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ABSTRACT -Edwardsiellosis was induced in a popula-

tion of Japanese flounder Paralichthys olivaseus by 

cohabitation with the flounder intraperitoneally inocu-

lated with Edwardsiella tarda. When coefficient of varia-

tion of hematological and immunological parameters of 

the blood increased and no death caused by edwardsie卜

losis was observed， 1/3 individuals in the population 

were transferred to a tank under an improved condition 

where fish density was lowered to 1/3 and exchange rate 

of rearing sea water was increased three times than 

before (Group A). Another 1/3 individuals were trans-

ferred to another tank under the same improved condi-

tion when 10% individuals died of edwardsiellosis 

(Group B). The remaining 1/3 individuals were reared 

under the non-improved conditions (positive control). 

Cumulative mortality in Group A was 57.8%， significantly 

lower than that in Group B (74.4%; P <0.05) or positive 

control (80.0%; P <0.01). This result suggests that 

improvements of rearing conditions at an early stage of 

edwardsiellosis reduce the mortality caused by the 

disease. 
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我が固におけるヒラメ Paralichthysolivaceusのエドワ

ジエラ症は，近年ではほぼ全国で発生がみられるように

なり，ヒラメ養殖業に大きな損害をもたらしている。現

在のところ，ヒラメのエドワジエラ症治療薬として認可

されている抗菌剤はなく，また，ワクチンによる予防も

実用化には不十分であったとの報告があり1)本症による

被害を低減させるための有効な予防・治療方法は確立さ

れていない。

宮崎2) は，ヒラメ集団中でエドワジエラ症が流行する

際に，死亡が始まる以前から，血中生体防御能(血中食

細胞の NBT還元能，レスピレイトリーパースト活性(以

下， RB活性)および貧食率ならびに血紫リゾチーム活

性)および血液成分(ブドウ糖濃度およびタンパク濃度)

の変動係数(標準偏差値/平均値)が上昇することを観

察し，変動係数の上昇は，集団中に非感染魚，不顕性感

染魚、および発疲魚、が混在しているために生ずる現象であ

ると考え，エドワジエラ症流行を早期に予察する指標と

して有用である可.能性を指摘した。本研究においては，

ヒラメ集団に Edwardsiellatardaを人為感染させたヒラ

メを同居させ，これらの供試魚、の血中生体防御能および

血液性状を継時的に測定し，変動係数に上昇がみられた

時点で一部の供試魚、を同集団から分割して低密度，高換

水率の飼育条件に移し，飼育条件の改善がエドワジエラ

症による死亡に与える効果を調べた。

材料および方法

供試菌には，エドワジエラ症d罷患ヒラメから分離した

E. tarda (TY0115株)を用いた。本菌を DHし寒天平板培

地(ニッスイ)に塗抹し， 300Cで 1昼夜培養した後， 1 

白金存分の集落を滅菌生理食塩水に浮遊させ， 1.8 x 107 

CFU/mLに調整した。

供試魚、には，エドワジエラ症発症履歴のないヒラメ

(平均体重土標準偏差:286.3土59.0g) を用いた。

試験のための飼育には，仕切り縞を 2筒所に設置する

ことで底面積を 3等分できる FRP水槽(総底面積 4.5

m2
) を用いた。水深が 450mmとなるように水槽の排水

口の高さを調節し， 1日当りの換水率が約38閣となるよ

うに海水を注水し，試験群としてヒラメ 290尾を収容し

た。

32日間恩11致した時点で， 7.J1Jに飼育していたヒラメ 10尾

に E.tarda 浮遊液 1mLを腹腔内に接種し， リボンタグ

で襟識した後，上記の群と同居させ，E. tardaの感染源

とした。巨 tarda接種ヒラメが死亡した場合には，注射器

を用いて死亡魚、の腹腔から腹水 1mしを採取し，新たな

ヒラメの腹腔内に接種して加え，総尾数が300尾に維持さ

れるようにした。 E.tarda接種ヒラメの同居飼育開始19

日後の時点で，試験群にエドワジエラ症による死亡は発

生していなかったが，生体防御能および血液性状の変動
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Table 1. Changes in immunological and hematological parameters of the blood from 
Japanese flounder Paralichthys olivaceus cohabited with the fish inoculated with 

Edwardsiella tarda 

Oays after cohabitation with the fish intraperitoneally 

inoculated with Edwardsiella tarda. 
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た後，以下の処置を行った。試験群の290尾から90尾を

取上げ，底面積 4.5m
2の FRP水槽に収容して収容密度

をそれまでの約 1/3とし， 7](深を 150mmに調節してそ

れまでとほぼ問量の海水を注水することにより換水率を

3倍とした (A群)。残り 200尾を収容した水槽は，仕切

り網を挿入して底面積を 3.0m2に縮小することで，収容

密度を維持しながら銅育を継続した。その後，200尾の試

験群でエドワジエラ症による死亡が始まり，その累積死

亡数が♂0尾となった時点(向賠開始29日後)で，生存し

ていた180尾のうち90尾を取り上げ， A群を収容した水

槽と同じ形状の FRP水槽に収容して収容密度を同じと

い換水率も A群のそれと同じとした (B群)。残り 90尾

を収容した水槽に仕切り網を挿入し，飼育面積を 1.5m2 

に縮小することで，収容密度を以前と同じに維持し，換

水率も変えずに飼育を継続した(陽性対照群)。

供試魚には，試験期間を通して，飽食量の配合飼料を

1週間当り 3閤投与して飼育した。また，試験期間中の

水温は19.30C~26.30C の間を変動した。

試験期間中に供試魚、が死亡した場合には，注射器を用

いて腹水を採取し， DHし寒天平板培地に塗抹後300Cで

1昼夜培養した。発育したコロニーを分離し，硫化水素

産生能を調べるとともに(社)白本水産資源保護協会か

ら分与された抗丘 tarda血清を用いた凝集反応、によって

分離閣が丘 tardaであることを確認した。 E.tardaが分離

された場合のみ，エドワジエラ症による死亡と判断した。

A群， B群および陽性対照群について，分割後におけ

るエドワジ、エラ症による累積死亡率を比較し， X2検定に

よって有意差を求めた。

同居感染前は 2週間に 1度，

係数に上昇がみられたことから，エドワジ、エラ症の流行

が始まったと推定し，E. tarda接種ヒラメ全てを除去し
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Fig. 1. Cumulative mortalities of Japanese flounder infected 

