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鹿児島県内における養殖カンパチの眼球炎の発生傾向について

柳 宗悦1* 前野幸二2.今岡慶明1.嶋原佳子3・三輪理3・大迫典久4

1鹿児島県水産技術開発センタペ 2鹿児島県漁港漁場課 3独立行政法人水産総合研究センター
増養殖研究所南勢庁舎 4独立行政法人水産総合研究センター北海道区水産研究所札幌庁舎

(2014年11月27日受付)

要旨-2010年頃から南九州や西四国を中心に，養殖カンパチにおいて眼球(左右どちらかの片眼が多い
傾向)に白濁・出血・欠損・潰傷・乾酪化を呈する疾病が，夏季の高水温期を中心に多発するようになっ
た。鹿児島県の2010年4月から2014年3月の魚病診断データから，本症が年々増加傾向にあること，天
然・人工の種百の由来にかかわらず発生すること，当歳魚に多く発生する傾向にあることが確認された。
さらに，水温が高い 7月から11月にかけて多く確認され，Neobenedenia 9何 lIaeの多発時期とほぼ一致
する傾向にあった。また，病理組織観察，電子顕微鏡観察から，眼球が外部から何らかの物理的障害を
受け，養殖場内の各種細菌が外音防、ら眼球内に侵入して炎症反応を起こし，乾酪化を引き起こしている
のではないかと推察された。本症は養殖カンパチの商品価値の低下を招き，産業的に大きな問題となっ
ていることから，早急な原因解明と対処法の技術開発が望まれる。

キーワード:養殖カンパチ，眼球炎，ハダムシ，Neobenedenia girellae 

カンパチ Serioladumeriliは全世界の熱帯から温帯海域

に広く分布している魚で¥成長に適した水温は200C~ 

300Cと言われ(落合・田中， 1986)，鹿児島県では黒潮

の恩恵と温暖な気候の特性を生かし， 1990年代から養殖

が開始され， 2012年の農林水産統計によると全国生産量

の56%を占め全国第一位となっている。現在では鹿児島

湾内と奄美大島を中心とした地域で養殖が盛んに行われ

ている。一方， 2010年頃から南九州や西四国を主として，

養殖カンパチにおいて眼球(左右どちらかの片眼が多い

傾向)に白濁・出血・欠損・潰蕩・乾酪化を呈する疾病

が，夏季の高水温期を中心に多発している。病魚は上記

のような眼球の異常により，摂餌が困難な状況に陥り次

第に衰弱し養殖現場では商品価値が低下するなどの理

由から選別時に処分されるケースが多く，産業的に大き

な問題となっている。なお，本症は2013年12月に独立行

政法人水産総合研究センター増養殖研究所が主催する魚

病症例研究会において「眼球炎Jと称されることとなっ

た。本報では，鹿児島県における魚病診断データから，

本症の発生傾向と外部症状を整理し，併せて病理組織観

*連絡者

E-mail: yanagトsoetsu@pref.kagoshima.lg.jp

干891-0315 鹿児島県指宿市岩本字高田上160-10
鹿児島県水産技術開発センター

英語タイトル:Occurrences of ophthalmia in cultured greater 

ambeりackSeriola dumerili in Kagoshima Prefecture 

察，電子顕微鏡観察を行ったので報告する。

材料および方法

疫学調査(魚病発生状況)

鹿児島県水産技術開発センターの2010年4月から2014

年3月までの魚病診断データから，死亡原因が特定でき

なかった個体(以下，不明個体)に占める眼球炎の割合，

不明個体のうち眼球炎の症状が確認された個体を年齢，

種苗由来(天然・人工の別)，月別に集計して発生傾向を

分析した。なお，併せてこの期間におけるハダムシ

(Benedenia seriolae， Neobenedenia girellae) の月別検

査件数の推移についても調査した。

魚病診断

①外部症状(眼球)及び内部症状(腎臓，脳)の観察

眼球について，外傷・白濁・出血・潰蕩・水晶体欠落

の有無，眼球内部の乾酪化の有無などを観察した。また，

脳，腎臓の組織の一部をスライドガラスに塗抹し火炎

固定を行った後，メチレンブルー染色で作成したプレパ

ラートを検鏡し細菌，寄生虫などの確認を行った。

②細菌の分離培養

検体の眼球中心部，脳，腎臓の組織の一部を1.25%

NaCI添加ハートインフュージョン寒天培地(栄研化学)， 

マリンアガー寒天培地(日本 BD) およびTCBS寒天培
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Fig.1. 

