
サケ (Onco朴叩 。而s keta) 稚魚に発生した ビブ リオ病 ― I

発生状況および 症状。

 富岡啓三， 清水 幾 太郎，野村 哲 ―

Vibriosis ;n Chum Salmon Fry - I  

The Occurrence and Symptoms.

Tetsuichi NOMURA, Keiji TOMIOKA and Ikutarb SHIMIZU

This communication describes an outbreak of vibriosis among chum salmon fry during ex-

perimental breeding tn shore pond. The epizo0tic occured among a group Of 50,000 chum salmon fry;

mean fork length 3. 2 cm and mean weight 1. 47 gram. Highest mortality was recorded as 2. 1

percent per day. Water temperature varied during the period of breeding within range Of 14-14.5 C  

Internally numerous petechial haemorrhages were present on liver Of moribund fish.

All culture plates inoculated with material 0f kidney and liver from diseased fish, showed

pure Or predominant growth Of gram negative curved rod. The bacterium thought to be the causa-

tive organisms present outbreak was identified aS Vibrio sp. Histopathology Of liver tissue

revealed marked haemorrhages and presenting a large number Of distinctry curved bacilli ;n all

diseased fish.

This ts the first record Of vibriosis Of chum salmon fry tn HOkkaid0. 

近年サケ稚魚の海面での飼育 (いわゆる海中飼育) が試みられており，海中飼育中における疾病として

ビブリオ病の発生が知られているが (飯岡， 1980)，原因菌の性状，病理変化についての詳細な報告は見ら

れない。ピブリオ 病は淡水魚および海水魚に発生し，原因菌としては viibrio aneuillaru仰 X はその類イ以

菌が報告されている。しかし我国におけるサケ科魚類のビブリオ病についての報告は王として二ジマス

(Sal皿 。 叩汁血eri) I@ついてのものであり， 山corhm 。ん於属 に関するものは田島ら (1981 の海面養殖

ギンマス (0 ． ki別tchinでの報告以外に見られない (汀草， 1978) 。 しかしビブリオ 病は大きな被害をおよ ぼす

ことが多く，放流用種苗の生産効率にも大きな影響を与えかねない。本報告では北海道内の―地域におい

て， ふ化用水の適否判定のため試験的に飼育したサケ稚魚に発生したビブリオ病についてその発生状況お

よび弊死魚の症状について報告する。

北海道さけ・ますふ化場研究業績 第277 号

脚註* 1 本報告の―部は日本水産学会北海道支部会で口頭発表した。

* ?. 北海道さけますふ化場
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材料および方法

ふ化用水の適否を判定するため設置した仮設の飼育地内で飼育した50 ， 000尾のサケ椎魚に発症したビブ

・ @オ 病について，細菌学的，血液学的，組織学的検討を行なった。また分離菌の病原性を検討するためサ

ケ 稚魚を用いて人エ感染実験を行なった。また治療に関する知見を得るだめオルメトプリム，サルファモ

ハメトキシン合剤による治療試験も実施した。各実験方法の詳細ば結果の項に記した。

結 果

発病魚群の由来，飼育状況，発生の状況 :まず発病魚群の由来・飼育状況，発生の状況について調査し

た。発病魚群は，北海道斜里Hlに湖上した親魚より採卵し， 斜里車業場において 発眼卵となるまで 管

理し，発限後八雲事業場に輸送しぶイ としたものの―部である。 八雲事業場でふ化した稚魚を， ふ化場建設

の予備約調査のため， 5M12 日より現地に輸送し飼育した。飼育池は海岸に仮設した2m X4m の池であ

り，満潮時には池内に海水が流入する状況にあった (写真-L 。 飼育用水の水質分析を 常法により行なっ

た結果，水源の井戸が海岸に設定されていたことから，塩素イオン濃度が842.0ma/@ と高く，海水が混入し

ていることが考えられた (表-1) 。 水温は飼育期間を通じて14-14.5C であった。

表-l 飼育用水の水質

1500測定値項 目

弊
死14-C水温

842.0 mg/@ @ 1000塩素イオン

硬度(CaCo ，として@ 465 ． 2 m9 乃

50086.1 ms/Sカルシウム

60.8 mg/@マグネシウム

1.30 mg/t硝酸態窒素
5/3I 6/5 6/75/205/12

月 日51.1 mg/iケイ 酸
図-] 飼育開始後の姥死尾数

飼育開始後]5 日後より異常な弊死が見られ飼育開始後22 日以後には日間弊死率 2% 以上を示した (図-1

)。 病魚は外見的には体色の異化運動の低下が認められた。瀕死の50尾にっいて外部および内臓の肉眼によ

る症状を観察した結果，外部所見としては体表の点状出血 (6%) ， 鰭基部の発赤 (2%) が低率で認めら

れた以外に顕著な症状は見られなかった。内臓の肉眼による観察では肝臓の点状出血が44% の供試魚に見

られた (表-2)。 なを卵の経由した斜里および八雲事業場では 飼育魚の異常な弊死は出現しなかった。外

部および内部寄生虫は認められなかった。

拙菌学的検斉 :弊死の状況および弊死魚の症状からビブりオ病が疑われたため， 頻死の病魚について病

原微生物の検出を試みた。頻死の病魚10尾について，可及的無菌的に解剖後， 3% 食塩加普通寒天培地，

RTR ティポール寒天培地に腎臓，肝臓の―部を塗抹 し 20C で培養した。全ての供試魚の腎臓および肝臓

から3% 食塩加普通寒天培地では発育のやや不良な透明なコ 口二―が，BTB ティポール寒天では黄色の
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コ 口二―がほぼ純粋の状態で出現した。出
表-2 弊死魚の症状

