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岐河環研研報・情報および資料 NO.54 (2009) 

冷水病擢病アユの牌臓重量の増加

景山哲史，大原健一，桑田知宣

Enlargement of spleen weight of ayu (Pl配 oglossusaltivelis altivelis) 

infected by Flavobacterium psychrophilum 

TETSUS四 KAGEYAMA，KENICI丑 OHARAAND TOMONORI KUW ADA 

アユの細菌性冷水病は、 Flavobacteriumpsychrophilum (以下、冷水病菌)を原因とする感染症である。冷水病

は1987年に徳島県の養殖場で確認されて[)以来、現在では養殖場だけでなく天然河川においても発生し、アユ

漁業に大きな被害を与えている。アユの冷水病における主な症状は、稚魚で体表の白濁、脂鰭から尾柄部のびら

んや潰療が特徴的であり、体表や筋肉に出血の見られるものもある。 2) 成魚では、鯨や内臓の貧血以外には顕

著な症状が見られないものが多いとされており、 2) 牌臓の外観的変化は特徴的な症状として報告されていない。

しかし、冷水病により死亡したアユを解剖すると牌臓が通常のアユのそれより大きくなっていることを我々は経

験的に認識している。一方、ニジマスにおいては牌臓の激しい肥大が冷水病の症状として示されている。 3)

病気の発病に起圏して発生する外観的あるいは剖検的症状は、魚病診断を行う上で重要な判断基準となる。そ

こで、本研究では、牌臓重量の増加が冷水病の発病により起こる症状であることを確認するために、当所が有す

る湖産系および海産系のアユを用いて、冷水病の人為感染実験を行い、経時的な牌臓重量の変化を追跡すること

により、冷水病の発病と牌臓重量の変化との関係について調べた。

キーワード :Flavobacterium psychrophilum、湖産系、海産系、牌臓重量比

方 法

1.供試魚

湖産系は2002年に琵琶湖産天然個体から、累代飼育

した5代自、海産系は2003年に木曽川で採捕された親魚

から累代飼育した3代呂を用いた。実験開始時の供試魚

の平均体重は湖産系が19.7g、海産系が21.1gであった。

各系統群を実験開始直前に500Lパンライト水槽に収容

した。湖産系および海産系を混養して実験感染を実施

するため、左右の腹鰭をそれぞれ切除して標識した。

2.実験感染

感染区および対照区にそれぞれ2水槽のパンライト

水槽を用いて、計4水槽で、試験を行った。Nagaiet al. 4)、

山本ら5)を参考にパンライト水槽の上流にFRP水槽(100

1)を設置し、そこへ湖産系を25尾収容して、注水部に冷

水病の死亡魚5尾を垂下した。この冷水病実験感染水捕

の飼育排水を感染亙の2水槽に導入した。一方、 FRP水

槽に湖麗系25尾を収容し、死亡魚を垂下せずに飼育排

水を、パンライト水槽に導入して、対照区とした。飼

育水温は16.5~17.40Cであった。

感染区の上流FRP水槽で、は冷水病死亡魚の垂下6日後

に死亡が始まり、死亡魚の症状および冷水病菌の分離

により冷水病の発症を確認した。感染区において、湖

産系は実験開始9目前後に死亡のピークを迎え、その

後は死亡数が減少したが、 18日後にほぼ全滅した。海

産系は湖産系より死亡の増加が緩やかであり、実験開

始18日後に累積死亡数は14尾であった。
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第 1図湖産系の稗臓比の変化

