類などの水鳥では餌を消化するために環境

本調査において岩手県内で救護されたガンカモ

中から小石や砂を砂嚢内に取り込むため、生息環境

類で鉛中毒と鉛の暴露が高い割合で発生している

中に鉛散弾や釣りの錘などが存在すると、これらの

ことが確認された。鉛中毒の原因がこれまでに報告

金属片を同様に摂取してしまうことによって鉛中

されている鉛のライフル弾や散弾、釣りの錘などの

毒がおこる（Kurosawa 2000）。また、コハクチョウな

金属鉛によるものかは確認できなかったが、岩手県

どの水鳥では散弾や錘などの金属片だけでなく、鉱

のガンカモ類が実際に致死的な鉛中毒のリスクに

山の排水で鉛に汚染された堆積物などの環境中の

さらされていることが認められた。猛禽類における

鉛をも吸収し、鉛中毒に陥ることが報告されており

鉛中毒については、これまで国内で問題視されてき

（Blus et al. 1991）、鉛アンチノック剤製造工場の近く

たようなオオワシやオジロワシ、イヌワシなどの大

の河口で野鳥の多数の死亡事故や都市部のハトで

型猛禽類の救護例が無く、本調査によって評価する

の毒性影響も報告されている（WHO 1989）。

ことはできなかった。

食餌から体内に吸収された鉛は血液、腎臓、肝臓

また、低いレベルでの鉛の暴露を受けているガン

などの軟部組織に吸収され、ついで骨に再分布する。 カモ類が多く存在したこと、そしてガンカモの生息
人の血中および軟部組織における鉛の半減期は約

環境から高い鉛の含有量を示す土壌も確認された

28～36日であるが骨の半減期はずっと長い（WHO

ことから、これらのガンカモ類が環境からの鉛の影

1995）。このような体内動態の違いから骨における

響も受けている可能性が示唆され、今後の調査とし

鉛濃度の測定は直近の鉛中毒の評価には向かない

てこれらの鉛の汚染源とそれが鳥類生体の健康に

が、地理的な汚染分布の評価には有益であるとされ

与える影響についての検討も必要であると思われ

ている（Pain 1996）。また、鳥類の羽毛に含まれる鉛

る。

濃度を測定することで環境汚染を評価することも
これまでに試みられており（都築俊文ら 1976）、今

謝辞

回の調査によって低レベルの血中鉛濃度を示した

本調査の実行にあたり、対象鳥類の血液サンプル

個体が実際長期間にわたる暴露を受けたものか、そ

の提供にご協力いただいた岩手県自然保護課および

れとも急性の鉛中毒からの回復過程にあるものか

岩手県鳥獣保護センター、傷病野生鳥獣の救護に携

を区別することはできないが、今後の調査で骨もし

わる指定獣医師、岩手県獣医師会の関係者の皆様、

くは羽毛などの他の組織における鉛濃度の測定も

また鉛の同位体比の分析や土壌中の鉛について情報

併用することである程度評価できる可能性がある

を提供してくれた岩手大学農学部応用生物化学課程

と考えられる。

の溝田智俊教授、統計処理や報告書の作成について

また、これまでに鉛中毒に陥ったワシ類やガンカ

様々なアドバイスを提供していただいた岩手大学大
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implications

for

future

isotopic

studied.

Although lead poisoning cases have been confirmed in Whooper Swans (Cygnus cygnus) in Iwate prefecture, the
overall situation has not been invested. We therefore collected blood samples from waterfowl (n=20) and raptors (n=26)
rescued because of injury or weakness in Iwate prefecture from October 2008 to September 2009 and conducted blood
lead analysis. Evidence of lead poisoning was not found in raptors but was recognized in 10% of waterfowl. Moreover,
25% of the waterfowl exhibited marked lead exposure. The seriousness of lead pollution is thus indicated in wild
waterfowl in Iwate.
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