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ブリの病原細菌の感染性に及ぼす腹腔内注射の影響

橋口健太郎1,2,*. 稲見佑子3 • 大嶋俊一郎1

Influence of intraperitoneal injection on susceptibility of pathogenic 

bacteria in yellowはil

Kentaro恥 SHIGucm1・2・*,Yuko INAMI3 and Syun-ichirou 0sHIMA1 

Abstract: Administered by intraperitoneal injection were injected into the aquaculture sites to 

prevent infectious diseases. However, the injection of foreign bodies into the body can stress the 

organism, and can also affect organism defense mechanisms and sensitivity to infection. This 

study investigated the stress response in yellowはi1fish following intraperitoneal injection of a 

physiological saline solution assumed to be vaccine, as well as the sensitivity to experimental 

infections. The blood stress indicators of cortisol concentration increased after intraperitoneal 

injection, and consequentially influenced some of the organism defense mechanisms as observed 

through a decrease of white blood cell phagocytic activity and other effects. Furthermore, when 

three kinds of pathogens (Photobacterium damselae subsp. piscicida, Streptococcus iniae and 

Tenacibaculum maritimum) administered to induce an experimental infection one hour after 

intraperitoneal injection, the accumulative death rates of the intraperitoneal injection group 

infected with P. damselae subsp. piscicida and S. iniae were significantly higher than the control 

group. The viable count of pseudotuberculosis bacteria in the gills of the group with post-

experimental infection was greater in the intraperitoneal injection group than in the control group. 

Given these results, it is clear that intraperitoneal injection causes stress in yellowtail fish and 

increases sensitivity to infections. 
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養殖魚は物理的ストレス，化学的ストレス，生物的

ストレスなど様々なストレスにさらされており，ス

トレスが感染症の発生に関与していることが報告さ

れている (Snieszko1974)。一般的に生物がストレ

スを受けると血中コルチゾール濃度が上昇し，その

結果，血中グルコース濃度が上昇する (Donaldson

1981; Mazeaud and Mazeaud 1981)。この反応はあ

らゆる動物で起こり，魚類においても確認されてい

る。その後生理機能 (Tayloret al. 2007), 生体防御

2018年11月6日受付； 2019年9月20日受理．

能 (Ortunoet al. 2001), 成長 (Bolasinaet al. 2006), 

繁殖能 (Milevaet al. 2011) などに影響を及ぼす。ま

た，血中コルチゾールおよびグルコース濃度は同じス

トレスを与えても魚種によってその上昇率は異なり

(Fanouraki et al. 2011; 橋口ら 2014), 同じ魚種でもス

トレスの種類により血中グルコース濃度等の上昇率は

異なること (Ortunoet al. 2002; 橋口ら 2014)が報告

されている。そのため，魚種およびストレスごとに影響

を調べる必要があり，今後，魚類の感染症とストレス
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の関連性を明らかにしていく上で，各種剌激に対する

ストレス応答の程度を把握しておくことは重要である。

ブリ類（ブリ Seriola quznqueradiata カンパチ Se.

dumerili, ヒラマサ Se.lalandi) は我が国の主要養殖

魚であり，海面養殖における魚類総生産量の約 6割を

占める（農林水産省 2018)。しかし，ブリ類のストレ

スに関する研究は少なく，ストレスと感染症の発生の

関係性についての研究は無く，不明な点が多い。これ

までの研究において，淡水浴を行ったブリでは血中コ

ルチゾール濃度が上昇する傾向にあり，生体防御能の

低下や類結節症に対する感受性が上昇することが明ら

かになっている（橋口ら 2015)。また，生理食塩水を

腹腔内に注射したブリは血中グルコース濃度が上昇す

ることも明らかになっている（橋Dら2014)。同様に，

ブラックブリーム Acanthopagrusbutcheri (Raddy and 

Pankhurst 2000) やイエローパーチ Pereaflavescens 

(Haukenes and Barton 2004) に生理食塩水を腹腔内

注射すると血中コルチゾール濃度が上昇することが報

告されており，腹腔内注射は魚類にとってストレスに

なると考えられる。このことから，ブリに腹腔内注射

を行うと，淡水浴を行った時と同様に感染症に対する

感受性の上昇や生体防御能の低下などが起こることが

予測される。腹腔内注射を行った際にこのような生体

反応が起きるとすると，ワクチン接種後の免疫を獲得

するまでの間に感染症に感染する可能性があるため，

腹腔内注射の影響を把握しておく必要がある。

そこで本研究では，養殖現場でのワクチン接種を想

定し，腹腔内注射に関する一連の操作（取り上げ・麻

酔・手づかみ・注射針を刺す• 生理食塩水の注入）を

一つのストレスと捉え，ブリに腹腔内注射を行った

のちに，侵入門戸の異なると思われる 3種類の病原

菌（類結節症原因菌 Photobacteriumdamselae subsp. 

