
多包虫症は，北海道において風土病的に流行する寄生虫

感染症の一つであり ，主として肝臓に病変を形成し，放

置すると致死的である．そこで，北海道では患者の早期発

見・早期治療を目的にヒトの血清診断を実施している ．

本疾患の治療薬としては一般にアルベンダゾール

（albendazole）が知られているが ，症例の多くは薬剤投

与で完治させることは難しく，主たる根源的な治療法とし

て外科的切除が必要である．ただし，この薬剤が何らかの

理由で手術が適用できない患者に対して投与される，ある

いは術後に残存病巣への対処の意味合いで投与されるケー

スは多い．この場合に問題となるのは，非常に長期にわた

る投与になること，そしてこの薬剤の副作用が大きいとい

うことである ．多包虫症病巣は血流が乏しく，薬剤は周

辺から拡散吸収されると考えられていることから ，もし

も，albendazoleよりも効率よくシストの障壁を通過して

エキノコックスに作用でき，副作用も小さい（あるいは無

い）薬剤があれば，患者への負担を軽減することができる．

自然豊かな北海道には，多くの北方系植物が自生または

栽培されているが，それらの一部の種しか薬用あるいは食

用として利用されていない．そこで，当所では北海道産植

物の保健衛生面への有効利用を図るため，調査研究事業と

してそれらの抽出物（メタノール抽出または70％アセト

ン抽出）を調製し，各種スクリーニング試験に供してき

た ．それらの中には，アイヌ民族伝承の薬用・食用植

物も含まれている ．今回，我々は，多包虫症治療薬候

補成分の探索をめざし，これらの北海道産植物の抽出物に

ついてエキノコックス原頭節の死滅効果を持つものの in
 

vitroスクリーニングを行ったので報告する．

方 法

上記事業で調製し冷蔵保存しておいた北海道産植物110

科450種（626試料：No.１～No.626）のメタノールまた

は70％アセトン抽出物を用いた．約１mg/mLの濃度と

なるように純水を加え，可溶部を試験溶液とした．一方，

コトンラットに実験感染・増殖させたエキノコックスの病

巣を摘出し，そこから原頭節を集めて培養液（10％ウシ胎

児血清及び抗生物質を含む液体培地）に懸濁させた．この

原頭節懸濁液を24穴の培養プレートに２mL/wellずつ分

注し，そこに各試験溶液を100μLずつ添加して37℃の

CO インキュベーター内で静置した．翌日以降３日間に

渡って顕微鏡下で原頭節の様子を観察し，各植物由来成分

の原頭節死滅効果を確認した．

結 果

観察の結果，添加してから１日経過後に10ウェル，２日

経過後に20ウェル，３日経過後に10ウェルにおいて原頭

節の死亡を確認した（表１）．すなわち，添加後３日以内

に計40試料（全体の6.4％）においてエキノコックス原

頭節死滅効果を認めた．その内訳は，キキョウ科の２／４

種（50.0％）・３／７試料（42.9％），キク科の11／58種

（19.0％）・12／80試料（15.0％），ナス科の２／５種

（40.0％）・３／８試料（37.5％），ユリ科の３／27種

（11.1％）・４／45試料（8.9％）などである．一方，原頭

節死滅効果を示さなかった586試料は表２にまとめた．

考 察

今回の実験は，各植物の抽出成分を原頭節に対して直接

作用させている．しかし，実際の病巣に対して薬剤効果を

示すためには，その成分がシスト壁を通過しなければなら

ない．よって，直接作用でも原頭節の死滅に長時間を要す
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るのであれば，実際の病巣に対する治療薬の候補にはなり

