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マス類の細菌性腎臓病対策試験
(平成13年度~平成17年度)

糟谷浩一・久保田仁志

躍的

マス類の疾病の中でも網間性腎臓病(以下、 BKD)

は効果的な治療法がないことから難病のーっとされて

きた。中禅寺湖漁協(以下、「漁協jという)は、県

内のマス類の種菖生産基地としての役寄せを果たしてお

り、養魚、者に卵を供給している。当漁協ではヒメマス

にBKDが発生し、その対策に苦慮しているところで

ある。そこで、昨年に引き続き、採卵親魚のBKD原

因菌の保菌状況を調査した。また、北海道大学古水教

授の御助設を得て、 BKDフリーのヒメマス親魚、を得

ることを目的として、採卵競魚、へのエリスロマイシン

投与による霊草感染防止に関する試験を実施した。な

お、これらの試験は、中禅寺湖漁協の協力を得て実施

した。

し死亡魚のBKD検査結果について

材料および方法

実施期間 平成14王子4月~王子成15年3月

供試魚漁協で、鯛育されているBKD発病歴の無

い群であって新たに発病が認められた群の死亡魚、を冷

凍保存し、魚、病検査に供した。

BKD検査腎!践をもちいて、蛍光抗体法又はPCR

法により検査を実施した。

蛍光抗体法 腎臓の塗抹標本を作製し、火炎で、臨定

した。駒田本水産資源保護協会配布の抗Rsウサギ血

清を用いて、常法どおり間接蛍光抗体法により検査を

実施した。

PCR法体腔液は無処理または10，000g 10分間遠

心して濃縮した液を用いた。精液は無処理のものを用

いた。検査方法は同研究報告第45号「マス類の細菌性

腎臓病対策試験-PCR法によるBKD検査についてjに

R先述したとおりである。

結果

6丹4日全雌ヒメマス 2+ (王子成14年親魚、候補)、

7月28日性転換雄ヒメマス 2十(平成14年競魚、候補)

