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鮭稚魚の麻酔剤としての

ウレタンとトリカインの比較

まえ がき

魚l'稚魚の標識あるいは測定などの際の

麻酔剤としては従来から EthylCarbam-

ate，通称ウレタン (Urethane)が用いら

れてきたわしかし最近になってこのウレ

タンが造崩物質の一つであるとされて，

米f"lではすでに使用されていないようで

あるの魚知の麻酔剤としては. ウレタン

のほかにも 2. 3のものが米国で用いら

れているようであるが.その中でも最近

は TricaineMethane Sulfonate，通称ト

リカイン (Tricaine) がとくに使われて

いるようでこれは魚煩や同棲傾などの冷

rfll動物の麻酔に特性を発障するといわれ

るハ

トリカインLt. 筆者が昭和3:1年に北洋

さけ・まずの調査に従事したおりに，米

Ililのさけ・ます研究者がこのものを海江ー

のさげ・ます親魚、に標識 (tag)をつける

際の麻附L剤(約 1: 6，000) として，海水

にi1字解して{吏用しているのをみて， これ

を附化場が1iなっているさけ・ます稚魚

の標識放流 (marking) の場合の麻酔剤

としてはじめて試験的に使用してみて良

好な結果を得た。ここでは鮭稚魚の麻附L

剤としてのウレタンとトリカインの使い

易さという技術的な観点から比較を試み

1:)i. 野栄一111'

7こO

しかしここでことわっておカ、なけれぽ

ならないのは.標識作業は細かい技術と

神経を使う仕事であり，そのためたとえ

麻酔濃度そのままの液にふれることのな

いような方法はとっているにしろ.利t魚、

を直接手にとって扱う以 1:.標識する人

と麻所L液との接触はさげられない状態で

ある。したがって繰返し使用によるウレ

タンの人体に対する薬害がすでに公式の

ものとなっている以上は. ウレタンの和

魚麻酔剤としての技術的な而での良否に

かかわらず，今後は少なくともこの目的

のためにはウレタンは使用しないように

するのが当然であろう。

鮭稚魚の標識に際して用いる麻酔液の

濃度は.標識作業の技術的なi白iや，稚魚

そのものへの影響を考慮 Lてきめられ

る。いままでのところは大体 5分間位の

聞に麻酔されて.麻酔時間がさらに若干

ながびいても稚魚が艶死するようなこと

のない濃度というのを目安にしてきてい

る。ここに 5分間というのは，麻酔があ

まり早くかかりすぎても. またあまりな

がびいても，ともに標識作業の能率が下

るという従来からの経験と用いられてい

る時間の目安であって， この時間が本立

にもしばしばIl~てくるのはこのためであ



るO また麻酔液の濃度は対象生物の種

額，大きさ，液温などによって変えられ

るべきものであるのここに用いた鮭の有i

ff¥は休長はおミリメートル似のもので，

液杭!は 8.5~ 9 ocであるわ

JIiを改めるにあたって， トリカインの

入手にご配慮頂いた三共株式会社に謝意

を表する。またこの実験のー却を担，1うし

て r~いた三浦巌1(; と.実験に、I~ って街々

ごjj'[j倒をお願L、Llこ千成支場の hに謝意

ftf表すイ)れ

I ウレタンの場合

1. 'j!験の;;.~~Iりl

はじめに. ウレタンの件波)主1tf.iこ，令:

供;~\fff魚が完全に麻附さ;hるまでに裂す

るf1!in:Jを参考会主でにあげると第 1哀のと

hりである({!日J¥尼数IH、r!tも5尼)の

第 1表 ウレタンの濃度と麻酔所要時間

濃度 1 2%1 1.5% 1 1 % 1 0.5% 

正下11 35秒 1 1分戸♂τz
ウレタンの場合は， これらの種々の波

度の液に鮭稚魚をそれぞれ 5分間と10分
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間世潰した後に，これを清水に移して回

復経過を観察した。ここに用いた濃度は

liij言己の 4種子兵である。このうわ前 :3r， の

場介は， m魚、を液に 5分間没潰した場fT

l土第 1表にみるとおり，全部の紺魚、がこ

の時間l人jに麻内iLされる訳であるが. 0.5 

%濃度の均什はまだ麻附七 ditない維魚ι
できてくるのそれで、この実験の楊fTは.