piscicida, /3溶血性レンサ球菌症原因菌 Streptococcus

iniae および滑走細菌症原因菌 Tenacibaculum

maritimum) を用いて実験感染を行い，感染症に対す

る感受性を調べた。さらに，頭腎由来白血球の貪食活

性などの生体防御能の変化を測定して，腹腔内注射が

ブリヘ及ぼす影響について調べた。

材料および方法

供試魚

2011年 5月および2014年 5月に高知県沖合にて採

捕された10g前後の天然のブリ稚魚を養殖業者から

各年200尾ずつ入手し， 1.1t FRP水槽 1甚に収容し

た。その後， 1日当たり全個体総体重の1.5%量に相当

するモジャコ用配合飼料（モジャコ EPl-5, 日清丸

紅飼料）を毎日給餌し，成長にあわせて適宜，分槽し

ながら，各実験の目的の大きさになるまで飼育した。

なお， 2011年に搬入したブリは P.damselae subsp. 

piscicidaを用いた実験感染および付着菌数の計数，血

中コルチゾール濃度ならびに生体防御能の測定に供

試した。 2014年に搬入したブリは St.iniaeおよび T.

maritimumを用いた実験感染ならびに組織切片の観

察に供試した。

供試菌

供試菌には2009年にブリより分離した P.damselae 

subsp. piscicida 0-82352M株， 1985年にブリより分

離した St.iniae 003株， 2005年にヒラメより分離した

T. maritimum 050603株を用いた。 P.damselae subsp. 

piscicidaは終濃度 2%となるように NaClを加えた

Brain Heart Infusion (BHI, Difeo) 培地 7mlに凍結

保存菌液を 1白金耳量を接種し25℃で24時間振とう

(lOOrpm)培養したものを前培養菌液とした。前培養

菌液750μlを BHI培地300mlに接種し， 25℃で21時

間振とう (lOOrpm)培養したものを本培養菌液とし

て実験感染に用いた。培養菌液の一部は， BHI寒天

培地を用いて平板塾沫法により生菌数を測定し，実験

感染に用いた菌液の生菌数を算出した。

S. iniaeは終濃度 2%となるように NaClを加えた

BHI培地20mlに凍結保存苗液100μ1を接種し25℃で

24時間振とう (100rpm)培養したものを前培養菌液

とした。前培養菌液500μlをBHI培地300mlに接種

し25℃で21時間振とう (100rpm)培養したものを本

培養苗液として実験感染に用いた。培養菌液の一部

は， BHI寒天培地を用いて平板塗沫法により生菌数

を測定し，実験感染に用いた菌液の生菌数を算出した。

T. maritimumは改変ゾーベル培地 (80%海水

1,000 mlにペプトン 5gおよび酵母エキス lgを溶解

し， pH7.2に調整） 20mlに凍結保存菌液100μ1を接

種し25℃で24時間振とう (100rpm)培養したものを

前培養菌液とした。前培養菌液 3mlを改変ゾーベル

培地300mlに接種し， 25℃で48時間振とう (100rpm) 

培養したものを本培養菌液として実験感染に用いた。

培養菌液の一部は，改変ゾーベル寒天培地を用いて平

板塗沫法により生菌数を測定し，実験感染に用いた菌

液の生菌数を算出した。

ストレス付与

ストレス付与は腹腔内注射によって行った。飼育

水槽から供試魚を取り上げ， 2-フェノキシエタノール

（和光純薬工業）を0.2ml /lとなるように調製した海

水中に浸漬して麻酔し，腹腔内に26ゲージの注射針

（フローマックスRS26G, ニプロ株式会社）で生理

食塩水を各個体に100μl注射して， もとの水槽に戻す
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までの操作を腹腔内注射とした。なお，腹腔内注射の

