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昭和59年度魚病対策事業

I 事業の呂的

中島基寛・近畑裕邦・深沢釦

芳賀稔・山本淳・大誤秀規

近年，水産増養殖の急速な進展にともない魚病による被害が増大し，増養殖の推進上魚病

対策が重要な問題となってきている。

乙のため，本事業では，これまでに得られている防疫に関する知見，手法及び整備された

体制を活用して実態に合った可能な防疫措置について事業を実施するほか，魚病対策上で用

いられている水産用医薬品の適正使用指導事業をおこなう。

II 事業の概要

1 ..魚類防疫対策事業

(1) 防疫会議等

ア 防疫会議

年月日 開催場所

中巨摩郡敷島町牛句

60年 3月22日 497 

県魚、苗センター

イ 防疫検討会

1 年月日 開催場所

59年12月20日 北巨摩郡大泉村谷戸

60年 1月17日 西八代郡下部町

2月27日 山梨市切差戸市

(2) 防疫対策定期パトロ」jレ

主な構成員

県漁業協同組合連合会長

県養殖漁業協同組合長

県農政課長

県魚苗センタ｝所長

県魚苗センタ」防疫員

主な構成員

地域養殖業者

魚苗センタ」防疫員

年月 日 実施地域 内 ふh合モ，

主 な 議 題

防疫推進について

主 な 議 題

防疫推進について

地域の魚病発生とその対

策について

定期観測結果について

担 当 機 関

59年11月28829日， 12月 4日 峡 ヰ七
魚病の発生状況調査

12月11日， 12日 峡 南
県魚苗センタ」

60年 1月24日， 25日 峡中，峡東
飼育管理状況調査

3月14日 小菅，丹波山

Motohiro Nakajima・ Hir位uni Chikahata ・ Tsutomu Fukasawa Minoru Haga・ 
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(3) 魚病発生時の緊急対策

年月日 実施地域 内 同一・
廿 担当機関

60年 3月四日 l峡 it 
イクチオフォヌス症発生業者

｜県魚苗センタ｝
に対する当面の防疫対策

(4) 魚病発生防止対策

ア養殖場の定期観測

実施期間 実施場所 測定境目 担当機関

59年11月～12月 北巨摩郡大泉村，小淵沢町

白州町ほ か（8)

12月～ 1月 南巨摩郡南部町，宮沢町

ほか (9) zk温， PH, DO 
県魚苗センタ」

60年 1月～2月 中巨摩郡敷島町，田富町 NH4 N 

ほか un 
3月 14日 北都留郡小菅村，丹波山村

ほか (8) 

イ 魚病情報の収集・伝達

〔収集〕

魚病情報の種類 件 数 t情 報 源

一一魚病発生 （！照 会） 6 3 養殖業者

（検査依頼） 2 2 同 上

医薬品使用 （照 会〉 6 3 同 上

〔伝達〕

魚病情報の種類 件 数 伝 達 先

魚病診断結果 （白 答〉 2 2 養殖業者

治療予防対策 〈回 答〉 2 2 同 上

イクチオフォヌス病等の発生情報（通知） 6 3 同 上
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(5) 種苗の魚病検査結果

