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１）専門は何ですか
「病気」と「形」にまつわるエトセトラです。　
２）自身の研究内容と社会、一般との接点は
ストランディング原因を知りたい！という思い。

私の研究は....
　再び海へ戻っていった変わり者の哺乳
類である彼らの身体の構造を追及してい
ます。特に後ろ足が完全に退化した鯨類
の骨盤骨周囲を観察しています。また、
何故ストランディングしてしまうのか？を、
病気という観点から迫っています。

３）研究する上で一番大事だと思うことはなんで
すか
物事を色々な角度から見ることができる頭の
柔らかさ。 

４）研究する上での苦労や悩みなどはありますか
慢性的な人手不足、体力の衰え、全てのストラ
ンディング個体に対応できていないこと。

　ストランディングとは、一般的に生死を問わずに
海岸に到達したものをすべて称します。これまでの
調査・研究の症例のいくつかを、今回ご紹介します。
レスキューする場合、海棲哺乳類 (クジラ、イルカ、
アシカ、アザラシ、ジュゴン、マナティ、ラッコな
どを含む) が「自力で対処できない状態」をすべて
ストランディングと呼びます。細分化すると以下の
ようになります。
● ストランディング （座礁）：生きたまま海岸に乗り
上げて身動きがとれない状態

● ビーチング（漂着）：死体が打ち上がった状態
● マスストランディング（大量座礁） ：母と子以外
の複数の個体が座礁または漂着した場合
● ライブストランディング（生存漂着）：動物が生き
ている場合
● デッドストランディング （死体漂着） ：動物が死ん
でいる場合
● 迷入：本来の棲息域をこえたところで発見された
場合
● 混獲：人間が使用する漁具などにかかった場合

①2008年2月15日

　 北海道島牧町
　 オウギハクジラ 
 　オス 479cm

　

②2001年1月9日
　 青森県鰺ヶ沢町
 　オットセイ オス192cm

　
　
③2001年6月23日秋田県八竜町
　 ツチクジラ メス 1049cm

④2001年1月27日山形県由良町
　 ゴマフアザラシ メス 98cm

⑤2003年2月24日新潟県能生町
　 ハシナガイルカ オス 178cm

⑥2001年1月21日石川県穴水町
　 ハナゴンドウ メス 332cm

⑦2012年4月14日富山県富山市
　 カマイルカ メス 173cm

⑧2003年3月2日福井県小浜市
 　オウギハクジラ オス 474cm

⑨2008年1月24日
　 京都府京丹後市
　 オキゴンドウ オス 207cm

⑩2012年3月24日鳥取県鳥取市
　 ハンドウイルカ メス 300cm

⑪2003年5月5日島根県江津市
 　ミンククジラ オス 441cm

⑫2000年3月22日
 　山口県下関市
　 ユメゴンドウ オス 232cm

⑬2002年2月20日福岡県津屋崎町
 　オウギハクジラ オス 462cm

⑭2002年12月13日
 　佐賀県伊万里市
　 ハセイルカ メス 221cm

⑮2014年7月4日長崎県時津町
 　スナメリ　オス 110cm

　

⑯2004年5月24日熊本県水俣市
　 カツオクジラ オス 745cm

 

⑰2002年7月26日鹿児島県川内町
 　タイヘイヨウアカボウモドキ
 　 メス 650cm

　

⑱2011年8月9日
 　沖縄県座間味村
 　シワハイルカ オス 208cm

　　㉔2004年11月4日
　　　 高知県土佐清水市
　　 　ザトウクジラ メス 960cm

㉕2013年5月9日広島県呉市
　 スナメリ メス 130cm

㉖2009年4月24日
 　岡山県笹岡市
　 ザトウクジラ メス 760cm

㉗2007年5月26日
 　兵庫県たつの市
　 スナメリ メス 70cm

㉘2001年6月1日兵庫県津名町
 　ナガスクジラ メス 962cm

㊴2005年2月14日北海道羅臼町
　 シャチ オス 765cm

㊳2013年10月15日
　 宮城県東松島市
 　スナメリ メス 105cm

㊲2002年5月9日福島県相馬市
 　ミンククジラ メス 580cm

㊱2015年4月10日茨城県鉾田市
　 カズハゴンドウ オス 255cm

㉟2012年2月14日千葉県銚子市
 　コビレゴンドウ オス 345cm

㉞2013年10月11日
　 東京都品川区
 　イワシクジラ メス 1236cm

 
㉝2012年1月2日
　 神奈川県小田原市
　 ザトウクジラ オス 687cm

㉜2013年5月26日静岡県沼津市
 　コマッコウ オス 294cm

㉛2013年6月19日愛知県田原市
　 シワハイルカ オス 245cm

㉚2006年1月10日三重県津市
 　マッコウクジラ オス 417cm

㉙2007年3月4日大阪府貝塚市
　 スナメリ オス 191cm

　⑲2001年10月8日
　　 宮崎県宮崎市
　　 オガワコマッコウ オス
　 　 227cm

⑳2012年2月20日
 　大分県豊後高田市
　 コブハクジラ オス 425cm

㉑2003年3月30日愛媛県興居島
　 スジイルカ オス 230cm

㉒2002年6月5日香川県粟島
 　ツノシマクジラ メス 710cm

㉓2012年9月7日徳島県鳴門市
　 イチョウハクジラ オス 467cm

仙台湾のスナメリは

その数が激減し、

絶滅が危惧される

個体群です。

この時は、156頭の個体

がマスストランディング

し、そのうちの33頭を調

査しましたが病気は発

見されませんでした。冷

水塊に迷い込んだ事が

原因と考えます。

この種はこの個体

が発見されるまで

は、科博の「世界の

クジラポスター」で

は点線で記載され

ているほど解明され

ていない種でした。

今ではポスターにイ

ラストが掲載されて

います。

この個体は、離乳したてでう

まく餌が食べられずに衰弱死

してしまったようです。病気は

観察されませんでした。

この時は、6頭マスストランディン

グし全頭調査しました。環境汚染

物質の高濃度蓄積と甲状腺に異常

が見つかりました。

この個体は非常に痩せていて餓

死していました。餓死の原因は不

明です。

スナメリは小型のハクジラに分類

され、沿岸に棲息します。混獲や

事故により死亡する個体も多いの

ですが、環境汚染物質が高濃度

に蓄積し、寄生虫性肺炎で死亡す

る個体も多く、特に幼体での死亡

率が多いことが懸念事項です。

この個体は、事故により腰椎を骨

折し脊髄断裂により後躯麻痺に

なり、最終的に網に絡まり死亡し

ました。

この個体は、生まれたてでした

が、胃重積が観察されました。

「ストランディング個体を活用する！」

この個体は非常に痩せてい

て、子宮内膜炎から敗血症

になり死亡しました。