得ないと考え，観察を投与から３日経過後までとした．ま

た，試験溶液を添加した際のウェル内のpH変化など，薬

剤効果とは別の要因で死滅した可能性を排除する必要があ

るため，今後の実験方法にはさらなる工夫が必要である．

よって，今回の実験結果をもって即，多包虫症治療薬の

候補となる訳ではないが，まずは北海道産植物の抽出物中

に，原頭節死滅効果を示すものがあることを確認できた．

今後，その成分の特定及びより実際の病巣に近い状態に対

する効果の検証を試みたいと考えている．

表1 北海道産植物のエキノコックス原頭節死滅効果確認試験の結果

死滅確認
No. 科 名 和 名 学 名 使用部位

１日後 ２日後 ３日後

3 アカザ アカザ Chenopodium album var.centrorubrum 葉 ○

33 イチヤクソウ コイチヤクソウ Pyrola secunda 全草 ○

73 オオバコ オオバコ Plantago asiatica 全草 ○

83 オミナエシ オトコエシ Patrinia villosa 全草 果実 ○

109 キキョウ キキョウ Platycodon grandiflorum 全草 花 ○

110 ツリガネニンジン Adenophora triphylla 地上部 ○

111 根 ○

126 キク イワニガナ Ixeris stolonifera 全草 ○

127 イワヨモギ Artemisia iwayomogi 全草 ○

129 エゾゴマナ Aster glehnii 全草 花 ○

139 オオヨモギ Artemisia montana 地上部 ○

146 キクイモ Helianthus tuberosus 全草 ○

152 コハマギク Chrysanthemum yezoense 全草 花 ○

153 ゴボウ Arctium lappa 全草 花 ○

155 葉 ○

169 ノブキ Adenocaulon himalaicum 全草 果実 ○

175 ハンゴンソウ Senecio cannabifolius 全草 花 ○

188 ヤブタバコ Carpesium abrotanoides 全草 花 ○

190 ヨツバヒヨドリ Eupatorium chinense var.sachalinense 全草 花 ○

196 キョウチクトウ ニチニチソウ Vinca rosea 地上部 花 ○

233 ケシ タケニグサ Macleaya cordata 全草 ○

245 サトイモ コウライテンナンショウ Arisaema angustatum 球茎 ○

265 シソ クロバナヒキオコシ Plectranthus trichocarpus 地上部 果実 ○

268 ナギナタコウジュ Elsholtzia ciliata (Thunb.)Hylander 地上部 ○

355 ツゲ フッキソウ Pachysandra terminalis 地上部 果実 ○

377 ツリフネソウ ツリフネソウ Impatiens textori 地上部 ○

388 ナス オオマルバノホロシ Solanum megacarpum 全草 果実 ○

391 ホオズキ Physalis alkekengi 全草 花 ○

392 葉 茎 ○

401 ナデシコ ムシトリナデシコ Silene armeria 地上部 花 ○

452 バラ ユキヤナギ Spiraea thunbergii 葉 ○

495 マタタビ マタタビ Actinidia polygama 葉 ○

538 メギ ヒロハノヘビノボラズ Berberis amurensis var.japonica 葉 果実 ○

540 モクセイ イボタノキ Ligustrum obtusifolium 葉 ○

553 ヤドリギ ヤドリギ Viscum album var.coloratum 地上部 果実 ○

559 ヤマゴボウ ヤマゴボウ Phytolacca esculenta 葉 茎 ○

583 ユリ オオバナノエンレイソウ Trillium kamtschaticum 全草 果実 ○

585 カタクリ Erythronium japonicum Decne. 塊茎 ○

586 葉 ○

601 タチギボウシ Hosta rectifolia 葉 ○

＊1：試料採取時のエングラーによる分類体系にもとづく
＊2：網掛けは文献８-10に示す事業・研究課題において収集されたアイヌ伝承の薬用・食用植物を示す
＊3：○印は原頭節の死滅を確認したことを示す
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No. 科 名 和 名 使用部位

