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ヒア リに刺 された場合の医療的留意事項について

標記の件につきまして、厚生労働省健康局がん・疾病姑策課より都道府県衛生主管部

(局)あて事務連絡がなされ、本会に対して周知方依頼がありました。

本件は、平成 29年 5月 に兵庫県尼崎市、同 6月 に神戸市において、特定外来生物に

指定されているヒアリが発見されたことに伴い、ヒアリに刺された場合に生ずる身体的

症状やアナフィラキシー症例への姑応等、医療的留意事項について周知するものであり

ます。

なお、刺された時の対処方法を含め、ヒアリの特徴、生態、駆除方法等の参考として、

平成 21年に環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室より『 ス トップ・ザ・ヒアリ』

が発行されておりますので併せてご送付いたします。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管内郡市区医

師会等に姑する周知方について、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。
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事 務 連 絡

平成 29年 6月 26日

公益社団法人 日本医師会 御中

厚生労働省健康局がん 日疾病対策課

ヒアリに刺された場合の留意事項について

平成 29年 5月 に兵庫県尼崎市で、同 6月 に神戸市で発見されましたヒアリに

ついて、ヒアリに刺された場合の医療的留意事項を、都道府県主管衛生主管部

(局)宛てに、別添の通 り事務連絡を発出いたしましたことをご連絡いたしま

す。

貴会におかれましても会員等への周知を図っていただきまずようお願いいた

します。

照会先 厚生労働省健康局がん B疾病対策課

貝沼 (内線 2291)
魚谷 (内線 2975)

(代表番号)03-5253-1111



別 添

事 務 連 絡

平成 29年 6月 23日

都道府県衛生主管部 (局)御中

厚生労働省健康局がん 口疾病対策課

ヒアリに刺された場合の留意事項について

平成 29年 5月 に兵庫県尼崎市で、同6月 に神戸市で発見されましたヒアリに

ついて、ヒアリに刺された場合の医療的留意事項について連絡いたします。

ヒアリは、南米原産で体長は 2.5～ 6mm程度、体色は主に赤茶色の有毒のア

リです。世界では北米や中国、フィリピン、台湾等にも外来生物として侵八 日

定着 しており、世界各地で大きな問題となつています。

ヒアリは、極めて攻撃性が強いとされており、刺された際には、アルカロイ

ド毒により、熱感を伴う非常に激 しい痛みを覚え、水疱状に腫れ、その後、膿

が出ます。

さらに寺に含まれる成分に対してアレルギー反応を引き起こす例があり、局

所的、または全身にかゆみを伴う発疹 (じ んましん)が出現する場合がありま

す。欧米においては、アナフィラキシー症例も報告されています。

ヒアリの寺には、アルカロイ ド寺であるブレノプシン (2‐ メチル‐
6‐アルキル

ビペリディン)のほか、ハチ毒との共通成分であるホスホリパーゼやヒアルロ

ニゲーゼなどが含まれています。そのため、ヒアリに刺された経験が無くても

ハチ毒アレルギーを持つ方は特に注意が必要です。

ヒアリに刺された方がアナフィラキシー症状を引き起こした場合、ア ドレナ

リンを注射するなどの適切な救急処置をとる必要があります。

貴部 (局 )におかれましては、本事務連絡の趣旨を御了知いただくとともに、

貴管下の関係医療機関宛てに周知いただきますようお願いいたします。

なお、咬まれた時の対処方法を含め、ヒアリの特徴、生態、駆除方法等の参

考として、平成 21年に環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室から発行さ

れた、『ストップロザ ロヒアリ』もご参照ください。

●e ture/intro/

以 上

照会先 厚生労働省健康局がん B疾病対策課

貝沼 (内線 2291)
魚谷 (内線 2975)

(代表番号)03-5253-1111



ストップ。ザ ヒアリ

ST口 P THE FIR E ANT

●

危険な外来昆虫「ヒアリ」による被害を防ぐために



小型アリにもかかわらす

刺 されると火傷のような激 しい痛み !

