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マツカワ防raspermoseriから分離したスクーチカ

繊毛虫の食酢・茶抽出物に対する感受性

伊藤慎悟1，*.笠井久会2

Identification and evaluation of the pathogenicity of a scuticoci1iate 
isolated from diseased barfin f10under 防raspermoseri and sensitivity of a 

pathogen isolate to vinegar and tea extract solutions in sea water 

Shingo lTo1， * and Hisae KASAI2 

Abstract: We observed mortality due to scuticociliate infection in barfin flounder and subsequent-

ly identified the causative pathogen and examined its pathogenicity. In addition， we examined the 

sensitivity of a pathogen isolate and the tolerance of the b紅白1flounder to vinegar solutions and tea 

extract solutions to identiかscuticociliateinfection control measures in this fish species. Species 

identification of the causative agent was performed using polymerase chain reaction (PCR); the 

causative agent was identified as Miamiensis avidus. M. avidus was administered to barfin flounder 
via immersion or intraperitoneal injection. In the intraperitoneal injection experiments， the cumula-

tive mortality rate within one week was 100% at a dose of 105 ciliates/fish. In contrast， immersion 
challenge experiments were unsuccessful. M. avidus survival fell below the detection limit after 
exposure to a 0.7% vinegar solution or a 0.01 % tea extract solution for 30 min. Exposure to a 0.03% 

tea extract solution for 1h was toxic to the barfin flounder， whereas exposure to a 0.7% vinegar 

solution for 1h exhibited low toxicity. In conclusion， we suggest that exposure to a 0.7% vinegar 

solution for 30 min is an effective M.αvidus infection treatment and control method in vitro. 

Key words: Barfin flounder; Scuticociliate; Vinegar; Tea extract 

マツカワ防raspermoseriは茨城県以北の太平洋岸，

日本海北部，オホーツク海南部・千島列島などに分

布するカレイ目カレイ科マツカワ属の冷水魚、で、ある

(坂本 1986)。本種はヒラメに次ぐ高級魚とされ，地

方名はタンタカ，タカノハガレイなどである(尼岡

ら 1995)。マツカワの種苗生産研究は1981年に社団法

人日本栽培漁業協会厚岸事業場で初めて取り組まれ，

北海道では1989年から種苗生産が開始された(萱場

2005)。現在では年間100万尾を超える放流数となって

おり，漁獲量も1991年の68.5kgから100t前後まで増

えている(佐々木 1997;北海道2014)。

2014年12月18日受付;2015年 4月11日受理.

スクーチカ症の原因となる繊毛虫としては，Uronema 

marinum， Philasterides dicentrarchi， Pseudocohnilembus 

ρersαlinus， Pseudorhαbdosynochus hargisi， Miamiensis 

avidusが知られ，種類によっては PCR法で調べるこ

とができる (Tangeet al. 2010; Whang et al. 2013)。そ

のうち，M avidusは日本や韓国で分離され，ヒラメ

で病原性が確認されたスクーチカ症の主原因となる種

類である(Junget al. 2005; Song et al. 2009; Tange et 

al. 2010)。

日本では1985年にヒラメ稚魚でスクーチカ症が確認

され(乙竹・松里 1986)，1989年には北海道でもヒラ

1北海道立総合研究機構水産研究本部中央水産試験場 (CentralFisheries Research Institute， Hokkaido Research 
Organization， 238 Hamanal母 cho，Yoichi， Hokkaido 046-8555， ]apan) . 

2北海道大学水産科学研究院 (Facultyof Fisheries Sciences， Hokkaido University， 3-1-1， Minato-cho， Hakodate， Hokkaido 
041-8611， ]apan). 
*連絡先 (Correspondingauthor): E-mail.ito-shingo@hro.or.jp (S. Ito). 
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メでスクーチカ症が発生し，マツカワでもスクーチカ