際はゴム手袋を装着し作業を行った。また，すべての

実験において無処理の供試魚を対照区と設定した。

実験感染

P. damselae subsp. piscicidaを用いた実験感染には

3ヶ月間飼育した供試魚 (56.0士14.0g) を用いた。

腹腔内注射 3日前に100尾収容していた800l水槽から

実験感染に用いるために200l容 FRP水槽 2基に20尾

ずつ移し，水温25℃で，魚体重の1.5%量の餌を給餌

し飼育した。なお，実験感染前日は餌止めした。供試

魚は感染 1時間前に腹腔内注射を行い，実験に用い

た。感染方法は， 50lの海水に菌液を15ml加えて菌

濃度2.4X 10℃ FU/mlとしたものに，実験区ごとに供

試魚を入れ10分間浸漬処理したのち，それぞれもとの

200 l水槽に戻した。感染後 7日間飼育し，毎日遊泳

状況を観察した。死亡魚および実験終了時の生残魚は

すべて解剖し， BHI寒天培地を用いて腎臓から菌分

離を行った。

St. iniaeおよび T.maritimumを用いた実験感染に

は3ヶ月間飼育した供試魚 (59.9土 13.2g) を用いた。

腹腔内注射 3日前に100尾ずつ収容していた800l水

槽 2基から実験感染に用いるために200l容 FRP水槽

4基に30尾ずつ移し， 2基を St.iniae感染用，残り

の2甚を T.maritimum感染用とした。その後，水温

25℃で，魚体重の1.5%量の餌を給餌し飼育した。な

お，実験感染前日は餌止めした。供試魚は感染 1時

間前に腹腔内注射を行い，実験に用いた。 St.iniaeの

感染方法は， 20lの海水に菌液を300ml加えて菌濃度

1.4 X 10℃ FU/mlとしたものに，実験区ごとに供試魚

を入れ30分間浸漬処理したのち，それぞれもとの200l 

水槽に戻した。感染後23日間飼育し，毎日遊泳状況を

観察した。死亡魚および実験終了時の生残魚はすべて解

剖し， BHI寒天培地を用いて腎臓から菌分離を行った。

T. maritimumの感染方法は，それぞれの飼育水槽

の水量が50lとなるまで水位を落とし給水を止めたと

ころに，菌液を300ml加えて菌濃度1.8x 105 CFU/ml 

とし， 15分間浸潰処理した。その後，給水を再開しそ

れぞれ元の水位まで戻した。感染後 7日間飼育し，毎

日遊泳状況を観察した。死亡魚は改変ゾーベル寒天培

地を用いて体表から菌分離を行った。

血中コルチゾール濃度および生体防御能の測定

血中コルチゾール濃度と生体防御能に及ぼす腹腔内

注射の影響を調べるために， 4ヶ月間飼育した供試魚

(115士 16g) を腹腔内注射 5日前に70尾収容していた

水槽から別の1.1t水槽に35尾移動し，腹腔内注射前

日に餌止めを行った。なお，試験期間中の飼育水温は

23℃であった。

サンプリングは腹腔内注射前 (0時間：対照区），

腹腔内注射0.5, 1, 6および24時間後に飼育水槽

から5尾ずつ取り上げ， 2-フェノキシエタノールを

0.8 ml flとなるように調製した海水中に浸漬して麻酔

した。ブリの鱚蓋運動が停止したら，ヘパリン処理し

た容量 1mlのプラスチック注射器（テルモシリンジR,

テルモ株式会社）で，尾部血管より 1ml採血した。

採血は，各時間で異なる 5尾から 1回ずつ行った。採

取した血液は，個体ごとに1.5ml小型遠心分離チュー

ブに入れて3,000xg, 15分間， 4℃で遠心分離し，得

られた血漿は血中コルチゾール濃度および生体防御能

の測定まで一80℃で凍結保存した。頭腎白血球の貪食

活性を調べるため， 0, 1, 6および24時間後の採血後

に頭腎を無菌的に摘出した。

血中コルチゾール濃度，貪食活性，補体価およびリ

ゾチーム活性の測定は既報（橋口ら 2015) と同様の

方法で行った。

鯉の付着菌数

鰐の付着菌数の計数には 3ヶ月間飼育した供試

魚 (51.8土 10.0g) を用いた。腹腔内注射 3日前に P.