及び7月2913ヒメマス 2十(王子成14年親魚、候補)群に

BKDの発生が確認された。

2. 採却親魚のBKD検査について

材料および方法

実施期間平成14if.9月一平成14年11月

採卵親魚池産ヒメマス親魚、 (BKD発症歴有)、湖

産ヒメマス親魚、池産性転換雄ヒメマス親魚 (B瓦D

発症歴有)、池産ニジマス親魚、を用いた。

BKD検査 ヒメマス親魚、については、腎臓及び体

腔液又は精液を、ニジマス親魚については、体腔液又

は精液を用いた O 腎織は蛍光抗体法、体腔液及び精液

はPCR法で検査を実施した。

蛍光抗体法 腎臓の塗抹擦本を作製し、火炎で、回定

した。(初日本水産資源保護協会配布の抗Rsウサギ血

清を用いて、常法どおり間接蛍光抗体法により検査を

実施した。

PCR法体焼液は無処理または10，000g 10分間遠

心して作製した濃縮液を用いた。精液は無処理のもの

を用いた。検査方法は同研究報告第45号「マス類の細

菌性腎織病対策試験-PCR法によるBKD検査につい

て」に既述したとおりである O

結果および考察

検査結果を表 lに示した。池産ヒメマスのBKD検

出塁手は湖産ヒメマスよりも高かった。池産の通常のヒ

メマス群と性転換ヒメマス雄魚群は 7月にB五Dの発

生が確認されており、池中でのBKD原因菌の蔓延に

より検出率が高くなったものと考えられる。また、腎

臓からの検出率のほうが、体腔液や精液よりも検出率

が高かった。このことから、迎。原鴎菌の保菌検査

の検体として、腎臓が適当と考えられる。ニジマスに

ついては、この検査結果に基づき、時期親魚候補の卵

を選抜し、縞離飼育の指導を実施しているところであ

る。
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表 1 諜卵親魚のBKD検査結果

採卵日 魚種 雌雄日u 尾数検査部位 BKD陽性検体数 検出率(%) 検査方法

腎臓 19 38 蛍光抗体法
雌i 50 

PCR法、無濃縮体腔液体腔液 10 20 
9月12日 池産ヒメマス

腎!蹴 蛍光抗体法6 60 
f住 10 

PCR法、無濃縮精液精液 4 40 

!lt!t 50 腎!殿 2 4 蛍光抗体法
10月4日 湖産ヒメマス

雄 I腎臓 蛍光抗体法10 10 

31 腎!段 3.2 蛍光抗体法

湖産ヒメマス 雌
6群 休日空液

PCR法、 5尾又は 6尾分
O O 

混合し、 10倍濃縮休日空液
10月11日

腎!織 蛍光抗体法11 7 63 

池産ヒメマス 性転換雄
3群 精液 33 

PCR法、 3尾又は 4尾分

混合し、無濃縮精液

蛸f 15 休日空記長 。 O PCR法、無濃縮休校液
11月27日 池産ニジマス

雄 精液 PCR法、無濃縮精詩15 6.7 

3.採部親魚へのヱリスロマイシン投与による垂直感

染訪止効果について(平成12年度採卵分)

材料および方法

実施期間平成14年 4月~平成15年 3月

供試魚及び飼育管理栃木県水産試験場研究報告45

(2002)中、「マス類の細菌性腎臓病対策試験-5.採

部親魚、へのエリスロマイシン投与による垂直感染防止

効果についてjで報告したエリスロマイシン接種湖産

ヒメマス親魚、から得たヒメマスを隔離錨菅した。年令

は10月以前 l十、 10月以降 2十であった。

BKD検査成熟雄死亡魚、の腎臓を蛍光抗体法によ

り検査を実施した。

蛍光扶体法 腎臓の塗抹標本を作製し、火炎で国定

した。(訪日本水産資源保護協会配布の抗Rsウサギ嵐

清を用いて、常法どおり間接蛍光抗体法により検査を

実施した。

結 果

期間中、ヒメマスを陪離飼育した結果、 BKDの発

病は見られなかった。また、 11月168に成熟した雄死

亡魚沼尾(平均体重183g )からBKD菌は検出されな

かった。しかし、池の都合上、外池で飼育しているた

め、池周到を板等で、囲っているが、小動物の侵入があ

り、完全な踊離が国難な状況であったが、期間中、 BKD

の発生は認められなかった。平成15年に採卵の予定で

ある。

4. 探部親魚へのエリスロマイシン投与による垂直感

染防止効果について(平成13年度採却分)

材料および方法

実施期間 平成14年 4月一平成15年 3月

供試魚及び錆膏管理 栃木県水産試験場研究報告46

号 (2003)中、「マス類の細菌性腎臓病対策試験-6.

採卵親魚、へのヱリスロマイシン投与による垂直感染防

止効果について (2)Jで報告したエリスロマイシン接

積湖産ヒメマス親魚から得たヒメマスを臨離餌育した。

年令は10月以前は O十、 10月以降 1十であった。

結果

期題中、ヒメマスをi詰離飼育した結果、 BKDの発

病は克られなかった。

5.採郭親魚へのヱリスロマイシン投与による垂直感

染防止効果について(平成14年度採部分)