1 アオイ ジャコウアオイ 全草 花

2 タチアオイ 全草

4 アカザ アカザ 花穂 種子

5 オカヒジキ 地上部

6 全草

7 全草 果実

8 シロザ 全草

9 アカネ アカネ 全草 花

10 カワラマツバ 全草 花

11 クルマバソウ 全草 花

12 地上部

13 アカバナ アレチマツヨイグサ 全草

14 エゾアカバナ 全草 果実

15 ヒシ 全草 果実

16 ミズタマソウ 全草

17 ヤナギラン 全草 花

18 アブラナ エゾワサビ 全草 花

19 キレハイヌガラシ 全草 花

20 コンロンソウ 全草

21 スカシタゴボウ 全草 花

22 セイヨウアブラナ 全草 花

23 セイヨウノダイコン 全草 花

24 ナズナ 全草

25 ハマハタザオ 全草 果実

26 フユガラシ 全草 花

27 ヤマガラシ 全草 果実

28 アヤメ ノハナショウブ 全草 花

29 ヒオウギアヤメ 全草

30 イチイ イチイ 枝

31 葉

32 果実

34 イチヤクソウ ジンヨウイチヤクソウ 全草

35 ベニバナイチヤクソウ 全草 花

36 イヌガヤ ハイイヌガヤ 葉

37 イネ アワ 種子

38 キビ 種子

39 クマイザサ 全草

40 テンキグサ 地上部

41 根 茎

42 ヒエ 種子

43 リボングラス 地上部

44 イラクサ アオミズ 全草 花

45 アカソ 全草 花

46 ウワバミソウ 全草 花

47 エゾイラクサ 全草

48 地上部

49 ムカゴイラクサ 全草

50 地上部

51 ラセイタソウ 地上部 花

52 ウコギ ウド 地上部

53 根

54 果実

55 エゾウコギ 葉

No. 科 名 和 名 使用部位

56 ケヤマウコギ 葉

57 果実

58 コシアブラ 葉

59 タラノキ 根

60 茎

61 葉

62 若芽

63 果実

64 トチバニンジン 全草 果実

65 ハリギリ 葉

66 ヒメウコギ 葉

67 ウラボシ コタニワタリ 地上部

68 ウリ アマチャヅル 全草

69 ミヤマニガウリ 地上部 果実

70 ウリノキ ウリノキ 全草

71 ウルシ ツタウルシ 全草

72 エゴノキ ハクウンボク 葉

74 オオバコ ヘラオオバコ 全草 花

75 オシダ オシダ 全草

76 地上部

77 クサソテツ 全草

78 地上部

79 コウヤワラビ 全草

80 ジュウモンジシダ 全草

81 リョウメンシダ 全草

82 オトギリソウ オトギリソウ 全草

84 オモダカ サジオモダカ 全草

85 ヘラオモダカ 地上部 花

86 カエデ オオモミジ 葉

87 ネグンドカエデ 葉

88 ガガイモ イケマ 全草 花

89 根

90 果実

91 ガガイモ 地上部

92 根

93 葉 果実

94 シロバナカモメヅル 全草 花

95 カタバミ カタバミ 全草 花

96 カツラ カツラ 葉

97 カバノキ シラカンバ 樹液

98 ダケカンバ 葉

99 ツノハシバミ 葉

100 ハンノキ 葉

101 ヒメヤシャブシ 葉

102 ガマ ガマ 全草

103 地上部

104 穂

105 カヤツリグサ アブラガヤ 全草 花

106 ミクリゼキショウ 全草 果実

107 ガンコウラン ガンコウラン 葉

108 果実

112 キキョウ ツルニンジン 根

113 全草 果実

表2 エキノコックス原頭節死滅効果を示さなかった植物
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No. 科 名 和 名 使用部位