ヒアリ (別 名 :ア カヒアリ 学名 :♂ο/θ′70ρ ttδ

ヵ施 rβ )は、漢字で “火蟻"と 表され、刺 されると

火傷のような激 しい痛みが生じます。赤茶色の小型

のアリで、腹部は濃 く黒っぽい赤色。体長は2.5ミ

リから6ミ リと大きさにバラつきがあり、上でアリ

塚を作って住むこともヒアリの特徴です。

毒性が強 く、毒針で刺されるとアレルギー反応に

より死に至ることもあるため、世界各地で大きな問

題となっています。人体への被害等を及ぼすことか

ら、外来生物法により「特定外来生物」に指定され

ています。南米中部原産のアリですが、現在では米

国をはじめ環太平洋諸国に定着しています。日本で

の生息は未だ確認されていませんが、中国、台湾な

どに定着しているため、日本への侵入を警戒する必

要があります。

◆ ヒア リの分布地

全体は赤茶色で腹部が黒っばい赤色

上で作られる ドーム状のヒアリの巣 (ア リ塚 )
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直径25～ 60cm、 高さ15～ 50c m

土で作られるドーム状のアリ塚が目即

上で作 られるヒアリの “アリ塚"(巣)は、農耕

地や公園など、開放的な草地・裸地に多く見 られ

ます。直径25cmか ら60cm、 高さ15cmか ら50cm

程度の ドーム状になり、最大で高 さ90cm、 深 さ

180cmに達 します。巣の内部には迷宮状にたくさ

んの巣部屋があり、このアリ塚から四方に向けて ト

ンネルが伸びています。働きアリはその トンネルを

通って餌を採りに出て行きます。

ヒアリが作るアリ塚の断面

初期のアリ塚

中程度に発達したアリ塚

大きく発達したアリ塚 (最大高さ90cmに )

開放的な土地を好み

上を用いたアリ塚を

作る。地上部にも巣

部屋ができる。

トンネル 出入り回

↓

↓

上で大きなアリ塚を作る日本の在来種はいません。

エゾアカヤマアリ

落ち菜や枯れ葉で巣を作

る。北海道や、本州中部

以北の寒冷な地域に生患。

トビィロシワアリなど

土粒が盛られる小さな噴

火回型。高さ10cm未満

で、盛上の中には巣部屋

はできない。

在来種の巣 との比較

ノ
/



大きさは2.5mm～ 6.Omm

カラダは赤茶色、お尻には毒針

◆ ヒアリと似ている在来種

複限は個限が

15個 以上集

まっても`る
＼

ヒア リ

体長2.5mm～ 6.Omm。 全

体的に赤茶色。腹部は濃い

赤色で黒っぼく見える。お

尻の毒針で積極的に剃す。

触角は10節 に

分かれる

触角の先端は

こん棒状で2節

―顔柄は2節 に

なっている

贖部先端の■針は

見えないこともあ

るので注意 !

頭盾前緑中央部

に突起あり

大小様ざまなサイスが

混在するヒアリ

ヒアリには2.5mm～ 6 0mmと 様

ざまな大きさの働きアリがいる。

ただし、オオズアリ属のように大

型の働きアリで頭部だけが種端に

巨大1と するようなことはない。

前伸腹節に トゲ

や突起はない

ヒメア リ属

体長1 5mm～ 3mm。 触角の

こん棒部分は3節。ttllさ れて

もあまり感じない。

クンケアリ属

体長3 0mm～ 5 5mm。 胸の

後背部 (前伸腹節)に トゲ。

お尻の毒針で刺すことがある。

オオズア リ属

体長1.5mm～ 4 5mm。 頭部

が大きい兵アリがいる。刺さ

ない。



ヒアリを発見したら地方環境事務所等に通報を !

駆除方法は、熱湯、液剤、ベイ ト剤

ヒアリを発見 した場合には、地方環境事務所等

(httD://WWw env go Jp/nature/intro/2procedure/reo

ht冊 |に連絡先一覧を掲載しています)に通報して

下さい。なお、駆除方法は以下の3つがあります。

即応性(:' 実効性 ×

熟湯を巣穴とその周辺に注ぎます。熱湯が直接かかる範囲のアリ

は死にますが、アリ塚の深部にいるヒアリは駆除ができません。

即応性 (二)実効性△

巣に直接散布します。市販の液剤で自ら駆除するより専Pヨ業者に

よる高圧散布の方が稿 い効果が期待されます。液剤に接触 したヒ

アリはもちろん、瀞ヽ lに接触したヒアリが巣内で他のヒアリに触

れても駆除効果があります。ただし、他の昆虫類にも影響を及ぼ

します。

即応性 /ヽ 実効性 ()