現したコ 口二―から糸屯 分離して得られた14

出現率矧H犬症部位株について―般性状を田島 れ981) に従っ

 点状出血体 表て観察した。なお塩分以外の@生ノ犬の検査に

 潰瘍は基礎培地に3% となるよう食塩を加えて

 基部の出血鰭実施した。供試したU4株はいずれも同―の

 点状出血眼 球 件tk を示したO すなわち，運動性を有し

44点状出血月十 H蔵
グラム染色性険性，チトクロ―ム オキシダ

52黄色粘液物の貯留腸 管
―ゼ陽性，カタラーゼ陽性，ブドウ糖を発

酵的に分解したが，炭水加物からのガス産

生は認められなかった。またビブリオディ

スク0/129 に対し感受性を有した。以上の結果から本分離菌はいずれも Vibr@o 属の細菌と考えられた。ま

た供試菌株はサルファモハメトキシン， クロラムフェニコール，オキシテトラサイクリンに対し高い感受

性を有していた。

血液学的検査 :病魚の血液性状の変化を明らかにするため，正常魚と瀕死の病魚にっいて赤血球数， 血

球の粘度分布，血漿蛋白量を求めた。赤血球数および血球の粒度分布は，へバリンナトリウムで凝固を防

止した供試魚の血液3M を川津 u973) の自動血球計算機用血液希釈液5(WM で希釈し 自動血球計算機 (

コールターカウンター ZF 型) および粒度分布測定装置 (チヤー ナライザーC-1000 型)を用いて求めた。

正常魚の赤血球数は10尾の平均で147 ． 0X10 。個パ伽"であったが，病魚では平均60 ． 8X10 。個価"と強度の

貧血状態を示した。最も低い赤血球数を示した病魚では22 ． 5X10 。/伽"であり正常魚の約ガの赤血球数で

あ り ． 最も高い赤血球数を示した個体でも85 ． 8X10 。ノ伽 "と正常魚の乃の値であった。血球の粘度分布では正

常魚では230 ． 3パ 'から243 ． 8がの容積に最大の粒度分布を示しさらにこの 最大分布を示した容積よりH0 山

仕 3程度大きな容積に小さな粘度分布のピークの出現が見ら
正常魚
血球数れた。これらの粒度分布のパターンはほぼ川津 (T973) の

U9XW/Wf2000二ジマスにおける粒度分布と同様であった。これらの粒度

分布から川津 (1973) に従って血球容積の中央値を求める

と正常魚では224 ・ 5@u3 であった。これに対し病魚の血球粒 血

病魚
血球数

度分布では最大の粒度分布を示す血球容積はぼぼ正常魚と 球

SO@XloVmm3同じであったが，最大の分布を示した血球容積より大きな 数 2000

 容積の血球の出現率が高い値となる傾向が認められた。ま

た 17 ． 5がの容積の部分に図-?のA として示した正常魚には見

分離菌られない粒度分布のピークが出現した。この粒度分布の出

2000
現理由にっいて検討するため前記した分離菌を24時間培養

後，血液と同様の方法で粘度分布を測定した。分離菌の粒

度分布を測定した結果，図-2A のピークと同じ容積の部分

722385115
血球容積(が )

に粒度分布図-2 のB に認められた。さらに病魚および正常

図-2 病魚および正常魚の血球粒度分布魚の血液を塗抹後，ギムサ染色を施し鏡検した結果，病魚
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の血液中に多数の短桿菌が観察された (写

真-4) が，正常魚にはこれら短桿菌は認め

られなかった。以上の事から図-2@@示した

A の 病魚に出現した粒度分布のピークは血

中の本病原因菌のピークであることが明ら

かとなった。

供試魚の血液について毛細管法により出

値を12,000@。pin5 分間の遠沈で求め，さら

に血漿蛋白量を屈折計を用いて求めた。Ht

値は赤血球数と同様に正常魚では平均44 ． 9

% であったが病魚では平均29 ． 1% と強度の

貧血を示し，血漿蛋白量も正常魚では3 ． h

ノ刊であ ったが，病魚では平均I ． L/dg と

低下した (図-3) 。

病理租楚学的検査 :病魚の病理学的変化
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図-3 病魚および正常魚の赤血球数へマ トクリット値，血