114 地上部

115 バアソブ 根茎

116 キク アキタブキ 全草

117 地上部

118 根

119 花 茎

120 アキノキリンソウ 全草 花

121 アサギリソウ 地上部

122 アザミ 根

123 アザミ（の一種） 地上部

124 アメリカセンダングサ 全草 果実

125 イヌキクイモ 全草

128 エゾオグルマ 地上部

130 エゾタンポポ 地上部

131 根

132 エゾノコギリソウ 全草

133 エゾノコンギク 全草 花

134 エゾノサワアザミ 全草 花

135 エゾノチチコグサ 全草 花

136 オオアワダチソウ 全草 花

137 オオハンゴンソウ 全草 花

138 オオヨモギ 全草

140 地下茎

141 若葉

142 オトコヨモギ 全草 花

143 オナモミ 全草 果実

144 オニノゲシ 全草

145 カセンソウ 全草 花

147 キタノコギリソウ 全草

148 コウゾリナ 全草 花

149 葉

150 コウリンタンポポ 全草 花

151 コシカギク 全草 花

154 ゴボウ 根

156 シロヨモギ 全草

157 地上部

158 根

159 セイタカアワダチソウ 全草 花

160 セイヨウタンポポ 全草

161 地上部

162 根

163 セイヨウノコギリソウ 全草

164 チシマアザミ 全草

165 トゲチシャ 全草 花

166 ノゲシ 全草 花

167 ノコギリソウ 全草

168 葉

170 ノブキ 地上部

171 ノボロギク 全草 花

172 ハチジョウナ 全草 花

173 ハナガサギク 全草 花

174 ハマニガナ 全草 花

176 ハンゴンソウ 地上部

No. 科 名 和 名 使用部位

177 根

178 ヒメジョオン 全草 花

179 ヒメノコギリソウ 全草 花

180 ヒメムカシヨモギ 全草 花

181 フキタンポポ 全草

182 ブタナ 全草 花

183 未同定 全草

184 フランスギク 全草 花

185 ミミコウモリ 全草 花

186 メナモミ 全草

187 モミジガサ 全草

189 ヤマハハコ 全草

191 ヨブスマソウ 全草

192 地上部

193 キジノオシダ ヤマソテツ 地上部

194 キシメジ シイタケ 子実体

195 キョウチクトウ ツルニチニチソウ 全草 花

197 キンポウゲ アキカラマツ 全草 花

198 地上部

199 根

200 ウマノアシガタ 全草 花

201 エゾトリカブト 地上部

202 塊根

203 エゾノリュウキンカ 全草 花

204 地上部

205 根

206 エゾノレイジンソウ 全草

207 オダマキ 全草 花

208 カナダオダマキ 地上部

209 サラシナショウマ 全草

210 地上部

211 根

212 センニンソウ 地上部 果実

213 ニリンソウ 地上部

214 根 茎

215 ミヤマハンショウヅル 地上部

216 ルイヨウショウマ 全草 果実

217 クマツヅラ クサギ 枝 葉

218 葉

219 ムラサキシキブ 葉

220 グミ アキグミ 葉

221 クルミ オニグルミ 樹皮

222 クワ カラハナソウ 地上部

223 根

224 根 茎

225 花穂

226 ヤマグワ 枝

227 葉

228 樹皮

229 ケシ エゾエンゴサク 地上部

230 塊茎

231 クサノオウ 全草 花

232 地上部

表2 エキノコックス原頭節死滅効果を示さなかった植物（続き)
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No. 科 名 和 名 使用部位