色 種 対象魚病 検体数 病原体が分離された検体数 検査実施機関

ジ てZ ス IHN 1 4 5 

IPN 1 4 。
細菌性偲病 1 4 。

ア てず ゴ IHN 6 2 

IPN 6 。 県魚苗センタ｝

細菌性偲病 6 。
ヤマメ・イワナ IHN 2 。

IPN 2 。
細菌性偲病 2 。

(6) 魚病講習会

年月日

魚類のウイノレス病
1県魚苗センタ」

を中心とした防疫

開催場所 内
~ヴ

モT 担当機関

60年 3月20日
( 32名）

2. 水産用医薬品指導事業

(1) 医薬品適正使用対策

〔実施状況〕

年月日 実施場所 対象者（人数） 実 施 内 要 担当機関

59年12月20日 北巨摩郡大泉村谷戸 養殖業者 (8) 水産用医薬品の使

60年 1月17日 西八代郡下部町 (9) 用，再評価の結果，
県魚苗センター

2月27日 山梨市切差戸市 Q] その他国からの通

達事項の説明等

(2) 医薬品残留検査

ア検査結果

対象魚種 対象地域 立議題薬揺暫〉名称伝紛45) 検査期間 検体数

峡 ::it スノレファモノメトキシン 59. 11. 28 

一 ジ てf ス 峡 南 スノレフィツソ｝ノレ ～60. 3. 11 37 

峡中・峡東 オキソリン酸

在来マス スノレファモノメトキジン 59. 12. 11 
峡 南 5 

fヤマメ・アマゴ・イワナう オキソリン酸 ～12. 13 

計 42 

いずれの検体（可食部〉からも対象医薬品は検出されなかった。
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3. 定期パトロール・観測等の結果

(1) 北巨摩地域

北巨摩地域8経営体（ニジ、マス 7 ニジ‘マス・アマゴ1 アマゴ1）を巡回し調査し

た。

ア．魚病発生状況と対策

本年度当地域では IH N，ピプリオ病，偲病，カピ病およびイクチオフォヌス症が

発生し，発生件数はそれぞれ IH Nが1経営体，ピプリオ病が3経営体，せっそう病

が1経営体，カピ病が4経営体，イクチオフォヌス症が1経営体でカピ病，ピプリオ

病，および憶病の発生件数が多かった。

対策としーとはどプリオ病，せっそう病がサノレアァ剤の経口投与，鱈病が食塩溶ある

いはサノレファ剤の経口投与で治療効果をあげている。またカピ病においてはマラカイ

トグリーンの薬溶で効果をあげている場合もあるが，対策をとらない場合もあった。

イ．水質分析結果

水温：注水部の水温は 3.5～14.8℃，排水部の水温は 5.2～13.5℃に分布していた。

乙の内わけは 1経営体が注水部3.5℃，排水部5.2℃と調査経営体では最低水温を

示し 1経営体では注水部 14.8℃，排水部 13.5℃と最高を示したが残る 6経営体で

は注水部8.2～10.9℃，排水部7.4～10.2℃であった。

PH:P Hは注水部で 6.8～7.3，排水部で 6.6～7.2の範囲で分布し，排水部にお

いて低下する傾向を示した。

器存酸素量：溶存酸素量は注水で9.0lppm～10.83伊，排水で 5.12～8. 80 ppmに分布し，

排水部で低い値を示した。 （ただしポンプによる揚水から直接測定したものを除く）

ニジマスの摂じ，成長などが正常で健全な生活をするのに必要最低限の溶存酸素量

は5～5.7 ppmで今回の調査で、は 1経営体の排水でこれに相当する値が測定された。

アンモニア態窒素量：アンモニア態窒素量は注水部で O～0.0 6ppm，排水部では 0.02

～0. 71ppmの範囲で分布し，排水部で高い。魚類に対するアンモニアの毒性はPHや

水温が高いほど高くなる。ニジマスの養殖池においては， PHや水温が低いのでア

ンモニアの毒性の高い例は少ない。しかし水中の溶存酸素量が低い場合は別で，溶

存酸素量が5ppm以下でアンモニア態窒素量が 0.5 ppm以上になると成長低下や鱈組織

に損傷などが起こるとされている，今回の場合これに近い経営体が 2経営体あり，

これらに該当する業者は池掃除をするなり，魚を移動する等の処置が必要であろう。

ウ．種苗

種苗を自家生産または生産を予定している経営体は 4経営体で，自家生産で種苗が
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不足する場合のみ他から購入している。残る 4経営体では，種苗をすべて他に依存し