顆粒状・ゼリー状のベイト剤 (毒餌)を ヒアリの行列内や巣の周

辺に設置 します。薬剤が持ち去られる限り、追加・交換をします。

働きアリが駆除剤を巣に持ち帰ることにより巣の内部まで駆除が

可能。時間は要するものの1,2よ りも確実に駆除ができます。

防 除 効 果 の 確 認 の た め の モ ニ タ リ ン グ

継統的な防除により、確認できるヒアリが減っている

場合でも、巣の外に出る働きアリが減少しているだけ

かもしれません。巣のあった場所近くにシロップなど

誘写Iト ラップを設置して一定時間誘引し、集まったア

リを採集して種類や数を確路しましょう。ヒアリの確

認ができなくなっても1カ 月後、3カ月後、6カ 月後、

1年後ぐらぃまでは定期的なモニタリングをオススメ

します。ヒアリの根絶確認には慎重きが必要です。

●ヒアリがいなくなつたとされる基準

1 誘引 トラップに現れない。

2 在来アリの生息が見られるようになる。

専門禁者による湖 蟷 圧散布

ベイト剤セ設置して構子をみる

シロップとツナを

用いた誘引 トラップ

1.熱湯をかける

2.液剤をまく

3.ベイト剤を設置する



安静にし、急激な容体の変化が

現れたらすぐに病院ヘ

ヒアリの毒への反応は人によって大きく

異なります。刺されたときには安静にし、

急激に容体が変化する場合には速やかに病

院に行きます。

お

“

俸性ガ事く,餌艇れると生命のた

険も伴いますと

● ヒアリの毒成分

ヒアリの寿にはアルカロイド毒であるソレノプ

シン (2-メ テル_6‐アルキルピペリディン)の
ほか、ハチ毒との共通成分であるホスホリパー

ゼやヒアルロニダーゼなどが含まれています。

そのためヒアリに刺された経験がなくてもハチ

毒アレルギーを持つ方は特に注意が必要です。

アナフィラキシーについては

下記のウェブサイトも参考になります

日本アレルギー学会

h中 :′/― .ISaWeb.ip′general′ qa― phylaxisぬ ht■ ]

リウマチ・アレルギー情報センター

hф:〃
―

.』 lergy.gOjp/封 皓rgy/guideline/05/05,h柿 ]

症 状

対 処



熱湯や市販の殺虫剤で殺虫処理

テープや小瓶などに採集・保存する

専門機関ヘヒアリか否かという確認依頼などをす

るために採集が必要になることもあります。その際

にはまず、刺されないように十分注意して、熱湯や

市販のスプレー式殺虫剤で殺虫処理 を行います。そ

して、確実に死んだことを確認した後、次のような

方法で採集します。

1.簡場式採集・保存方法

セ.ロ テープに貼り付けて、テープ内に閉じ込めます。周囲を

囲むように接着し、アリの体がつぷれないように注意します。

2.保存性の高い操ユ方法

ピンセットでつまみ、フト瓶やフィルムケースに入れます。ア

ルコール (消毒用エタノールやアルコール度数の高いお酒)

に浸すことができればさらに良い状態で保存できます。

※死んでいても針が出ていて刺さることがあるので、決して

素手で触ってはいけません。

ヒアリも関係する「外来生的法」とは?

2005年 6月 に『特定外来生物による生感系等に係る機

害の防止に関する法律 (外来生物法)」 が施行されました。

この法律は、生態系、人の生命 '身体、農林水産業に係

る被書を及ぼし、または及ぼすおそれがあるものとして

「特定外来生物Jを 指定し、取り扱いを規制しています。

現在、アリについてはヒアリの他、アルゼンチンアリ、

アカカミアリ、ヨカミアリが特定外来生物になっていま

す。これらの生物を持ち運んだり、飼育したりすること

は禁止されています。(た だし、死んだ個体は対象外です。

また野外で補まえたものをその場ですぐに放すことは禁

止されていません)

外来生物法について詳しく知りたい方は…

http://― .env go.,p′ nakJre/intro/

方法 1:セ ロテープで周囲を田むよ

うに接指する

方法2:栞手では触らfピンセット

などを使って瓶やケースに入れる。
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