234 ゴマノハグサ ウンラン 全草

235 エゾヒナノウスツボ 全草 果実

236 エゾルリトラノオ 全草 花

237 キリ 葉

238 クガイソウ 地上部 花

239 ビロードモウズイカ 全草 果実

240 ホソバウンラン 全草 花

241 サクラソウ オカトラノオ 地上部 果実

242 クサレダマ 全草 花

243 サトイモ コウライテンナンショウ 全草

244 地上部

246 果実（乾）

247 果実

248 ザゼンソウ 全草 花

249 ショウブ 地上部

250 根

251 ヒメザゼンソウ 葉

252 ミズバショウ 全草

253 根

254 葉

255 シシガシラ シシガシラ 全草

256 シソ アジュガ 全草 花

257 イヌゴマ 全草 花

258 イヌハッカ 全草 花

259 イブキジャコウソウ 地上部

260 ウツボグサ 全草 花

261 エゾイヌゴマ 全草 花

262 エゾシロネ 全草 花

263 オドリコソウ 全草 花

264 カワミドリ 全草

266 ジャコウソウ 全草 花

267 ナギナタコウジュ 全草

269 ナミキソウ 全草 花

270 ヒメオドリコソウ 全草 花

271 シノブ タマシダ 地上部

272 ジンチョウゲ ナニワズ 葉

273 スイカズラ ウコンウツギ 葉

274 エゾニワトコ 茎 枝

275 葉

276 葉 果実

277 オオカメノキ 葉 花

278 ガマズミ 葉

279 クロミノウグイスカグラ 果実

280 タニウツギ 葉 花

281 ノリウツギ 葉 花 種子

282 小枝

283 ハコネウツギ 葉 果実

284 ヒョウタンボク 葉 花

285 ミヤマガマズミ 葉

286 スイレン エゾノヒツジグサ 全草 花

287 コウホネ 全草

288 根

289 茎

No. 科 名 和 名 使用部位

290 ジュンサイ 全草 花

291 スギ スギ 葉

292 スズカケノキ アメリカスズカケノキ 葉

293 スベリヒユ スベリヒユ 全草

294 スミレ オオタチツボスミレ 茎 葉

295 スミレサイシン 全草

296 セリ アマニュウ 全草

297 葉柄

298 イブキボウフウ 地上部

299 根

300 ウイキョウ 全草 花

301 ウマノミツバ 全草 花

302 エゾニュウ 根

303 茎

304 エゾノヨロイグサ 全草

305 オオバセンキュウ 全草

306 地上部

307 根

308 オオハナウド 根

309 茎

310 カラフトニンジン 全草

311 地上部

312 根

313 シャク 根 茎

314 茎

315 シラネニンジン 全草 果実

316 セリ 全草

317 センキュウ 地上部

318 根 茎

319 ドクゼリ 全草

320 地上部

321 根 茎

322 ハマボウフウ 全草 花

323 地上部

324 根 茎

325 ホッカイトウキ 地上部

326 マルバトウキ 全草 花

327 地上部

328 ミツバ 地上部

329 ミヤマセンキュウ 全草 花

330 地上部

331 根

332 ヤブジラミ 全草 果実

333 ゼンマイ ヤマドリゼンマイ 地上部 花

334 センリョウ ヒトリシズカ 全草 花

335 地上部

336 フタリシズカ 全草 花

337 タデ イシミカワ 全草

338 ウラジロタデ 全草 花

339 根

340 茎

341 エゾノギシギシ 全草

342 オオイタドリ 全草

表2 エキノコックス原頭節死滅効果を示さなかった植物（続き)
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343 地上部