繊毛虫が観察されているが(吉水ら 1993)，培養細胞

による分離や病原性は検討されていなしミ。 2013年 5月

に北海道伊達市にある種苗生産施設で着底期のマツカ

ワ稚魚、(全長13mm前後)にスクーチカ症が発症し

た。異常遊泳は見られず，粘液過多が主な症状であっ

た。死亡魚と瀕死魚、を観察したところ，脳・体表にス

クーチカ繊毛虫が観察された。なお，疾病発生時の飼

育水温は13
0

Cであり，神経壊死症も疑われたが，検査

結果は陰性であった。流水量を増やすなどの対策を

とったが， 2週間で約 7万尾が死亡し，最終的に残っ

た約 6万尾の種苗も処分することとなった。施設には

給水経路が2経路あり， 3年程度清掃をしていなかっ

た片方の経路を遮断したところ，その後に着底したマ

ツカワには発生しなかった。このように本症はマツカ

ワでも起こりうる疾病でありながら，本種に感染する

スクーチカの分離・培養，分類，病原性および有効な

防除対策はこれまで検討されていなし、。そこで，本報

では魚類培養細胞を用いて病魚、からの分離・培養を試

み，培養虫体の種推定およびマツカワへの病原性を検

討した。また，食品である茶抽出物や食酢によるサケ・

マスの原虫駆除効果を参考に(北海道立水産僻化場

2005 ;鈴木 2005;浦和ら 2013)，それらによるスクー

チカ繊毛虫の増殖抑制条件およびマツカワ種苗への影

響を検討した。

材料および方法

スクーチカ繊毛虫の分離培養と分類

2013年 5月に北海道伊達市にある種苗生産施設で発

生したスクーチカ症のマツカワ病魚、の脳を無菌的に採

取し， RTG-2細胞に接種し，スクーチカ繊毛虫を分離

した。 RTG-2細胞の培養には， 10% (v/v)牛胎児血

清 (FBS，Gibco)， 100 IU/mlペニシリン G (Sigma)， 

100μg/ml硫酸ストレプトマイシン (Sigma) を添

加した Eagle'sMEM培地 (MEMlQ， Gibco) を用い，

15
0

Cで培養した。次いで SSN・1細胞を用いた限界希

釈法で虫体のクローニングを行った。 SSN-1細胞の

培養には， MEMlQと同濃度の FBSおよび抗生物質を

添加したLeibovitsL-15培地 (L-15，Gibco) を用い，

15
0

Cで培養した。

クローニングした虫体を SSN-1細胞で15
0

C，1週間

培養した後，培養上清100μlを12，000xgで15分間遠

心分離し，虫体を含む沈殿物を核酸抽出に供した。核

酸抽出にはセパジーン(エーデイア)を用い，M. avidus 

検出用のプライマーを用いて PCRを行った (Tange

et al. 2010)。反応条件は Tangeet a1. (2010) の方法

に従い，プライマーの濃度のみを0.2μMに変更した。

陽性対照には愛媛大学から分与いただき， SSN-1細胞

で培養した M.avidus虫体を用いた。

培養虫体を用いたマツカワ稚魚への浸漬感染試験

SSN-1細胞を用いて15
0

Cで 1週間培養したスクーチ

カ繊毛虫を734xgで5分間遠心分離後， 0.22μmフィ

ルタ-i慮過海水(漉過海水)で 1回洗浄し，虫体を漉

過海水に懸濁した後，血球計算盤で計数した。1.3x

102， 1.3 X 103， 1.3 X 104虫体/mlとなるように調整し

た懸濁液にマツカワ稚魚(平均全長21mm) を10尾入

れ，エアレーションをし， 60分間浸漬した。浸漬後の

稚魚、を601の循環水槽に移し死亡状況を 2週間観察し

た。水温は13.4~ 15.2
0

Cの範囲であった。餌料は市販

の配合餌料を 1日1度飽食給餌し，毎日底掃除をした。

対照群には虫体懸濁液の代わりに漉過海水を用いた。

死亡魚については脳と体表をウエットマウント法で観

察した。

培養虫体を用いたマツカワ稚魚への腹腔内接種による

感染試験

SSN-1細胞で15
0

Cにて 8日間培養したスクーチカ繊

毛虫を Hanks'BSS (Gibco)で浸漬試験と同様に洗虫

後， Hanks' BSSに懸濁し，虫体を血球計算盤で計数

した。 105虫体/尾となるようにマツカワ稚魚の腹腔内

に接種し (20尾，平均全長26mm)， 60 1の循環水槽

で2週間飼育し，死亡状況を観察した。水温は13.4~ 

16.7tの範囲であった。対照群には Hank'sBSSを腹

腔内接種した。餌料は市販の配合餌料を 1日1度飽食

給餌し，毎日底掃除をした。死亡魚については脳と体

表をウエットマウント法で観察した。