ている。購入先は県外4件（長野2，岐阜1，栃木 1）県内 2件，水大3件となって

いる。

エその他

使用飼料は，くみあい5件，大洋2件，中部，日配，ともえ，農産工各 1件となっ

ている。

(2) 峡中・峡東地域

峡中・峡東地域11経営体（ニジマス 2，アマゴ5，ニジマス・アマゴ3，ヤマメ・ア

マゴ・イワナ 1）を巡回し，調査した。

ア．魚病発生と対策の状況

本年度当地域ではニジ、マスにピプリオ病，カピ病がそれぞれ1件発生し，アマゴに

せっそう病 1件，えら病2件，カピ病 1件が発生した。対策としてはピプリオ病，せ

っそう病が抗菌剤の経口投与えら病が食塩浴，カピ病がマラカイトグリ｝浴で治療し

ていることが多かったが，治療効果があがっている場合とそうでない場合がみられた。

イ．水質分析結果

水温：排水部の水温は河川水使用が 0.8～6.4℃，伏流水使用等が 10.6～14.0℃の

範囲にあった。

溶存酸素量：排水部の溶存酸素量は 7.16～ 11.13ppm（ニジ、マスの摂餌，成長などが正

常で健全な生活をするのに必要最低限の溶存酸素量は5～ 5.7 ppm に分布しており，

養魚のうえで支障がない結果を示した。

アンモニア態窒素量：排水部のアンモニア態窒素量はO～0.13 ppmに分布してし目1た。魚

類に対するアンモニアの毒性はPHや水温が高い程強くなる。ニジマスの養殖池に

おいては， PHや水温が低いのでアンモニアの毒性の高い例は少ない。しかし水中

の溶存酸素量が低い場合は別で溶辛酸素量が 5ppm以下でアンモニア主題素量が0.5 ppm 

以上になると成長低下や鯨組織に損傷などが起るとされている。今回の測定では溶

存酸素量が 6.9 ppm，アンモニア態窒素量が0.13酬の経営体があったが今後，水温の

上昇等にともなう水質悪化に万全の注意を払う必要がある。

ウ．種苗

種苗を生産または生産を予定している経営体は，ニジ、マス 1件，ヤマメ 1件，イワ

ナ1件である。乙れらの経営体では，他に種苗を供給するものもあるし，不足して他

から購入する場合もある。また種苗の自家生産を行乙なわず他に依存している経営体

はニジマス 5件，アマゴ6件，ヤマメ 1件，イワナ 1件で，乙のうち他県の経営体に
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依存しているものは，ニジマス 1件，アマゴ5件，ヤマメ 1件，イワナ 1件である。