damselae subsp. piscicidaを用いた実験感染に使用し

た供試魚と同時に200l容 FRP水槽 2基に10尾ずつ移

した。その後水温25℃で，魚体重の1.5%量の餌を

給餌し飼育した。腹腔内注射を行った 1時間後およ

び無処理（対照区）の魚に前述の P.damselae subsp. 

piscicidaを用いた実験感染と同様の方法で感染させ，

感染終了後 2分間もとの水槽で遊泳させた。その後，

供試魚を 5尾ずつ取り上げ，左右の第 1鯉弓全体を摘

出したのちに， 1枚ずつ滅菌済み PBS1ml中に入れ，

ボルテックスで鯉に付着している菌を落とし，これを

原液とした。この原液の10倍および100倍希釈液を作

製し，それぞれについて平板塗抹法（終濃度2%NaCl

の BHI寒天培地を用いて25℃で48時間培養）により

菌数を測定し，鯉の付着菌数を求めた。

粘液細胞数の測定

ブリの粘液細胞数を計数するために， 3ヶ月間飼育

した供試魚 (47.1土6.1g) を腹腔内注射 3日前に80尾

収容していた800l容水槽から200l容 FRP循環水槽に

15尾移し，水温25℃で，魚体重の1.5%量の餌を給餌

し飼育した。腹腔内注射を行う前に供試魚を 5尾無作

為に取り上げ， 2-フェノキシエタノールを0.8ml /lと

なるように調製した海水中に浸漬して麻酔した。ブリ

の鰐蓋運動が停止したら，直ちにブアン液（和光純薬

工業）で固定した（対照区）。残りの供試魚には腹腔

内注射を行い，腹腔内注射 1時間後に 5尾無作為に取
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り上げ，対照区と同様の処理を行い固定した （腹腔

内注射区）。 24時間以上固定した後，各供試魚につい

て左側背面部の体表（背びれの付け根の 1cm下）お

よび左側第 1鱚弓を切り取った。さらに，体表は縦

2mm横 1cm程度に切り取り，鰐弓は下顎側鰻弓基

部より 1cm上方の鰐弓の部分を鯉弁が長軸方向に観

察できるように背骨と平行に 2mmの簿さに切り取

り，それぞれブアン液で再固定した。その後エタ

ノールの濃度上昇系列で各談度 1時間の脱水を行い，

キシ レンで透徹後，パラフィン包埋し，厚さ 5pmの

パラフィン切片を作製した。切片はヘマトキシリン ・

工オジン染色を行い，光学顕微鏡 (x600)で観察した。

粘液細胞数は，切片の断面の長さ 1mmあたりの数を

計数し，1切片あたり合計 2mm分について調べた。

士
口斎 果

血中コルチゾール濃度

腹腔内注射後の血中コルチゾール濃度は， 0, 0.5, 

1, 6および24時間後でそれぞれ2.1士3.7(平均値土標

準偏差）， 23.2士9.2, 26.8士10.3, 20.5土12.2および0.6

士0.5ng/mlであった。腹腔内注射0.5, 1および 6時

間後の血中コルチゾール濃度は 0時間の対照区よりも

有意に高い値となった (Fig.1, Dunnett test, P < 0.05)。

実験感染

P damselae subsp. piscicidaを用いた実験感染の死

亡率の推移を Fig.2Aに示す。死亡したすべての魚で

は，腎臓から Pdamselae subsp. piscicidaが分離され，

生残魚から は分離されなかった。腹腔内注射区では感

染 3日後から死亡が始まり，感染 4日後に急激な死亡

率の上昇が認められ，その後の死亡数は徐々に減少し

た。最終的（感染 7日後）な死亡率は，腹腔内注射区

および対照区でそれぞれ85%および40%であり，腹腔

内注射区の死亡率は対照区よりも有意に高い値となっ
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Fig. 1. Plasma cortisol level after intraperitoneal injection. 
0 time was pre-treatment fish. Values are given the means 
士S.D. (n = 5). *P < 0.05 compared with control O time 
values. 