スクーチカ繊毛虫の茶抽出物・食酢感受性試験

既報(吉水ら 1993;笠井ら 2002)の MPN法を応

用し，茶抽出物(カメリアエキス AM，太陽化学)， 

食酢(米酢， ミツカン，酸度4.5) に対するスクーチ

カ繊毛虫の感受性を検討した。虫体の培養には SSN-1

細胞を用い， 15
0

Cで 1週間培養後，浸漬試験と同様

に櫨過海水(塩分34) で洗虫した。食酢と茶抽出物

濃度をそれぞれ4段階 (0.1，0.5， 0.7， 1.0%) と2段

階 (0.01と0.03%) に調整した櫨過海水へ 1X 104虫体

/ml前後となるようにスクーチカ繊毛虫を添加し，室

温で30分もしくは60分間反応させた。対照として，i慮

過海水に虫体を入れ， 60分間反応させた。所定時聞が

経過した後， P2Y1-1/2S培地 9mlに試験液を 1ml加

え (Yoshinagaand Nakazoe 1993)，さらに P2Y1-1/2S

培地で102~ 104倍に希釈した。あらかじめ各ウエル

に P2Y1-1/2S培地を 1mlずつ入れた24ウエルプレー

トの 5ウエルに各希釈液を 1mlずつ接種し， 15
0

Cで
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培養虫体を用いたマツカワ稚魚への浸漬感染試験

1.3 X 102およびf1.3X 103虫体Imlとした区では死亡

が観察されなかった。1.3X 104虫体Imlとした区では

13日目に 2尾死亡したが，死亡魚、の脳・体表にスクー

チカ繊毛虫は観察されなかった。

マツカワのスクーチカへの食酢等の感受性

5日間培養した。培養後，動いている虫体が確認され

たウエルを陽性とし，各希釈液の陽性ウエル数から最

確数表 (5本法)で虫体数 (MPNlml) を求めた。

培養虫体を用いたマツカワ稚魚への腹腔内接種による

感染試験

スクーチカ繊毛虫接種区では 7日間で全数死亡した

(Fig.1)。すべての死亡魚の脳・体表にスクーチカ繊

毛虫が観察された。

マツカワ稚魚の茶抽出物・食酢耐性試験

食酢および茶抽出物を0.7%および0.03，0.01%にな

るよう海水に添加し，マツカワ(平均全長21mm)

10尾を30分もしくは60分間曝露した。その後，水温

13
0

C， 1 ~ 2換水/時間にした60l 水槽で2週間飼育し，

死亡状況の経過を観察した。餌料は市販の配合飼料を

1日1度飽食給餌し，毎日底掃除をした。

スクーチカ繊毛虫の茶抽出物・食酢感受性

茶抽出物0.01%および0.03%添加海水に30分曝露す

ることでスクーチカ繊毛虫の生存数は検出限界以下と

なった。食酢では0.1%添加海水に60分曝露しても効

果が認められず， 0.5%添加海水に30分曝露で96.6%，

60分曝露で99.7%殺虫され， 0.7%添加海水に30分曝露

することで検出限界以下となった (Table1)。

果

PCR法によるスクーチカ繊毛虫の分類

陽性対照 (Mavidus; 1，433bp) と同じサイズの増幅

産物が確認されたことから，マツカワ病魚から分離し

たスクーチカ繊毛虫は M.avidusと同定された。

結

マツカワ稚魚の茶抽出物・食酢耐性

茶抽出物0.03%添加海水にマツカワ稚魚を浸漬した

ところ，翌日には全数死亡した。茶抽出物0.01%添加

海水に30分浸漬した場合の 2週間飼育後の累積死亡数

は3尾，食酢0.7%添加海水に 1時間浸漬した場合の

2週間後の累積死亡尾数は 1尾であった (Fig.2)。

察考

。
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されたスクーチカ繊毛虫のうち，病原性が確認され，

主原因と考えられる種類は M.avidusであることから

(Jung et al. 2005; Song et al. 2009; Tange et al. 2010)， 

北海道でもこれまでに M.avidusによるスクーチカ症

が発生していた可能性が高いと推察された。

スクーチカ繊毛虫についてはヒラメで感染試験

が行われているが(吉水ら 1993; Jung et al. 2007; 

Takagishi et al. 2009) ，マツカワでは行われていなかっ

た。本研究では腹腔内接種による感染試験で病原性が

確認されたが，浸i責感染試験では確認できなかった。

今回，浸漬感染試験が成立しなかった要因としては，

1) マツカワとヒラメの感受性の差， 2)供試魚、のサ

イズ， 3)試験時の塩分， 4)水温が考えられる。 1)

