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北海道噴火湾におけるα"OP/zysjs属の消長および下痢性貝毒。

脂溶性貝毒成分含有量の経時。経年変化（短報）
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AbstractEightamP/zJﾉsisspeclescollectedfromFunkaBaｙ，Hokkaidowerepickedupindi-

viduallyandthecontentsofdiarrheticshellfishpoisoning(DSP)toxins,okadaicacidanalogues

(ＯＡ,ＤＴＸｌ,ＤＴＸ３)andotherlipophilictoxins(ＰＴＸ１,ＰＴＸ２,ＰＴＸ６,ＰＴＸ２ＳＡ,ＹＴＸ,45-ＯＨＹＴＸ)in

eachspeclesweredetectedbyLC-MS/MSanalysisin2005and2006・Simultaneously,thecell

densityofeachspecieswasmonitoredPectenotoxin-2(PTX2)wasamaJorcomponentofthe

toxinsoriginatedinDi"QP/ZysisinFunkaBay．、〃oγTﾉGgica,、ｉ'2/bJ"dimJ"s,ｎJγjPosandn
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ｃｅｌｌ~'),andthecontentsofthetoxinschangedtemporallyandannually.、、it""ｄａｔａａｎｄＤ７"irγα

hadnotoxininbothyearsDSPandlipophilictoxinscontentsinDmOP/Zysischangedquantita-

tivelyandqualitativelyi〃ｓが",ｅｖｅｎｗｉｔｈｉｎｔｈｅｓａｍｅｓｐｅｃｉｅｓ．
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α"0P/Zysjs/bγriZは下痢性貝毒の原因種として最初に

認められた(Ｙａｓｕｍｏｔｏｅｔａ1.1980)．その後，、.？"〃γzz，

、γotzJ"ｄａｔａ,ｎtγ幼Cs,、αc"Zzz,、〃oγzﾉegicaについて

も下痢性貝毒を持つことが報告されている（Cembella

l989，ＬｅｅｅｔａＬ１９８９，ＨａａｍｅｒｅｔａＬ１９９０，Riisgaard

l991，ＳｕｂｂａＲａｏｅｔａＬ１９９３，ＡｎｄｅｒｓｅｎｅｔａＬ１９９６，

BlancoetaLl996).北海道の沿岸域で生産される二枚

貝は下痢性貝毒を持つことがあるため，その原因プラン

クトンであるα"０１，ﾉzysts属の季節的消長が道東太平洋

沿岸を除く北海道の沿岸域でモニターされてきた（西浜

198511982年から１９９８年の北海道日本海沿岸域にお

ける６～７月の下痢性貝毒によるホタテガイの毒化は、

/bγ城の消長でおおむね説明できるが，４～５月の毒化原

因についてはＤ,qczJ”"ａｔαの消長との対応が疑われる

2007ｲ1二４)」９［I受付，２００７〈１２１２｣］２８１１受''１１
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ものの対応しないケースも観測されている（西浜ほか