0.5%の浪!主のものについては 5分間で

完全に麻所L された鮒魚だけを片j~ 、て他の

:\種のj畏!支のよ劫，(~と|訂J rく. i青ノJ(中山|口l

i反(蘇，!:.)の観察に汗J~、とρ

2. 実験の品，t;I~

実験の結果は第 2表のとおり℃ある σ

!麻内)~液沿漬 ll!jl:tl 5 分の場 f7は 2%ì良!主

では{J日出尾数 5尾のうち:¥尾がi"1fi，i-tる

ことなく特死 Lたが.同保 1t:ゴ尾ιプじ

全[11[1反までに58j}を要Lたハ1.s %ì~殴
u ドの場合は焼死することは往く全f，H~~式

稚魚、が完全同復するまで、にそれぞれ40分

20分および 5分を要したσ10分間泣漬の

場合は.長時間泣漬のJEi影幣がより L、ち

じる Lく現われているο

第 2表ウ レ タ ン に よ る 麻 酔 経過

一定時間麻m液に浸法した後清水に入れた場合の同復経過(供試尾数51ui

浸漬時間日分間

麻酔液濃度 1 2 % 1 1. 5% I 1 % ¥ 0m  

回復尾数(時間) 1 2尾(5餅 | 全部(4時) 1 全部(20分) 1 全部(ラ分)

弊死尾数 1 3尾 1 - I 二 -1----

浸漬時間 10分間

麻酔液濃度

回復尾数(時間)

繁死尾数

2 % 1 1. 5% 1 1 % 1 O. 5% 

4尾(50尾) 1 全部(ラ分)