地(日水製薬)に塗抹し，ニクロム耳で画線，又は滅菌

生理食塩水を滴下 しコンラー ジ棒で全面に拡げ. 250Cで

18~24時間培養し発育状況を確認した。

病理組織観察

2012年10月26日に養殖場において，天然種苗 4尾(平

均魚体重 913g). 人工種苗 5尾(平均魚体重 234g)の

計 9尾のカンパチ稚魚を 生きた状態で極力ダメ ージを

与えぬよう眼球を無菌摘出し即座に角膜側から鉛直に

2等分して Davidson液で24時間振とう固定を施し，病理

組織観察の試料とした。その後，各眼球を更に数個に切

り分け，脱水・パラフィン包埋処理を行い，各パラフイ

ンブロックから 3μmの切片を 2組作り，それぞ、れへマ

トキシリン・エオシン (以下 H& E)染色およびメイグ

リュンワルド・ギムザ(同 MG)染色を施して検鏡した。

電子顕微鏡観察

2013年 9月19日に，眼球炎の初期症状と推察される人

工種苗カンパチ 1尾(魚体重 252g)の眼球を無菌摘出

し即座に角膜側から鉛直に 2等分して Davidson液で

24時間振とう固定を施し，固定した眼球からさらに角膜

部分を切り出し定法(鈴木ら， 2000)によりアルコー

ル系列脱水， t-ブチルアルコール凍結乾燥，イオンスバッ

タ金属蒸着を経て，走査型電子顕微鏡(以下 8EM) (8-

3000N目立ハイテクノ ロジーズ)で観察した。
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疫学調査(魚病発生状況)

合計で665件の不明個体を確認しそのうち眼球炎個

体の割合は2立2%であった。年度別の推移では， 2010年

が19.7%，2011年が19.6%. 2012年が40.7%. 2013年は

48.6%と2012年以降増加傾向にあった (Fig.1 A)。種百

由来別では.2012年を除きその多くが，天然種苗で確認

された (Fig.1 B)。年齢別では，その大半が当歳魚、で確認

された (Fig.1 C)。月別では，水温が高い 7月から11月

果

Fig.2. 眼球炎の進行過程
A:眼球表面に気泡又は小さな傷が見られる。B:眼球
表面(角膜)が白濁。C:眼球表面に外傷，眼球周辺部
の出血。0:角膜が断裂し水晶体が欠落，眼球内部が潰
蕩。E:眼球内部が乾酪化。F・眼球表面に角膜に似た
組織が形成。
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にかけて多く確認される傾向にあった (Fig.1 F)。ハダム

シの検査件数については、 B.seriolae は 6 ~ 7 月 にかけ

て (Fig.10)， また N.9かel!aeは7~ 11 月にかけて多く

確認される傾向にあった (Fig.1 E)。

魚病診断

①外部症状(眼球)及び内部症状(腎臓，脳)の観察

眼球炎の症状を進行過程順に Fig.2に示した。本症の

初期段階では，眼球 (左右どちらかの片眼が多い傾向)

の表面に気泡又は小さな外傷のような痕跡が確認され

(Fig.2A)，その後，眼球表面(角膜)の白濁 (Fig.28)

や眼球周辺部の出血 (Fig.2C)が確認され，さらには角

膜が断裂し水晶体が欠落して眼球中央部に潰蕩が形成

Fig.3. 眼球炎個体の眼球組織
A:角膜の付け根部分を示す。角膜 (C)は途中で断裂

して膨i問し炎症組織(米印)につながっている。
虹彩 (1) は膨潤し原型をとどめていない。網膜も
崩壊しており ，観察できない。矢頭部分は直線的に
切れているが，これは トリ ミングした時のアーテイ
ファク トである。E:角膜上皮(一部アーテ イファ
クトで角膜との問に空所ができている)0B:強膜
骨。メイグリュンワルド ・ギムザ染色。