た (F-test,P < 0.05)。

St. iniaeを用いた実験感染の死亡率の推移を

Fig.2Bに示す。死亡したすべての魚では，督臓から

St. iniaeが分離され，生残魚からは分離されなかった。

両区とも感染14日後から急激な死亡率の上昇が認めら

れた。最終的 （感染23日後）な死亡率は，腹腔内注射

区および対照区でそれぞれ43%および33%であり，腹

腔内注射区の死亡率は対照区よりも有意に高い値と

なった (F-test,P < 0.05)。

T maritimumを用いた実験感染の死亡率の推移を

Fig.2Cに示す。死亡した魚の体表から Tmaritimum 

が分離された。腹腔内注射区では感染 3日後に急激な

死亡率の上昇が認められ，対照区では感染 1日後から

徐々に死亡 した。最終的（感染 7日後）な死亡率は，

腹腔内注射区および対照区でそれぞれ26%および20%

であり，腹腔内注射区と対照区の間に有意な差異は認

められなかった (F-test,P > 0.05)。

100 

50 

＊ 

゜゚1 2 3 4 5 6 7 

＾ .__,, ゚~ >ら 100IB 

且。>， 日" 50 0 I 

---* 

5 10 15 20 23 

U ゜
100 

C 

I 
50 

゜0 1234567  

Days post infection 

Fig. 2. Cumulative mortality in yellowtail infected 
with (A) Photobacterium damselae subsp. piscicida, (B) 
Streptococcus iniae and (C) Tenacibaculum maritimum. 

●, intraperitoneal injection; 0, control. Control was 
untreated fish. * P < 0.05 compared with control. 
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生体防御能

頭腎由来の白血球の貪食率は，腹腔内注射 0,1, 6 

および24時間後でそれぞれ63.9士5.0, 15.4士2.4, 18.9 

土 7.6および36.2土 11.1%とな った (Fig.3A)。腹腔内

注射 1, 6および24時間後の貪食率は 0時間の対照区

よりも有意に低い値となった (Dunnetttest, P < 0.05)。

リゾチーム活性は，腹腔内注射 0,0.5, 1および

6時間後の L'.1450nmでそれぞれ0.068士0.015,0.056 

土 0.027, 0.079土 0.011およ び0.086土 0.028であった

(Fig. 3B)。腹腔内注射前後のリゾチーム活性に有意

な差異は認められなかった (Dunnetttest, P > 0.05)。

補休価は，腹腔内注射 0, 0.5, 1, 6および24時間

後にそれぞれ51.3士19.9,50.4土 19.3,63.0士24.5,39.1 

土 13.2および59.7土 15.3units/mlであ った (Fig.3C)。

腹腔内注射前後の補体価に有意な差異は認められな

かった (Dunnetttest, P > 0.05)。
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Fig. 3. Changes in (A) phagocytic rate in head kidney, 

(B) lysozyme activity in plasma and (C) alternative com-

plement activity in plasma after intJ・aperitoneal injection. 

0 time was pre-tJ・eatJnent fish. Values are given the means 

士S.D. (n~5) . *P < 0.05 compared with control O time 

values. 

鯉の付着菌数

実験感染後の鯉への付着菌数は，腹腔内注射区で

137.8士92.9CFU/gill, 対照区で57.0士65.9CFU/gill 

となり，対照区と比較すると腹腔内注射区は有意に高

い菌数とな った (Fig.4, U-test, P < 0.05)。

粘液細胞数

顕微鏡観察による腹腔内注射前後の体表および鰊の

粘液細胞数の結果を Fig.5に示す。腹腔内注射区およ

び対照区のブリの体表の粘液細胞数はそれぞれ29.2士

18.6および31.0士7.0cells/mmであ った。腹腔内注射

前後で体表の粘液細胞数に有意な差異は認めら れな

かった (Fig.5, U-test, P > 0.05)。腹腔内i主射区およ

び対照区の鯉の粘液細胞数はそれぞれ39.2土2.5および

30.2士5.1cells/mmであった。腹腔内注射前後で鯉の

粘液細胞数に有意な差異は認められなかった (Fig.5, 

U-test, P > 0.05)。
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考 察

腹腔内注射を行う際は，「網での取り上げ，麻酔，

手づかみ，注射針を刺す，生理食塩水の注入」までの

複数のス トレスが連続的に付与されていると考えられ

る。 しかし，これらの操作は腹腔内注射を行う際に必

須であるため，本研究では注射に至るまでの一連の操

作を一つのス トレスとして捉え， 実験を行った。ま

た，麻酔薬についてはオイゲノールよりも 2—フェノキ

シエタノールの方が魚体への安全性が高く外科的操作

を行うのに適しているとの報告があるため （渡辺ら

2006; Misawa et al. 2014), 本研究では 2— フ ェノ キシェ

タノールを用いて実験を行った。
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Fig. 4. Number of bacteria on the first gill arch of ye!-
lowtail infected Photobacterium damselae subsp. piscicida. 