全部| 全部 1尾(
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E 卜リカインの場合

l. 実験の説明

ここでも.はじめにトリカインの各濃

llL ことにヤ fJji~川fI 魚(供試尾数l工10尼か

ら34尾までまちまちである〉が完全に麻

酔されるまでに要する時聞を，参考まで

にあげると第 3表のとおりである。

第 3表 トυカインのi農度と麻酔所要時間

性~
V)'< 

fI!j 

!吃 |1:10，000 I 1: 15，000 I 1: 17，50o I 1: 2問。

川 3分 4分 5分「-751
1 : 22， 500 I 1: 25， 000 

5分 10分

トリ J}iンの実験のJ場i'tLt，考え方は

ウレタンの場什と同じであるが，麻阿i守主
iJ:N，'II)j 刊の数分のAがpi]:f夏時間の差とし

て大主く，はっきり 11¥てこなかったの

で，日í~魚、の際識の実際の作業にあたって

は考えられないような長時間の浸漬を実

験的にこころみたわそしてそれによる阿

復時間への影響を拡大 Lて観察しようと

した。

2. 実験の結果

実験のあii宋ーは第 4表のとおりであるの

このうちでもっとも濃度の高い 1: 10， 

000の場合は， 麻酔液浸漬時間が11分前

後からさらにながびくと鰭死魚、を1=.ず

るの 11分浸漬の場合〔供試尾数10尾〕は

清水に移したのち 4尾焼死Lたが， 6尾

が9分以内に完全に同復し たの 1:15，000 

ìl~jU支の場介(供式尾数 6 尾〕も 19分浸潰

して 5尾の弊死魚が111たが残る 1尾は12

分で同復したの 1:17，500から 1:22， 500 

主での濃度では例えぽ 1: 20，000 濃度の

麻昨液に25分浸漬した場介でも，供試魚、

全部が 6分以内に同復している。また

1 : 22，500 itを度の場介も35分浸潰して同

じく 6分以内で全部の供試魚、が同復して

L、るわ

3目 )本同iLの昂j直濃度について

員 I~雑魚の麻所ιの場合，大体 5 分間{なで

麻附されてしかもこの時間(泣漬時間〕

が若干ながびいてもWe5'ピ魚を作.ずること
がないという目安からみた段通限度と i

ては， トリカインの場合は 1:17，500均、

ら1: 22，500の濃度範囲があげられる n

1: 17，500の場合は20分の浅漬で 1尼山

姥死魚が出たが，麻同ib液に20分没i立する

ことは実際の標識作業ではまずないの

で，それほどこの結果を重要視すること

はいらなL、。また 1: 25，000 波!主 (2J51

表〕の場合は，実用濃度と Lてはずi1う

すすぎると思われる。

自 ウレタンとトリ力インの比較にあた

って

鮭稚魚の標識の際の麻酢剤の条件と L

ては，使用する人の身体に有 73であっ

てはならないことはもちろんであるが.

対象となる稚魚に忠影響を残すものであ

ってはならなし、。 Lかし一般的にいえば

このとおりであるが， これはむずか Lい

問題であるO 稚魚に対する恵影響の梅tllJ
な場合として祢魚の覧死があるが， これ

は麻円1L剤の使用条件によって， どんな助

介でも有り作ることであってここではfll
く。:fII魚に士、fする麻酢邦jそのものの影斡

も一時的なものや後々まで残るものなど

いろいろあると思われるがこのような影

湾の結論づけは方法的にも困難であるば

かりでなく.長期間の結:果をみなければ

ならなL、性質の問題である。それでここ
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第 4表トリカインによる麻酔経 過

或時間麻酔液に入れた後清水にもどした場合の回復経過

111 濃度 1: 10.000 (供試尾数10尾)

Ifj;叶竺戸竺空円二一一 三空
fUl t竺尾数(時間)l 全部(5分〕

姥 死尾数|

(21 濃度 1: 15，000 (供武尾数6尾)

11分 15分

6尾(9分〕

4尾 全部

WR fIj\~竺竺竺r，~ I ___~__~分 j 竺空J 19分

1日数(時間~J 全i~;( 5 jt i 全部〈竺斗- j尾( ω入
籍死尾数-I -I 

(31 波及:1 : 17，500 (供試尾数5尾)

Ifj; Wi~里竺型j 間 10分

旦互竺竺J時間) I 全部(5分7

鰭死尾数!

(41 濃度 1: 20，000 (供試尾数5尾)

15分

全部(7分)