2000)．東北地方で高水温時に出現するＤ・acM7zj"ｑＺｚｚ

は下痢性貝毒のオカダ酸群が検出されないため無毒で

あったこと，□んγtijの細胞当たりの毒量は出現時期に

よって異なることなどの報告があり，同じ種でも出現時

期や年によって毒の量が異なることが知られている

(HoshiaietaL1997,SuzukietaL1997)．１９９６年およ

び１９９７年の噴火湾ではα"OP/zysjs属のモニタリング

と同時に海水懸濁物の下痢性貝毒成分分析を行い，春と

秋の下痢性貝毒の原因種はそれぞれの時期に海水懸濁物

に多く出現した、〃oγfﾉegicqと、itγijDosである可能性

が示された（福士2000)．しかし，海水懸濁物中に下痢

性貝毒が検出されたことは懸濁物に多く出現したα"o-

p/zｼstsが貝毒成分を持つことを直接証明していない．北

海道沿岸では，複数種のα"OPhysisが季節的に交代し

ながら出現するため，時期別に優占する種の毒組成やｌ

細胞当たりの毒量に関する知見の必要性が指摘されてき

た．近年，液体クロマトグラフィー/質量分析法(LＯ

ＭＳ)を用いた下痢性貝毒成分の微量分析技術が確立し，

従来の高速液体クロマトグラフィー法(ＨPLC)による下

痢性貝毒成分分析に比べて微量なサンプル量でも高感度

に分析できるようになった（鈴木2007)．本研究では，

噴火湾に出現するα"OPhysis属の主要な８種について

現場における細胞レベルの毒成分分析を試み，６種が有

毒プランクトンであること，噴火湾に出現するα"o‐

Physisが持つ主要な毒成分は脂溶性貝毒のＰＴＸ２であ

ること，同一種の毒成分組成および毒含有量は年や時期

により異なることを明らかにした

２００５年４月から８月，２００６年５月から１１月，噴火

湾八雲沖の水深３２ｍの貝毒プランクトンモニタリング

定点で毎月１回採取した海水を用いてα"⑫/Zysis属の

細胞を得た(Fig.１）バンドン採水器で水深０～２５ｍか

ら５ｍごとに得られた海水を１０Ｌのポリタンク２本に

一括収容し，実験室に持ち帰った．海水タンクは５°Ｃの

冷蔵庫で保存し，採集日から１～２日以内にα"OP/TJﾉsZs

の種類別回収を行った．２０浬、目合のフルイで濃縮した

海水中の生きたα"OP/ｚＪﾉsisの細胞を倒立顕微鏡下でガ

ラスキャピラリーを用いて種類別にｌ細胞ずつつり上

げ，１種類につき３０～100細胞を１サンプルとして凍

結保存した．この作業では海水を1,000倍以上に濃縮し

ているため，後述の貝毒プランクトンモニタリングで検

出されない種の毒組成用サンプルが得られることがあっ

た．２００５年にはそれぞれの種が多く出現する時期のサ

ンプルを得ることに重点を置いた．２００６年には代表的

な種類についてできるだけ経時的なサンプルを得ること
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FigLSamplingstation(adoublecircle)．

に重点を置いた．これらをLC-MS/ＭＳによる貝毒成分

分析(SuzukietaL2005）に供し，時期別の種類別毒組

成および毒量を調べた．分析対･象とした毒成分は，下痢

`性貝毒オカダ酸群(ＯＡ,ＤＴＸＬＤＴＸ３)，エッソトキシ

ン群(YTX45-OHYTX)，ぺクテノトキシン群(PTX1，

PTX2,ＰＴＸａＰＴＸ２ＳＡ)である．北海道が実施している

貝毒プランクトンモニタリング結果を用いて八雲定点

(O～３０ｍ)における５ｍごと７層のうち最大密度を求

め，その季節変化から種別の季節的消長を把握した．

2006年１０月３１日に八雲で採取したホタテガイから

ＯＯ２５ＭＵｇむき身一’の下痢性貝毒が検出され，11月２

日から１８日まで噴火湾西部海域ではホタテガイの出荷

が自粛規制された．このため，このときのマウステスト

試料を入手し上記の方法によるホタテガイの毒組成を調

べた．

下痢性且毒および脂溶性貝毒９成分のうち，ＯＡ，

DTXl,ＰＴＸ２の３成分が噴火湾産α"QP/ZySjs属から検

出された(Fig.２）毒成分が検出された種類は，.〃oγzﾉe-

gicq,，.αc"'7zj"α、,Ｄ,允γtii,、Ｚ?Zﾉｶｲ"〔Zi6"Z"s,Ｄ・Zγjpos

およびＤ,ｃｑｚｲｄａｔａであった．ＰＴＸ２はＤ・jlZ池"CZj6"J"ｓ

に148,ｎｑｃ"腕i"α、に０～502,,〃oγDGgfcq,□んγ姉，

D・Ｃａ"ｄａｔａにＯ～638,,.itγjPosにＯ～l696pgcell~’

が検出され，細胞サイズの大きな種類の細胞当たり毒量

は多かった．ＤＴＸ１は、αc"77zt"αね,、/bγ城のみに検

出され，それぞれ，０～2.6,0～ｌ０９ｐｇｃｅｌｌ~'であった．

ＤＴＸ１はＰＴＸ２とともに検出されることが多く，ＤＴＸ

ｌのみが検出されたのは２００６年７月１９日のりんγtji

だけである．ＯＡは２００６年１０月１８日の□たγtjjに

ＰＴＸ２とともにａ３ｐｇｃｅｌｌ－ｌが検出され，このときの

ＰＴＸ２とＯＡの割合は２１：ｌであった．噴火湾のα"o-

P"ysis属に含まれる毒組成は２００６年７月のｌ例を除
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移し，暖水を好むＤ・cazJaatcz,、扣如"aajzz,，.”itγαが