材料および方法

案施期間平成14if.9丹~平成15年 3丹

実施場所 付1禅寺湖漁業協河組合養魚、池

供試魚池産及び湖産ヒメマス親魚、を使用した。

池産ヒメマス縮魚、の使用尾数及び王子均体重は、雌46尾・

442 g、雄14尾.565 g、減産ヒメマス親魚、は、雌50毘・

244 g 、雄10尾・ 263gであった。

注射液の調整エリスロマイシン 5gを20m1のエ

チルアルコール (99.5%、特級、和光純薬)に溶解し



た後、 50mlの大豆油によく混合した。 混合液からエ

パポレーター (55'C)でアルコールを除去し、注射液

とした。ヱリスロマイシンは和光純薬製「生化学問エ

リスロマイシンj及びナカライテスク fヱリスロマイ

シン」を{吏隠した。

接護方法 供試魚、の背部筋肉内に100mg/魚体重 lkg

となるように注射により投与した。

BKD検査 腎臓は蛍光拭{本法、体腔液及び精液はPCR

法で検査を実施した。

蛍光抗体法 腎臓の塗抹標本を作製し、火炎で国定

した。知日本水産資源、保護協会配布の抗Rsウサギ血

清を用いて、常法どおり賠接蛍光抗体法により検査を

実施した。

PCR法体腔液は10，000g10分間遠心して作製し

た濃縮液を毘いた。精液は無処理のものを陪いた。検

査方法は間研究報告第45号「マス類の細菌性腎臓病対

策試験-PCR法によるBKD検査についてjに既述し

たとおりである。

薬淘j残留分析 湖産ヒメマスの採卵時に雌毅魚、 6尾

の筋肉(混合)と内総(生殖線|徐く。混合)、卵、雄

親魚、 7尾の精巣(混合)を採明し、薬剤残関分析を行

った。結果は、本報告書中p60に記載した。

統計検定 ヱリスロマイシン接種ヒメマスと無接種

ヒメマスのBKD原因商品現率について検定を実施し

た。 5以下の出現数を含む場合、誼接擁立法で、すべ

て 5以上の出現数の場合、 χ2検定を実施した。危険率

α=0.05で判定した。

結 果

エ 1)スロマイシンの接種は、池産ヒメマスでは 7月

29 日、 i初産が 9 月 25 日であり、接種から採JiJI~ までの日

数は、油産で45EI及び46日、 i胡産で13日であった。

採卵時における保障検査の結果を表 21こ示した。池

産、潟産の雌雄いずれもエリスロマイシン接種のヒメ

マスのほうがちKDI京国菌の検出来が低く、エリスロ

マイシン接種の効果があったものと推測される。しか

しながら、統計的に有意な援が認められたのは、池産

ヒメマス雄親魚、のみであった。

エリスロマイシン接槌湖産ヒメマス親魚、から得られ

た卵を親魚、候補とした。表3に交配状況を示した。こ

れらの親魚、の腎J]哉、 f本}控液及び精液からBKD原由wi

は検出されなかった。得られたJiJI~は、受精時及び発限

時に20倍に希釈したイソジン液(有効ヨウ素500ppm)

で、20分間浮iri言を行った。

(水産技術部)

表 2 エリスロマイシン接種又は無接種採部親魚のBKD検査結果の比較

採卵日 魚種 雌雄別 毘数 検査部位 Bl∞陽性検体数 検出率%

エリスロマイシン 出i 50 腎i~ 19 38 
9月12日

無接種油産ヒメマス 雄 10 腎!践 6 60 

ヱリスロマイシン 向t 46 腎臓 10 22 
9月12・13日

接種池産ヒメマス 邸主 14 腎臓 2 14 

エリスロマイシン 員1 81 腎!鼠 3 3. 7 
10丹4・11日

無J針重視i産ヒメマス M~ 10 腎臓 10 

エリスロマイシン JlUi 50 腎!識 2.0 
10丹81ヨ

接種湖底ヒメマス 雄 10 腎!蹴 。 O 

表 3 親魚候補郭の選抜

雌 雄 BKD検査結果 儲考

5培X4群 5尾 1群 すべての個体の腎臓からBKD原剖関は検出されず。 得られた卵は親魚候補とした。

各群毎に混合した体!控誌を及び精液からB五D原関闘は

検出されず。

5尾X2群 5尾 1群 すべての僧体の腎臓からBKD原因菌は検出されず。 得られた卵は親魚、候補とした。

4尾X2群 各群毎に混合した体腔液及び精誌をからBKD原因菌は

検出されず。
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