Control was infected fish without stress. Injection was 

carried out in廿aperitonealinjection and then infected fish. 

Values are given the means土S.D. (n; 10). *P< 0.05 corn-

pared with control. 
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Fig. 5. Mucous cells (A, the skin of the back side after intraperitoneal injection; B, the slun of the back 
side of control; C, gill lamella after intraperitoneal injection; D, gill lamella of con廿ol)and (E) number of 
mucous cells (■，intraperitoneal injection; □，control) in the skin of the back side and gill lamella. Control 
was pre-treatn1ent fish. 心rowhead showed mucous cell. Values are given the means士S.D.(n=5). 

ブラックブ リー ム (Raddyand Pankhurst 2000) 

やイエロ ーハーチ (Haukenesand Barton 2004; 

Haukenes et al. 2011)に生理食塩水を腹腔内注射する

と血中コルチゾール濃度が上昇することが報告されて

いる。また，生理食塩水をニジマスの腹腔内に注射す

ると血中グルコース濃度が上昇し，ス トレスとなるこ

とも報告されている (Takahashiet al. 1991)。腹腔内

注射は体内に異物を注射するため生体にはストレスと

なり，さらに，注射を行う際の魚体を掴む行為も生体

にはス トレスとなることが予測されるため，本研究に

おいても腹腔内注射後の血中コルチゾール濃度が上昇

したと考え られる。ただし，ハンドリングの影響につ

いてはブ リに10秒間の空中保持刺激を与えた30分後に

血中グルコース濃度が高くなるが，その時の変化率は

腹腔内注射を行った際よりも小さいことが報告されて

いる （橋口ら 2014)。また，麻酔剤 MS222を100ppm 

の濃度でマダイに使用すると，血中グルコース濃度に

有意な差異は認められないことが報告されている （石

岡 1984)。これらのことより，ハンドリングはストレ

スとなる場合もあるが，ハンド リン グよりも注射行為

の方がス トレスになると考えられる。

本研究の実験感染で用いた 3種類の魚病細菌はそ

れぞれ侵入門戸が異なる。類結節症はブリ養殖にお

いて大きな被害をもたらすことがあり，原因菌であ

る Pdamselae subsp. piscicidaは鰐および体表を侵

入門戸とすることが疑われており，ブ リやシマアジ

Pseudocaranx dentexでは鯉の付着菌数が多いことが報

告されている (Naganoet al. 2011a, 2011b)。/3溶血

性 レンサ球菌症および滑走細菌症はブ リ養殖で大き

な被害をもたらすことは少ないがしばしば発生する

ことがある。B溶血性レ ンサ球菌症の原因菌である

St. iniaeは消化管，体表および鼻腔から体内に侵入

し (Pereraet al. 1997; Evans et al. 2000; Nguyen et al. 

2001), 滑走細菌症の原因菌である Tmaritimumは体

表に感染するとされている （宮崎ら 1975;Yamamoto 

et al. 2010)。本研究では，腹腔内注射後に Pdamselae 

subsp. piscicidaおよび St.iniaeに感染させたブリ

の死亡率が高くな った。ストレスを付与すると感染

症の感受性が高まることがアメリカナマズ Jctalurus

punctatus (Davis et al. 2002), キンギョ Carassius
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auratus L. (Dror et al. 2006)およびゼブラフィッシュ