ヱ．飼料

使用飼料は，くみあい7件，オリエンタノレ 1件，大洋 1件となっている。

オ．その他

降雨がないため，渇水で飼育に困難を招ねいている経営体が目立った。

(3）小菅・丹波山地域

小菅・丹波山地域（塩山 1) 8経営体〈ニジ、マス l，ニジ、マス・ヤマメ・イワナ 4,

ヤマメ・イワナ 2，アマゴ1）を巡回し，調査した。

ア．魚病発生状況と対策

本年度当地域ではニジ、マスに IHN2件，えら病2件，ヤマメにせっそう病1件，

えら病3件，カピ病2件，あまどに IHNI件，せっそう病1件，イワナにえら病 1

件が発生した。対策としてはせっそう病が化学療法剤の経口投与，えら病が食塩浴で

治療している。

イ．水質分析結果

水温：河川水使用養魚場（ 5件）の注水部の水温は 3.6～6.7℃，排水部の水温は

3.4～6.0℃に分布していた。また，湧水使用養魚場の注水部の水温は 9.9℃，排

水部の水温は 7.2℃であった。

溶存酸素量：溶存酸素量は注水で 9.6～12.'1 ppm，排水で 9.9～ll.2ppmに分布してい

た。ニジ、マスの摂じ，成長などが正常で健全な生活をするのに必要最低限の溶存酸

素量は 5～ 5.7 ppmで今回の調査ではこれに該当するものはなかった。

アンモニア態窒素量：アンモニア態窒素量は注水部で O～0.12 ppm，排水部では O～

0.11酬の範囲で分布していた。魚類に対するアンモニアの毒性はPHや水温が高い

ほど高くなる。

ニジマスの養魚池においては， PHや水温が低いのでアンモニアの毒性の高い例は

少ない。しかし水中の溶存酸素量が低い場合は別で，溶存酸素量が 5ppm以下でアンモ

ニア態窒素量が 0.5 ppm以上になると成長低下や組織に損傷がお乙るとされている。今

回の場合はとれらに該当する経営体はなかったが，今後水温の上昇にともなう水質悪

化等に万全の注意をはらう必要がある。

ウ. f重苗

種百を生産または自家生産を予定している経営体はニジ、マス 2，ヤマメ 2，イワナ

4である。これらの経営体では，同地域の他の経営体に種苦を供給する場合もあるし，

不足して同地域または他地域から（県外）購入する場合もある。
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エ．その他

使用調料はくみあい6件，オリエンタノレ5件，ともえ 2件，大洋1件となっている。

(4) 峡南地域

峡南地域9経営体（ニジマス 2，アマゴ2，イワナ l，ニジマス・アマゴ4）を巡回

し調査した。

ア．魚病発生状況と対策

本年度当地域ではニジマスに IHN, ピプリオ病，及び鯨病，アマコヲこ IH N，せ

っそう病及びカピ病，イワナにせっそう病が発生し発生件数はそれぞれ IH Nが3件

ピプリオ病が2件，せっそう病が4件，カピ病が 1件で，ニジマスでは IH Nとピプ

リオ病，アマゴではせっそう病の発生件数が多かった。このうち魚雷センターで診断

し確認したのは IHN3件，せっそう病，鱈病，カピ病がそれぞれ 1件であった。

対策としてはピプリオ病，せっそう病がサルファ剤の経口投与，鯨病が食塩浴で治

療効果をあげている。

また IH Nとせっそう病，カピ病と鱈病の合併症により治療に苦慮している例がみ

られた。

イ．水質分析結果

水温：注水部の水温は 3.8～9.7℃，排水部の水温は 4.0～9.9℃に分布していた。

この内わけは 1経営体が注水部3.8℃，排水部4.0℃と調査経営体！の最低水温を示

し，残る経営体では注水部 7.4～9.7℃，排水部7.3～9.9℃であった。

PH:P Hは注水部で 7.1～7.4，排水部で 6.5～7.4の範囲に分布し，排水部にお

いて低下する傾向を示した。

溶存酸素量：溶存酸素量は，注水で 8.06～ 10.76 p四，排水で 5.20～ 10.91 ppmに分布

し， I件を除いて排水部で低い値を示した。ニジマスの摂じ，成長などが正常で健

全な生活をするのに必要最低限の溶存酸素量は 5～ 5.7 ppmで今回の調査ではこれに

相当する値が潤定された。

アンモニア態窒素量：アンモニア態窒素量は，注水部で O～ 0.11 ppm，排水部では O

～1.64伊の範囲で分布し，排水部で高い。魚類に対するアンモニアの毒性は， PH 

や水温が高いほど強くなる。ニジマスの養殖池においては， PHや水温が低いので

アンモニアの毒性の高い例は少ない。しかし水中の溶存酸素量が低い場合は別で溶

存酸素量が 5p戸以下でアンモニア態窒素が 0.5 ppm以上になると成長低下や鯨組織に

損傷などが起るとされている。今回の場合，これに該当するものが 1経営体あり乙

の業者は魚を移動する等の処置が必要であろう。
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ウ． 種 苗

種苗を自家生産または生産を予定している経営体はニジ‘マスが4，アマゴ6，イワ

ナ 1である。乙れらの経営体では他に種苗を供給するものもあるし，不足して他から

購入する場合もある。購入先はニジ、マスでは県内 l，県外 l，アマゴでは県内 3とな

っている。

エ飼料

使用飼料は，くみあい5件，農産工，大洋，中部，ともえが各 1件となっている。

オ．その他

河川へ放流した魚により飼育魚、が感染発病したとする経営体が2～3あった。また

渇水で飼育に困難を招ねいている経営体も 1～2みられた。
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