344 種子

345 オオイヌタデ 全草 花

346 スイバ 全草

347 ネバリタデ 全草

348 ノダイオウ 塊根

349 ヒメスイバ 全草

350 ママコノシリヌグイ 全草 花

351 ミズヒキ 全草 花

352 ミゾソバ 全草

353 ミチヤナギ 全草

354 チャセンシダ コタニワタリ 全草

356 ツゲ フッキソウ 地上部

357 ツツジ アクシバ 葉

358 イソツツジ 葉

359 果実

360 ウスノキ 葉

361 エゾムラサキツツジ 葉

362 オオバスノキ 葉

363 果実

364 キバナシャクナゲ 葉

365 サラサドウダン 葉

366 ツルコケモモ 果実

367 ナツハゼ 葉

368 ハクサンシャクナゲ 葉

369 ハナヒリノキ 葉

370 ホツツジ 葉 果実

371 ムラサキヤシオ 葉

372 レンゲツツジ 葉

373 ツユクサ ツユクサ 全草 花

374 ツリフネソウ キツリフネ 全草 花

375 地上部

376 ツリフネソウ 全草 花

378 塊根

379 トウダイグサ エゾユズリハ 葉

380 トクサ スギナ 地上部

381 栄養茎

382 トクサ 地上部 果実

383 ドクダミ ドクダミ 全草

384 トチノキ トチノキ 葉

385 種子

386 果肉

387 ナス イヌホウズキ 全草 花

389 ジャガイモ 全草 花

390 チョウセンアサガオ 葉

393 ホオズキ 果実

394 果皮

395 ナデシコ ウシハコベ 全草 花

396 エゾカワラナデシコ 全草 花

397 オオツメクサ 全草 花

398 サボンソウ 全草 花

399 ハコベ 全草

400 ハマハコベ 全草 果実

No. 科 名 和 名 使用部位

402 ニガキ シンジュ 葉

403 ニガキ 茎

404 葉

405 ニシキギ コマユミ 葉 花

406 枝 葉

407 ツリバナ 葉 果実

408 ツルウメモドキ 葉

409 果実

410 ツルマサキ 葉

411 ニシキギ 葉 花

412 マサキ 葉 果実

413 マユミ 葉 花

414 ニレ オヒョウ 葉

415 ハルニレ 枝 葉

416 ノウゼンハレン ノウゼンハレン 全草 花

417 パイナップル シマサンゴアナナス 全草

418 ハエドクソウ ハエドクソウ 全草

419 ハナシノブ クサキョウチクトウ 全草 花

420 ハナヤスリ エゾフユノハナワラビ 全草

421 地上部

422 バラ アズキナシ 葉 果実

423 エゾノウワミズザクラ 枝

424 葉

425 エゾノコリンゴ 果実

426 エゾノミツモトソウ 全草 花

427 エゾヤマザクラ 枝 葉

428 エビガライチゴ 葉

429 果実

430 オオダイコンソウ 全草 果実

431 オニシモツケ 全草 花

432 地上部

433 キンミズヒキ 全草

434 ダイコンソウ 地上部

435 根

436 チシマキンバイ 地上部

437 ナガボノシロワレモコウ 全草 花

438 ナナカマド 枝

439 葉

440 ナワシロイチゴ 全草 花

441 ノイバラ 葉

442 ハマナス 根

443 枝

444 葉

445 果実

446 果実（乾）

447 ボケ 葉

448 ホザキシモツケ 葉 花

449 ホザキナナカマド 枝

450 ヤマブキ 葉

451 ヤマブキショウマ 地上部

453 ヒカゲノカズラ ヒカゲノカズラ 全草

454 茎 葉

455 ヒノキ ニオイヒバ 葉 果実

表2 エキノコックス原頭節死滅効果を示さなかった植物（続き)
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456 ヒユ イヌビユ 全草 花