マツカワとヒラメの感受性の差については，マツカワ

は松の皮に似るというほど(尼岡ら 1995)皮膚が厚

いことが知られており，このことが感受性に影響する

可能性が考えられる。 2)供試魚、のサイズについては，

飼育施設でスクーチカ症が発生した時の全長は13mm

前後であり，今回供試したマツカワのサイズ(全長

21mm) よりも小型であったことから，マツカワのサ

イズも感受性に影響する可能性がある。 3)塩分につ

いては， Takagishi et al. (2009) によれば海水を希釈

した方が早く死亡することが明らかとなっている。海

水の塩分を下げることでヒラメと同様にマツカワにお

いても感染が成立する可能性がある。 4)水温につい

ては，スクーチカ繊毛虫の増殖適温が20.0~ 27.5
0C 

であることから (Yoshinagaand Nakazoe 1993)，高水

温で死亡率が高まる可能性がある。ヒラメでは17~ 

20tで感染試験を実施しているが(Junget al. 2007; 

Takagishi et al. 2009)，今回は13.4~ 15.20

Cで、行った。

全長35mmまでのマツカワを18
0

Cで飼育すると正常

な変態や性決定が阻害されることが知られており(萱

場 2005)，高水温で、の試験で、はスクーチカ繊毛虫の病

原性によるものではなく マツカワの内的要因によっ

て死亡率が高まる可能性もあったため，今回はヒラメ

で用いられた水温で、の感染試験は行わなかった。

スクーチカ繊毛虫の茶抽出物感受性については培養

液中での研究がある(北海道立水産癖化場 2005)が，

今回発生したスクーチカ症は海水中で、発生しており，

海水中での茶抽出物感受性は不明である。海水中にお

けるスクーチカ繊毛虫の茶抽出物および食酢への感受

性試験を行うにあたり，虫体の生存性を評価する方法

として吉水ら (1993)，笠井ら (2002)が用いた最確

数法による評価を応用した。食酢は0.7%で30分間以

上，茶抽出物は0.01%，30分以上で海水中のスクーチ

カ繊毛虫生存数は検出限界以下となった。

培養系を用いた試験ではスクーチカ繊毛虫に対する

茶抽出物と食酢の有効性が認められたものの，駆虫を

目的にした場合，マツカワ稚魚の茶抽出物，食酢への

耐性が重要になる。サクラマスの茶抽出物による駆虫

についての研究では， 0.03%茶抽出物に 1時間浸漬し

ても魚体に影響しないとの報告がある(北海道立水産

騨化場 2005)。そこで，同条件下でマツカワ稚魚の耐

性を調べたところ，強い魚、毒性が確認された。一方，

0.7%食酢添加海水に対してはある程度の耐性を示し，

マツカワ稚魚にも影響が少なかった。サケの原虫に対

する駆虫効果の研究では，鯉、などを含む体表に付着し

た原虫を食酢や茶抽出物で駆虫できることが知られて

いる(浦和ら 2013)。しかし，本研究の結果はマツカ

ワにおいて食酢による駆虫は可能であるものの，茶抽

出物による駆虫は不適で、あることを示している。サケ

において食酢添加では水素イオン濃度の変化が原虫へ

影響を与えていると考えられていることから(浦和ら

2013) ，食酢によるスクーチカ繊毛虫への駆虫効果に

ついても同様に水素イオン濃度の変化が直接の原因で

あると考えられる。

本病の予防に向けては，病魚の頻繁な除去や配管の

清掃等に加え，スクーチカ繊毛虫が体内に侵入する前

に駆虫する目的で定期的に食酢に浸漬することが有効

ではないかと考える。今回の試験結果は実験室レベル

でのものであるため，今後，現場でスクーチカ症が発

生した際に検証する必要がある。

要約

マツカワ稚魚にスクーチカ繊毛虫によると考えられ

る死亡が発生したため，魚類培養細胞で分離した繊毛

虫の病原性と食酢および茶抽出物の殺虫効果を調べ

た。分離した繊毛虫は PCR法でM.avidusと同定さ



マツカワのスクーチカへの食酢等の感受性 259 

れた。 SSN-1細胞で培養した虫体を用い，マツカワ稚

魚、への浸漬感染試験と腹腔内接種による感染試験を行

い，経過観察した。浸漬感染試験では感染が成立しな

かったが，腹腔内接種による感染試験では 7日間で全

数死亡し，繊毛虫が再分離されたため，本種がマツカ

ワ稚魚に対して病原性を有することが確認された。海

水に懸濁した培養虫体を食酢または茶抽出物に曝露

し，虫体生存数を MPN法で測定した。虫体生存数は

0.7%食酢または0.01%茶抽出物に30分曝露すると検出

限界以下になった。 0.01%茶抽出物はマツカワに毒性

を示したが， 0.7%食酢の影響はほぼなかったことか

ら，実験室レベルでは0.7%食酢に30分曝露すること

が有効な防除手段と考えられた。
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