Danio rerio (Ramsay et al. 2009) で報告されてお

り，コルチゾールを接種したティラピア Oreochromis

niloticusでは Edwardsiellatardaの感受性が高まるこ

とが報告されている (Kurogiand Iida 2002a)。本研究

においても，腹腔内注射後の血中コルチゾール濃度が

上昇したことから，コルチゾールが感染症の感受性に

影響を与えたと考えられる。しかし，感染時にば注射

部位からの出血は認められなかったが，傷口は完全に

修復されておらず P.damselae subsp. piscicidaおよび

St. iniaeの侵入門戸となり，ストレス以上に影響を与

えた可能性も考えられる。一方 T. martttmumに感

染させたブリの死亡率は対照区と有意な差異は認めら

れず， T.maritimumに対する感受性は血中コルチゾー

ル濃度と関連性を持たないと考えられる。これらのこ

とから，ストレスを与えた時の感染症に対する感受性

は侵入門戸の違いによって異なることが明らかとなっ

た。ところが，本研究で用いた 3種類の感染症ば注射

ワクチンが使用され始めて以降被害が少なくなってい

る。これはワクチンによって免疫を獲得したため，被

害が減っていると考えられる。しかし，ワクチン接種

後の免疫を獲得するまでの間に感染症に感染する可能

性も完全には否定できないため，ワクチン接種の行為

には十分な注意が必要である。

非特異的生体防御能である貪食活性は腹腔内注射後

に低下したが，これはコルチゾール濃度の上昇が影響

していると考えられる。コルチゾールは白血球の働

きを低下させる作用があり（若林 2004), コルチゾー

ルを接種したティラピア (Kurogiand Iida 2002b)お

よびソウギョ Ctenopharyngodonidella (Wang et al. 

2005)で貪食能が低下することが報告されている。本

研究でも血中コルチゾール濃度が上昇しており，この

ことが原因で貪食活性が低下したと考えられる。ま

た，血中コルチゾール濃度が腹腔内注射前の値に戻っ

た24時間後においても，貪食活性は腹腔内注射前よ

りも低い値であり，貪食活性が低下するとストレス

付与前の値に戻るまでに時間を要することも明らか

となった。リゾチーム活性はストレスを受けると上

昇することがティラピア (Jianget al. 2008)やニジマ

ス (Tayloret al. 2007)で報告されており，ソウギョ

ではコルチゾールを注射すると上昇する (Wanget al. 

2005)。しかし，本研究や淡水浴を行ったブリ（橋口

ら2015) ではリゾチーム活性は上昇しなかったこと

から，ブリではストレスを受けても上昇しない可能性

がある。補体には白血球の活性を高める働きがあるこ

とや（松本 2011), 魚類の補体は栄養状態・健康状態

の悪化によって低下すること（飯田 2004)が報告さ

れており，腹腔内注射によるストレス付与で補体価が

変化することが予測されたが，有意な差異は認められ

なかった。また，淡水浴を行ったブリでも同様に貪

食活性が低下したが補体価の上昇は認められなかっ

た（橋口ら 2015)。このことから，ブリの補体価はス

トレスによって左右されない可能性がある。このよう

に腹腔内注射は，補体価やリゾチーム活性に影響を

及ほさなかったものの貪食活性が低下したことによ

り， P.damselae subsp. piscicidaおよび St.iniaeが体

内で増殖した結果，死亡率が高くなったと考えられ

る。なお， P.damselae subsp. piscicidaは細胞内寄生

細菌であるが，白血球の貪食率を上昇させることによ

り死亡率が減少することが報告されているため（楠

田ら 1988), 貪食率が死亡率に及ぼす影響が考えられ

る。また，グラム陽性菌である St.iniaeはリゾチー

ム活性の影響を受けると予測された。しかしながら，

腹腔内注射によってリゾチーム活性は低下せず，実験

感染での死亡率は高くなった。この点からも St.iniae 

の感染と発症には貪食活性の低下が関与している可能

性が示唆された。さらに，血中コルチゾール濃度の

上昇は，その他にも白血球数の減少および遊走能の

低下 (Pickeringand Pottinger 1985; Kepka et al. 2013) 

といった生体防御能の低下が起こることが知られてお

り，ブリにおいてもこのような生体防御能の低下が起

こっていたことも考えられる。

これまでの研究で，淡水浴を行ったブリは P.