with Edwardsiella tarda. The Japanese flounder (n = 

10) intraperitoneally inoculated with E. tarda were 

added to the experimental population at day 0 (arrow)， 

and removed from the population at 19 days after the 

cohabitation. Group A or group B was transferred to a 

tank at 19 or 29 days after the cohabitation， respective-
l払 underan improved condition where the fish density 

was lowered to 1/3 and the exchange rate of rearing 

sea water was increased three times than before 
The cumulative mortality of Group A， Group B or the 

positive control was accumulated from 19， 29 or 29 
days after the cohabitation， respectively. The aster-

isks indicate significant difference from Group A (*: 
Pく0.05，料:p<0.01) 

80 
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に1度の頻度で，試験群のヒラメ30尾を取上げ，宮崎2)

の方法を用いて尾部血管から採血して RB活性， NBT還

元能，血紫リゾチーム活性，血紫タンパク濃度および血

紫ブドウ糖濃度を測定した。なお，採血に供した魚、につ

いては尾ぴれの一部を切除することで標識し，同一個体

から2回続けて採血することは避けた。

市吉 果

試験期間中の各群の累積死亡率の推移を Fig.1に示し

た。死亡したヒラメ倒体全ての腹水から E.tardaが分離

されたことから，本試験期間中に起きた死亡はエドワジ

エラ症によるものと判断した。陽性対照群においては，

同居感染後24日自からエドワジエラ症による死亡が始ま

り， A群においても分割後7日白(向居感染後26日目)か

ら死亡が始まった。分離後の累積死亡率は， A群で

57.8%， B群で74.4%および陽性対照群で80.0%となり，

A群の累積死亡率は他の群のそれより有意 (A群-B 

群:p <0.05， A群一陽性対照群:p <0.01) に低かっ

た。 B群および陽性対照群の累積死亡率の聞には，有意

差は認められなかった。

血中生体防御能および血液性状の測定結果を Table1 

に示した。同居感染前と比べ問問感染中の変動係数は，

NBT還元能では明瞭な上昇傾向がみられなかったが， RB 

活性(恩11致期は0.4以下，同居期は0.4~0.6) ，血紫リゾ

チーム活性(期11 致期は0.14~0.19，同情期は0.19~

0.21)， 1frr.襲タンパク濃度(恩11致期は0.07~0.10，同居期

後期は0.12) および血紫ブドウ糖濃度(馴致期は0.11~

0.13，同居期後期は0.22) で上昇傾向がみられた。

考 察

感染症に伴って血液成分測定値の分散の拡大が起こる

ことは，ウナギ Anguillajaponicaの鰭赤病3) やアユ

Plecoglossus altivelisの真菌性肉芽腫痕4)でも知られてい

る。宮崎2) は，エドワジエラ症が自然発症したヒラメ集

団では NBT還元能， RB活性，血紫リゾチーム活性，血

紫タンパク濃度および、血築ブドウ糖濃度の変動係数が死

亡発生前から上昇することを報告した。本試験では同居

による人為感染を試みたところ， NBT還元能を除いた項

目で死亡発生前から変動係数の上昇がみられたことから，

これらの上昇はヒラメ集団内でエドワジエラ症が流行す

る際に普遍的に起こる現象であると考えられる。しかし，

これら血液成分の変動係数の上昇がエドワジエラ症特有

宮崎統五

の現象であるか否かは現在のところ未検討であり，血液

の分析で疾病を特定するためには今後吏に検討が必要で、

ある。

本試験において， A群を分割したのは， B群を分割し

た時点より 10日間早かった。この10日早い飼育条件改善

によって，試験期間中の A群の累積死亡率は 8群および

陽性対照群のそれらより有意に低かった。この結果は，

生体防御能および血液性状の測定結果により早期の時点

でヒラメ集団内のエドワジエラ症の流行を発見し，エド

ワジエラ症による死亡が発生する以前に飼育条件を低収

容密度および高換水率に改善することにより，死亡率を

低減させる効果があることを示している。マダイ Pagrus

majorのマダイイリドウイルス病5) やアユの細菌性冷水

病6)では，収容密度を下げることで死亡率が低下したこ

とが報告されているほか，ニジマス Oncorhynchus

mykissの IHNによる死古率が換水率を上昇させることに

よって低減された手ことが報告されている。低収容密度お

よび、高換水率は，飼育水中の病原体の密度低下による感

染機会の低下のほか，飼育魚に対しては飼育水中の溶存

酸素濃度の上昇や飼育密度低下によるストレス低減につ

ながり，抗病性の上昇を促すと考えられ，本試験におい

て観察されたエドワジエラ症に慌患lしたヒラメの死亡率

低減も，同様の機構によって起きたと推測される。ヒラ

メ集団のI血液検査を継続的に行って各項目の変動係数を

監視することは，エドワジエラ症を含む何らかの感染症

が飼育集団中で発生していることの早期発見を可能にし，

これによって速やかに飼育条件を改善することは，被害

低減に有効で、あると考えられる。
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