B:写真Aとの比較のために，ほぼ正常だと思われる人
工程苗の眼球の同一部位を示す。角膜上皮が左の方
で消失しているのはアーテイファクト。R:網膜。
他のアルフ ァベットは写真Aと共通。メイグリュ
ンワルド ・ギムザ染色。

C:炎症を起こした眼球内部で.壊死して乾酪化した部
分 (N)とそれを取り巻く類上皮 (E)を示す。壊
死 ・乾酪化した部分は完全に類上皮で固まれておら
ず， 外部に関口している(矢印)0G :肉芽組織。
ヘマ トキシリン・エオシン染色。

D:比較的網膜が残存している眼球。眼球の視神経
(N)を含む半分を包埋して作成したもの。この切
片では眼球内部に大きな乾酪巣は見られないが，同
一の眼球の別のブロックから作成した切片にはやは
り類上皮に包囲された大きな乾酪巣が存在する。網
膜直下，視神経の眼球内への投射部位(盲点)など
には血腫(矢印)が見られる。血l屋はもろいため切
片作成過程で内部がはがれているものが多い。角膜
(Co)は断裂し膨張している。右上方では剥がれ
た網膜 (Rおよび矢頭)が摺曲している。Ch:血
管層 (Choroid)。へマトキシリン ・エオシン染色。

され (Fig.20)，重篤な場合は眼球内部が完全に乾酪化

した状態 (Fig.2E :病巣部の組織が壊死し黄色みを帯

びたチーズ状の状態)が確認された。また，越年魚、で眼

球表面に角膜に似た組織が形成された個体 (Fig.2F，通

称「銀目個体J) も多く確認された。なお，脳，腎臓の染

色塗抹標本からは，細菌，寄生虫などは確認されなかっ

た。

②細菌の分離培養

脳，腎臓から細菌は分離されなかった。眼球内部から

は，ピブリオ属の一種と思われる細菌が分離された (種

は未同定)。

病理組織観察

固定した 9個体の眼球9個のうち人工種苗 1個体の眼

球はほぼ正常であったが，残りの 8個には程度の差こそ

あれ，同様の病理組織像が観察された。すなわち，角膜

は断裂して中央に穴が聞いた状態になっており，残存す

る角膜は炎症渉出物および張力の喪失によって膨潤して

いた (Figs.3A and 8)。眼球内部に乾酪化した病変があ

り，その周囲は類上皮細胞で囲緯されていた。しかし

この病変は完全に閉じた肉芽腫とはならず乾酪化した部

分(類上皮を境にした体の外側部分)は外部に開いてい

た (Fig.3C)。乾酪部分には頻繁に細菌のコ ロニーが確

認され，かつ菌の形態は大小さまざまであった。病変が

見られた眼球では網膜は 1個体 (Fig.3D)を除きほぽ完

全に消失していた。なお，こ れら の観察結果は，南ら

(2013)の報告とほぼ同様であった。

電子顕微鏡観察

SEMによる撮影画像を Fig.4に示す。肉眼観察におい

て角膜表面に確認された小さな外傷らしき部分は陥没し

その中心部分は破断している状態が硲認された。

民
"'¥.-.. 

~ 

UlJlIIi刊 1 ~

Fig.4. 眼球炎個体の SEMによる角膜表面画像
中央の外傷らしき部分 (点線楕円)は陥没しその中
心部分は破断している。右斜め上の写真は眼球を 2等

分した固定標本 (Davidson液)。
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考 察

疫学調査(魚病発生状況)から，本症が近年増加傾向

にあること，天然・人工の種苗由来に関わらず発生する

こと，さらには当歳魚、に多く発生する傾向にあることが

確認された。なお，カンパチ魚病診断件数の全体に占め

る不明の割合から，本症の診断割合は 7%~10% と推察

された([不明/全診断件数1x [眼球炎個体/不明個

体])。外部症状の観察では異なる進行過程にあると思わ

れる様々な状態が確認され，一部，眼球周辺部の出血

や白濁など α溶血性レンサ球菌症(楠田ら， 1976;大

山， 2006) に類似した眼球異常も確認されたが，脳，腎

臓の染色塗抹標本からは Lactococcusgarvieaeは確認さ

れず，菌も分離できなかったことから，本症が L.