貝毒プランクトンモニタリングで検出された(Fig.２)．

これらのうち，、γor""dqitq,ｎｍｉｔｍは両年とも無毒で

あった。この２種は陸奥湾においてＤＴＸ１を持つこと

が知られている（ＬｅｅｅｔａＬ１９８９)．噴火湾では１９９４年

と１９９５年の８月に５００細胞L-l以上の密度で、腕ｊ－

ｚｍが出現したが，ホタテガイの毒化との関係は認めら

れていない（北海道1995,1996)．噴火湾は陸奥湾と地

理的に近接し，本種の出現する８月には両湾ともに津軽

暖流水が流入してくる時期であるが，そこに出現する同

一種に有毒。無毒の違いがあることは興味深い．他方，

、〃oγU2gjcq,、αc"、i"qitq,りんγ施,ＤｒｒゆＣｓは両年と

もほぼ同じ時期に出現したが，毒組成や毒含有量は年度

や時期によって異なった．このように年度や時期によっ

て同一種の毒組成や細胞当たりの毒含有量に違いが生じ

る理由は不明である．近年，これまで困難であったα－

"OPhysisの培養法が確立されつつある（ParketaL

2006)．現場におけるα"OP/Dysisの細胞レベルの毒組成

および毒含有量に関する知見の蓄積とともに培養による

種別の毒組成や毒含有量変化に関する今後の研究が待た

れる．
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Fig.２．ContentsandcompositionsoIdiarrheatic

shellfishpolsonandlipopｈｉｌｉｃｔｏｘｉｎｓｏｆｅｉｇｈｔ

Ｄｉ７ｚｏＰ/ｚｙｓｉｓｓｐｅｃｌｅｓｏｆｆＹａｋｕｍｏｉｎＦｕｎｋａＢａｙｆｒｏｍ

ＡｐｒｉｌｔｏＡｕｇｕｓｔｉｎ２００５ａｎｄｆｒｏｍＡｐｒｉｌｔｏＮｏｖｅｍｂｅｒ

ｉｎ２００６（Circlegraphs，Blacksquaresindicateno

toxin）Occurrenceofthespecleswereindiｃａｔｅｄａｓ

ｓｅａｓｏｎａｌｃｈａｎｇｅｏｆｍａｘｌｍｕｍｃｅｌｌｄｅｎｓｉｔｙａｔｅｖｅｒｙ

５ｍｌａｙｅｒｆｒｏｍＯ－３０ｍｗａｔｅｒｃｏｌｕｍｎａｔｓａmpling

station（Polygonalgraphs)．TandSindicateaverage

valuesofwatertemperature(｡C)andsalinity(PSＵ)ｉｎ

Ｏ－３０ｍｗａｔｅｒｃｏｌｕｍｎａｔｓａｍｐｌｉｎgstation．
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けばいずれもＰＴＸ２が主成分であった．八雲沖で下痢

性貝毒が検出されたとき（2006年１０月３１日採集）の

ホタテガイの毒組成はＰＴＸ群が７２６％(ＰＴＸ６７２６％）

で，ＹＴＸ群が１８４％(ＹＴＸｌ８２,45-ＯＨＹＴＸＯ２％)お

よびＤＴＸ群が９１％(ＤＴＸ１２６,ＤＴＸ３６､8％)であっ

た．α"ＣＩＰ/Zysisの持つＰＴＸ２はホタテガイの体内で

ＰＴＸ６に変換されるので(SuzukietaL1998)，このとき

のホタテガイの毒化は現場に多く出現したり,tγ⑭Ｃｓの

ＰＴＸ２が主な原因であることが特定できた．１１，１２月の

噴火湾ではこれまでもたびたびホタテガイに下痢性貝毒

が発生し，この時期に出現するｎｔγiposに嫌疑がかけ

られてきた（福士2000)．ｎｔ"Ｃｓが１１，１２月の噴火

湾における下痢性貝毒原因種となることは本研究で初め

て明らかとなった。八雲定点では２００６年４月から９月

までの水温。塩分が２００５年の同時期に比べて高めに推

Ａｎｄｅｒｓｅｎ，Ｐ，ＢＨａｌｄ＆Ｈ･Ｅｍｓｈｏｌｍｌ９９６・Ｔｏｘｉｃｉｔｙｏｌ

Ｄｉ?、P/zysisaczJ77zj7zaminDanishcoastalwater,281-284．
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