漿蛋白星

を明らかにするため， 頻死の病魚を BOuin 氏液で固定後常法によりパラフイン切片とし， へマ トキシリン

ーエオシン染色，ギムザ染色を施し観察した。 いずれの病魚でも筋肉内の出血，肝臓の広範な出血が認めら

れた。ギムザ染色の結果，肝臓の血管内，腎臓の実質細胞に多数の短桿菌が検出されたが， 菌の集落は認め

られなかった (写真 5-6) 。

人エ感染試致 :前述した細菌学的検査により病魚から分離された菌株の病原性について検討するため平

均体重5 ． igのサケ稚魚を用い人エ感染試験を行なった。前述の Vibri0 属に同定し得た分離菌の代表株を

20n で24時間培養後，生理食塩水により洗浄し 菌体を培養液量のI， 00酷の生理食塩水に 懸濁後接種苗

液とした。この懸濁液を供試魚の背鰭基部;0 ． 05n必宛筋肉内接種し ， U4@C および7C での水温下で飼育し

1 十 1 1 十投薬
異常の有無を観察し，弊死点にっいては，

腎臓から3% 食塩加普通寒天培地を用い接 1500

種菌の回収を試みた。菌接種魚は14r@では

供試した10尾全てがU4時間後までに弊死し，

7C でば24時間後までに I尾， 48時間後ま

でにさらに2尾 ， 72時間後までにさらに6 尾簾 1000
尾， 96時間後には15尾全てが弊死したが， 数

滅菌生理食塩水のみを接種した対照区には 500

弊死は見られず供試魚の異常も認められな

かった。菌接種魚は接種部位の膨留，筋肉

内および肝臓の点状出血，腸管の粘液物の
t0 

投与開始後日数
貯留と胃での水溶性物質の貯留が高率に観

察された (写真7-8L 。 また全ての姥死魚 図― 4 オルメトプリム十 スルファモハメトキシン投与後の

弊死尾数。 矢印巾は投薬日を示す。から接種苗と同様の性状を有する細菌がほ

6R
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ぼ純粋に分離された。

治療試験 :本病発生魚群の抗菌剤による治療効果にっいて検討するため，分離菌がサルファモハメトキ

シンに対し高い感受性を有していたことから， オルメト プリム十 サルファモハメトキシン (2 : □ 合剤

を経口投与し弊死の状況変化について検討した。投与量は魚体重Ikg 当り毎日0 ． la とし所定量の薬剤をフ

ィドオイルで懸濁後，配合餌料に吸着し 5 日間投与した。

投与開始後2 日後から急激に弊死魚の減少が見られ治療効果カ芹忍 められた(図-4L 。

考 察

サケ稚魚のビフ   リオ病にっいては飯岡 u980) が発生例を報告しているが原因菌の分離やその性状病理

字的変化などに関する詳細な報告は見られない。しかしアメリカ， カナダにおいては海中飼育中のマスノ

スケやギンザケでのビブリオ病に関するいくつかの報告があり (ANTHONYet aI 1975) また田島は98L

はギンマスから分離した Vibrio aneuillarum にサケを菌浴することによりビブリオ病に類似の症状を再

現させており，サケ科魚類にビブリオ病が発生することは充分考えられる。本報の発生例でも，外部およ

び内部寄生虫の存在が認められず，ニジマスに見られるピブリオ病 (SAITO et al 1964) と症状が類似し