{直は平均値を垂線は標準偏差を示している。

*は対照区と有意差があることを示している (p<0.05)0 

口対照区陸感染区

3.冷水病発病の確認、

実験感染における死亡魚を取り上げ、外観および解

剖所見を観察した後、牌臓および腎臓から改変サイト

ファーガ(MCY)寒天培地6)を用いて40Cで冷水病菌の分

離培養を試みた。これら分離培養により得られた黄色

コロニーから分離菌のDNA抽出念行い、プライマーPsY-

G17
)およびfpPPIC18

)を用いてPCRによる同定を行った。

その結果、実験感染区の冷水病菌分離率は68.8~84.6%

であり、全ての水摘で冷水病が発病していた。

4.牌臓重量のd/IJ定

実験感染開始直前および6、9、12日後に感染区およ

び対照区のそれぞれ2水槽から、各系統3尾ずつをサン

プリングした。死魚個体はサンプリング対象から除外

した。取り上げた個体は魚体重を測定した後、速やか

に牌臓を摘出し、牌臓重量を測定した。以下の計算式

により魚体重当たりの牌臓重量比(以下、牌臓比)を

求め統計解析に用いた。なお、実験区および対黒区そ

れぞれ2水摺から得られた値の平均値を用いて解析した。

牌臓比=牌臓重量(mg)/魚体重(g)

5.統計解析

各系統においてサンプリング日毎に感染区の供試魚

と対照区の供試魚の牌臓比を分散分析により解析を行っ

た。また、実験開始直前のアユの牌臓比について系統

を要因とする一元配置分散分析を行った。全ての検定

の有意水準pは5%とした。

幸吉 果

湖産系は実験開始前の牌臓比の平均が0.76であり、対

照区の牌臓比は実験期間中大きな増減は見られなかった。

感染区では実験開始6日後に1.56、9日後に2.72、12日後

に3.40と増加した。また、実験開始6日後の感染区と対照

区で牌臓比に差が認められなかったものの、 9、羽田後に
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第2図 両側回遊系の牌臓比の変化

値は平均値を垂線は標準偏差を示している。

*対照、区と有意差があることを示している (pく0.05)。

口対照区 圏感染区

は感染区の牌臓比が有意に高くなった(第l図)。一方、

梅産系は実験開始前の牌臓比の平均が 0.64であり、対照

匿の牌臓比は実験期間中大きな増減は見られなかった。

感染区では実験開始6日後に 0.98、9日後に 3.13、12日

後に 2.19と増加した。また、実験開始6日後の感染症と

対照症で牌臓比に差が見られなかったものの、 9、12日後

には感染区が有意に高くなり、湖産系と同様の結果となっ

た(第 2図)。

実験開始直前に湖産系および海産系それぞれ6尾の牌臓

比を測定し、比較を行ったところ牌臓比に両系統間で有

意差は認められなかった。

考 察

本研究に供試した2系統のアユは冷水病の発病により牌

臓が大型化することが示唆された。そのため、冷水病に

種患したアユは牌臓の大型化が冷水病の1つの特徴で、ある

と考えられた。ニジマスでは冷水病菌の感染により、牌

臓内の細胞が変性することが示唆されており、 3) 冷水病

菌の感染により牌臓比が高くなることが示されている。9)

アユにおいても牌臓内の細胞変性や壊死により、牌臓の

大型化を起こしている可能性がある。今後、大型化の要

因について病理組織学的検討を行うことで、冷水病菌の

感染と牌臓重量の増加に関するメカニズ、ムを明らかにす

る必要がある。

アユは系統によって、冷水病の耐病性に差が認められ

ている。この耐病性の要因について、血清の殺菌活性や

白血球の活性能などで検討されているが、それらはいず

れも系統聞で差異が認められていない。9) 一方、ニジマス

では冷水病に対する抵抗性系統の方が感受性系統より牌

臓比が高くなる傾向にあり、冷水病への抵抗性と牌臓比

の開に相関関係があることを示唆している。そのため、

冷水病酎病性系統作出のための指標として牌臓比の可能

つ山守，ょ



性について言及している。 10) 本研究で供試した 2系統ア

ユは、冷水病感染実験下での死亡率に有意な差が確認さ

れている湖産系および海産系を由来とする継代飼育系統

であるが、 3) この系統間に、牌臓比の違いは認められなかっ

た。今後、アユの冷水病対策として、効率的な冷水病酎

病性系統の作出や耐病性を強化する飼育技術を開発する

ために、耐病性の要因を解明する必要がある。

要約

冷水病の耐病性に差がある 2系統のアユを供試して人

為感染実験を行い、牌臓重量の変化を追跡した。 2系統の

アユはともに実験開始9日後には対照庇より有意に牌臓

比が高くなった。以上より、アユは冷水病菌の感染に伴

い牌臓が大型化することが示唆された。
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