garvieaeの感染症である可能性は低いと推察された。一

方，病理組織観察においては，眼球の病変の主体は，眼

球内に侵入した細菌により誘起された顕著な炎症反応で

あると推察された。しかし炎症は眼球の強膜骨の内側

にほぼ限定され，比較的程度の軽いもの (Fig.3D)では

組織の顕著な崩壊は角膜近傍に確認されたことから，細

菌が体内から眼球に侵入したとは考えにくい。また，細

菌の種類が形態学的に見て大きく異なるものが複数存在

することから，その多くが2次的に眼球内に侵入したも

のであることが示唆され，眼球が外部から何らかの物理

的障害を受けたことが一義的な原因ではないかと推測さ

れた。今回，本症の診断件数は 7月から11月にかけて多

い傾向にあったが， Fig.1Eに示すようにこの時期が鹿児

島県の N.girellaeの多発時期(柳ら， 2012) とほぼ一致

していることは非常に興味深い。 N.girellae (Bondad-

Reantaso et a/.， 1995a; Bondad-Reantaso et a/.， 1995b; 

小川， 2006a) は中国から輸入されたカンパチ種苗とと

もに日本に持ち込まれた新しいタイプのハダムシで， B. 

serio/ae (小川， 2006b) に比べ眼球に局所的に寄生し，

障害を与える事例も報告されていることから，本症の有

力な発症要因の候補の 1っとして挙げられる。また，

Fig.10に示すように B.serio/aeも本症の発生が増加し

始める 6月から 7月にかけて多く確認される傾向にあり

(柳ら， 2012)，寄生が進行した場合，N. girellaeと同様，

カンパチが生け費網に体表を擦り付けることが報告され

ている(小川， 2006b)。これらの行動の際に眼球が何ら

かの物理的傷害を受ける可能性もあることから， B. 

serio/aeも発症要因の候補の 1つに挙げられる。その他，

高水温期において近年の水温の上昇傾向に伴い，淡水浴，

過酸化水素水製剤によるハダムシ駆除作業が増加傾向に

あり，さらには生け賛内で刺胞性生物(イソギンチャク

類)が多数確認されるようになったとの生産者の声も注

目すべき点と言えよう。九州のトラフグ養殖場や四国の

海面養殖ヒラメでは，オヨギイソギンチヤクの刺傷によ

る被害事例も報告されていることから(川上， 2006)，本

症の刺胞性生物による関与の可能性も推察される。以上

のことから，鹿児島県におけるカンパチ眼球炎の発生メ

カニズムには，数段階の要因があるものと推察される。

すなわち，まず，体表および眼球にハダムシが寄生し (1

次要因)，生け賛網に身体を擦り付ける際，眼球に何らか

の物理的障害(外傷又は刺胞性生物と接触)を受け (2

次要因)，その後，養殖場内の各種細菌などに感染し (3

次要因)，眼球内部が炎症反応を起こし，乾酪化を引き起

こしているのではないかと推察される。今回の電子顕微

鏡観察による角膜表面の外傷痕跡の結果は，これら物理

的傷害の推察を支持する内容のものであると言える。

今回は，鹿児島県の魚病診断データから本症の発生傾

向と発生メカニズムの推察を行ったが，現時点では推察

の域を出ず原因は特定されていない。南ら (2013) は本

症の発生事例とビタミン類などの栄養要求の関連性に関

する研究の必要性も述べており，今後は南九州および西

四国の各県の発生情報を早期に集約・整理し，相互連携

のもと，本症の原因解明と対処法についての技術開発に

取り組む必要がある。
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