ている点や，分離菌が Vibrio 属に属する細菌であること，さらに分離菌の接種により人エ感染試験によ

り同様の症状を感染実験供試魚にf崔言忍 し得たことから本発症例はビブリオ病と診断し得ると考えられる。

また血液学的検査によっても CADWELL et al (1971)の報告と同様に病魚は赤血球数の減少・ Ht 値

の低下が明らかに認められ (図-3) 強度の貧血状態であり，従来知られている細菌感染における血液変化

の様相に合致している。以上の事から本報告における異常散死の―次的要素はビブリオ病であったと考え

られる。

ピブリオ病の原因菌としては VibHo 皿叩maH 皿ならびにその 類似菌が知られているが (絵面ら1980)

著者らの分離菌の分類字的位置についてはさらに詳細な検討が必要と考えられる。

本発生例における感染経路については，魚群の由来の項で記したごとく， 卵および魚群の経由した斜里

および八雲事業場で飼育中のサケには現在までのところビブリオ病の発生の記録がない事から， 供試魚飼

育池に混入する海水山来の病原性ピブリオとも考えられるが， 田島 (1981 が本報の供試魚飼育池の沖合

で飼育中のギンザケ病魚から分離した Vibrio 属菌 5株は V・ ansuilla何m とは性状が異なり，また二ジ

マス，ギンザケには病原イ生を示さなかったとしていることから，今後これら分離菌と 著者らの分離菌との

比較検討が必要と考えられる。

治療試験にはオルメトプリム十 サルファモハメトキシン合剤を使用したが，分離菌がいつれもサルファ

モハメトキシンに高い感受性を有していることからス ルファモハメトキシン単剤での投与でも充分治療効

果があると考えられる。

本発生例は海水の混入する特殊な飼育池での発病であり，通常の淡水によるサケ稚魚にビブリオ病が発

生することはないと考えられるが，サケの海中飼育の実施にあたっては本病の対策にも充分注意する必要

があ ろう。

要 約

I ． 海水の混入する仮設の飼育池に発生したサケ稚魚の異常幣死にっいて細菌学的，血液学的，組織学的

ぴ
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検査を実施した山

2 ・ 病魚からぼぼ純粋に Vihrin 属に属するグラム険性桿菌カ粉、 離され，病魚の症状，血液性状からビブリ

オ病と診断された。

3 ． オルメトプリム十 サルファモハメトキシンの合剤による治療効果が認められた。
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写真の説明

写真セ 病魚の外部症状 背鰭基部の点状出写真-l 飼育池 

血および皮膚の白色化が認められる 

写真-4 血液の塗抹像．メチール固定・ギム写真-3 肝臓に見られた点状出血 

ザ染色．赤血球と多数の短桿菌が認

められる 写ユー5 肝腰に見られた出血および短桿菌，

写真@6 腎臓に見られた短桿菌． ギムザ染色 ギムザ染色 

菌の集落の形成は認められない．

写真-8 感染実験により菌接種部位に出現し写ま-7 菌接種48時間後の感染実験魚． 菌接

た 筋肉内の出血 種部位の膨留が見られる 
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