457 ヒルガオ ハマヒルガオ 全草 花

458 根

459 ヒロハヒルガオ 全草 花

460 根 茎 若芽

461 フウロソウ イチゲフウロ 全草

462 エゾフウロ 地上部 花

463 ゲンノショウコ 全草

464 地上部

465 ハマフウロ 全草 花

466 ブドウ ノブドウ 地上部 花

467 ヤマブドウ 根

468 葉

469 果実

470 果実（乾）

471 蔓

472 ブナ カシワ 葉

473 果実

474 樹皮

475 クリ 枝

476 葉

477 果実

478 ブナ 葉

479 ミズナラ 葉

480 ベンケイソウ アオノイワレンゲ 全草

481 イワベンケイ 全草

482 エゾノキリンソウ 全草

483 オオベンケイソウ 全草 花

484 キリンソウ 全草

485 ヒダカミセバヤ 地上部 花 果実

486 マンネングサ 全草 花

487 ミツバベンケイソウ 全草 花

488 ボタン シャクヤク 地上部

489 ボタン 地上部

490 ヤマシャクヤク 地上部

491 根

492 果実

493 マタタビ サルナシ 葉

494 マタタビ 茎

496 果実

497 ミヤママタタビ 葉

498 マツブサ チョウセンゴミシ 葉

499 果実

500 蔓

501 トドマツ 種子

502 マメ イワオウギ 全草

503 エゾノレンリソウ 全草

504 地上部

505 エニシダ 葉

506 エンドウ 地上部

507 カンゾウ 全草

508 クサフジ 地上部

509 クズ 地上部

No. 科 名 和 名 使用部位

510 シナガワハギ 全草 花

511 シロツメクサ 全草 花

512 シロバナシナガワハギ 全草 花

513 センダイハギ 全草 花

514 ナンテンハギ 地上部 果実

515 ハマエンドウ 全草 花

516 ハリエンジュ 葉

517 ムラサキツメクサ 全草 花

518 ヤブハギ 全草 花

519 ヤブマメ 地中果

520 地上部

521 ルピナス 地上部 果実

522 ミカン キハダ 果実

523 果実（乾）

524 サンショウ 枝

525 葉

526 ツルシキミ 葉

527 ミクリ ミクリ 全草 果実

528 ミズキ シロミノミズキ 葉 花

529 ヒメアオキ 葉

530 ミズキ 葉

531 ミソハギ エゾミソハギ 地上部

532 地上部 花

533 根

534 ミツガシワ ミツガシワ 全草

535 ムラサキ セイヨウムラサキ 全草 果実

536 ハマベンケイソウ 全草 花

537 ヒレハリソウ 全草 花

539 モクセイ アオダモ 葉

541 ムラサキハシドイ 葉

542 ヤチダモ 樹皮

543 レンギョウ 葉

544 モクレン キタコブシ 枝

545 葉

546 果実

547 果実（乾）

548 ホオノキ 枝

549 葉

550 果実

551 モチノキ ツルツゲ 葉

552 ハイイヌツゲ 葉

554 ヤドリギ ヤドリギ 茎葉

555 ヤナギ エゾノキヌヤナギ 葉

556 クロポプラ 葉

557 ヤマゴボウ ヤマゴボウ 全草 花

558 根

560 ヤマノイモ ヤマノイモ 葉

561 ヤマモモ ヤチヤナギ 全草

562 ユキノシタ エゾアジサイ 葉 花

563 エゾクロクモソウ 全草 花

564 コマガタケスグリ 葉

565 ズダヤクシュ 全草 果実

566 ダイモンジソウ 全草 花

表2 エキノコックス原頭節死滅効果を示さなかった植物（続き)
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No. 科 名 和 名 使用部位

567 ツルアジサイ 葉

568 トリアシショウマ 全草 花

569 ネコノメソウ 全草

570 ノリウツギ 葉

571 ユリ エゾスカシユリ 鱗茎

572 エゾゼンテイカ 全草 花

573 エゾネギ 地上部

574 塊茎

575 オオアマドコロ 全草 花

576 地上部

577 根茎

578 果実

579 オオウバユリ 全草

580 葉

581 鱗片

582 団子

584 オランダキジカクシ 地上部

587 キジカクシ 根

588 キバナノアマナ 地上部

589 鱗茎

590 ギョウジャニンニク 地上部

591 地上部（乾）

592 クルマバツクバネソウ 全草

593 クロユリ 地上部

594 鱗茎

595 サルトリイバラ 葉 果実

596 シュロソウ 茎

597 スズラン 全草

No. 科 名 和 名 使用部位

598 ゼンテイカ 地上部

599 タケシマラン 全草 花

600 タチギボウシ 全草

602 チゴユリ 全草

603 トウギボウシ 全草

604 ニンニク 鱗茎

605 バイケイソウ 全草

606 ヒメイズイ 全草 花

607 地上部

608 根 茎

609 ホウチャクソウ 全草

610 マイヅルソウ 全草 果実

611 地上部

612 ユキザサ 全草

613 地上部

614 根 茎

615 葉

616 ラン コケイラン 葉

617 鱗茎

618 ノビネチドリ 全草 花

619 リンドウ アケボノソウ 地上部

620 エゾリンドウ 全草 花

621 ツルリンドウ 地上部

622 ワラビ イワガネゼンマイ 全草

623 クジャクシダ 全草

624 ワラビ 全草

625 地上部

626 根

＊1：試料採取時のエングラーによる分類体系にもとづく
＊2：網掛けは文献８-10に示す事業・研究課題において収集されたアイヌ伝承の薬用・食用植物を示す

表2 エキノコックス原頭節死滅効果を示さなかった植物（続き)
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