damselae subsp. piscicidaに対する感受性が高くな

り，鯉の付着菌数が増加することが明らかとなって

いる（橋口ら 2015)。本研究においても， P.damselae 

subsp. piscicidaによる実験感染では腹腔内注射区の死

亡率が高くなり，感染時の鰐の付着菌数が増加した。

付着菌数には P.damselae subsp. piscicida以外の雑菌

も含まれると考えられるが，いずれにしても鯉に細菌

が付着しやすい状態であり，このことが P.damselae 

subsp. piscicidaに対する感受性を高めた原因の一つで

あると考えられる。しかし，鯉の付着菌数が増加する

理由については，粘液中の生体防御能に関わる因子の

低下が予測されるが，詳細は不明である。

腹腔内注射を行う際は魚体を手で掴むため，このこ

とによる体表の損傷を想定し，注射部位ではなく手

が触れる背面部の粘液細胞数について評価した。し

かし，体表および鯉の粘液細胞数は腹腔内注射前後

で有意な差異は認められなかった。魚体を掴む際は

ゴム手袋を装着した手で掴んだため体表は損傷され

ず，粘液細胞数に影響を及ぼさなかったと考えられ

る。しかし，ハンドリングストレスを与えたホッキョ

クイワナ Salvelinusalpinusの体表の粘液細胞数は， 8

時間後では有意な差異は認められなかったが， 168時

間後に有意に増加することが報告されていることか
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ら (Pickeringand Macey 1977), ブリにおいても腹腔

内注射 1時間後以降で変化が起こっていた可能性も考

えられる。また，腹腔内注射が体表に影響を及ぽさな

かったことは， Tmaritimumを用いた実験感染にお

いて死亡率を高めなかった原因の一つであると考えら

れる。しかし，ハンドリングストレスを与えたキン

ギョに Aeromonassalmonicidaを感染させると死亡率

が高くなることが報告されており (Droret al. 2006), 

ハンドリング方法によっては魚体に傷をつくり感染症

に対する感受性を高めることも考えられる。鯉の粘液

細胞数については淡水浴を行ったブリで増加すること

が明らかとなっており（橋口ら 2015), これは急激な

浸透圧変化から鰐を保護するために起きたと考えられ

る。しかし，腹腔内注射は淡水浴のように直接鯉を刺

激しないため，腹腔内注射前後で鰈の粘液細胞数に差

異が認められなかったと考えられる。

以上のことから，ブリにとって腹腔内注射に関する

一連の操作（取り上げ・麻酔・手づかみ・針を剌す・

生理食塩水の注入）はストレスとなり，貪食活性が低

下するなど一部の生体防御能に影響が認められた。さ

らに，類結節症原因菌およびf3溶血性レンサ球菌症

原因菌による死亡率が高くなることが明らかとなっ

た。このことから，腹腔内注射によるワクチン投与後

の免疫を獲得するまでの間に感染症に感染する可能性

が示唆された。しかし，腹腔内注射によるワクチン投

与は感染症に対する有効な予防法であることから養殖

現場では今後も実施されることは明白である。そのた

め，ワクチン投与を行う際の腹腔内注射の影響を抑え

ることが必要である。プレバイオティクスやビタミン

類を投与することでストレスを緩和できることが報告

されており，ブリにおいても淡水浴前後にイヌリンを

経口投与することで淡水浴の影響を緩和できることが

明らかとなっている（橋口ら 2016)。このことから，

腹腔内注射を行う際にもこれらの物質を投与すること

で，ストレスの影響を緩和できる可能性があり，今後

さらに検討する必要がある。

要 約

養殖現場では感染症予防のために腹腔内へのワクチ

ン投与が行われるが，この行為は生体にとってストレ

スとなり，生体防御能や感染症の感受性に影響を及ぼ

す可能性がある。そこで本研究では，ワクチン投与を

想定し生理食塩水を腹腔内に注射した後のブリのスト

レス応答および生体防御能の変化を調べ，実験感染を

行った。ストレス指標である血中コルチゾール濃度は

腹腔内注射後に上昇し，白血球の貪食活性が低下する

など一部の生体防御能にも影響が認められた。さら

に，腹腔内注射 1時間後にそれぞれ3種類の病原菌を

用いて実験感染を行ったところ，類結節症原因菌およ

びB溶血性レンサ球菌症原因菌を感染させた腹腔内

注射区の累積死亡率は対照区よりも有意に高い値とな

り，類結節症原因菌の鯉の付着菌数も，腹腔内注射区

で対照区よりも多くなった。以上のことから，腹腔内

注射はブリに対してストレスとなり，感染症による死

亡率を高めることが明らかとなった。
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