20分

4尾(8分1

1尾

麻酔液浸漬時間 1 的| 帥 220分| 万

1 旦竺哩竺竺(時欄問) I 全釧釧山苅部航仰I(μ〔何4分) I 全矧山部献仰(伊9分) I 全矧矧即部献削(げ7分i I 全釦矧{i部『郊部(6ク分〉れ

発死尾数| 一 1 一| 一 l 一

(5) 濃度 1: 22，500 (供試尾数5足〉

F砕液浸演時間 L -!?| -f?l j竺

竺竺豆竺三間~I~___}三円l! _1 全部(5分1-l 叩;(6か

繁 死尾数 I - I - I 

では，一度麻酢した稚魚、がI'jl復した崎行

は，その魚、体は麻砕古ijの健康な生理状態

にもどったとみなして.焼死する条件あ

るいは同復する経過と，麻酔条1'tーとの閃

j直から比較観察しようというものであ

る。

IV ウレタンとトリ力インの比較

前項でのべたような観点からウレタ γ

とトリカインの麻~~実験を比較してなる

と.それぞれの麻附杭過と.そ:/lに関連

したji1]f反の経過にいちじるし い進いがあ

ることが分るわこのことを.麻昨淡の波

)主(麻昨所要時間)麻附附間 fゴよび1"1復

時間の三つの要素の納fTせに分げて比較

してみる。

1. i農「主と麻酔所要l昨日q



30 

維魚の標識の際の実用濃度の付近でも

ウレタンとトリカインでてはいわゆる麻酔

のきき方に違いがある。種々の濃度の麻

昨液に干11 魚を入れて，全部の稚魚が麻Ilîl~
する支でに要する時間(麻酔所要時間〉

はそれぞれ措 1表と第3表にあげたとお

りであるわここにあげた両麻酔剤の濃度

範1mの資料だけではもちろん不充分であ

るが.濃度と麻酔所要時間の関係を濃度

の単位J:Nbn率当りの麻酔時間の長短とし

てスえると， ウレタ γはトリカインに較べ

てそのMiはかなり大きし、。このことは標

品('1;業のうえでは本質的には電要ではな

いが.麻酔液のいわゆる使L、易さという

点で時に大切な要素となる場合がある。

2. 濃度と回復時間

麻酔した稚魚を清水にもどした場合ど

れぐらいの時間で回復するかは，麻酔液

に浸潰している時間(麻酔時間〉とその

液の濃度に関係する。それではじめに麻

酔液の浸漬時聞を一定にしてみたときの

濃度と回復時間をみてみる。

ウレタ γの場合は10分間浸潰した場合

はほとんど舞死するので， 5分間浸潰し

たときの濃度と回復時間としてみると第

2表にあけγことおりである。 トリカイ γ

の場合は.麻酔時間 5分間というのが 1

例よりないので.10分間浸潰したときの

濃度と同復時間の関係をとりあげる(第

4表)。 トリカインの場合は回復時間は

濃度にほとんど関係なく一定であるが，

ウレタンは濃度がますにつれて回復時聞

が急激におくれてゆく。この傾向を直線

的とみなして図示すると第 1図のとおり

であって濃度(箔〕が倍になるとその回

復時間は 3.5倍から 4倍にものびてゆ

く。

3. 麻酔時間と回復時間

つぎに濃度が一定の場合の麻酔時間と

回復時間についてみる。ウレタンの場合

は稚魚麻酔の実用濃度の範囲内であると

ころの 1%の資料を再録すると次のとお

りである。

麻酔時間 1 3.5分1 5分110分

回復時間 1 3分戸両記長(1尾発死〕

またトリカインでは同じく実用濃度の

範囲内であるところの 1:20，000濃度の

例を第4表から再録すると次のとおりで

ある。

麻酔時間 10分 15分 20分 1 25分
一

閲復時間 4分 9分 7分 1 6分

このように，濃度と回復時間にみられ

たような両麻酔剤の作用の違いが同じか

たちでここでも見られる。

第1図 ウレタンOia度と回復時間

(麻I'iNJ:持司5分〉
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V 比較のまとめ

鮭稚魚の麻酔にあたって， ウレタンと

トリカインの麻酔経過のいちじるしい違

いは，麻酔後に清水に移した稚魚の回復

時聞が， ウレタンの場合は濃度あるいは

麻酔時間にし、ちじるしく影響されるのに

対して， トリカインの場合はほとんど影

響がないといえることであるO もちろん

適当な濃度と麻酔時間を守る限りにおい

ては，両麻酔剤のこの相異は実験室的な

規模ではそれほど重要なことではない。

しかし適当な麻酔所要時間が得られる濃

度でも，ウレタンの場合は，麻酔時間の

延長が稚魚の発死をまねく危険が大き

く， トリカインの場合はこの心配はあま

りないという点は，大量の稚魚を，多数

の人が扱う標識作業においては重要な両

者の使い易さの違いであるといえる。

次にこのような両者の麻酔作用の違い

(これは鮭稚魚に対する両者の麻酔の作

用機構が根本的に違うのであろう)は，

両者の麻酔剤としての用途の範囲の面で

も大きく現われてくるのではないかと予

想されるO トリカインの溶媒として，さ

げ・ますの親魚の麻酔にあたって海水を

用いていることはまえがきの項で、ふれた

が， トリカインの場合，使用する液の濃

度と麻酔時間の長短にかかわらず回復時

間が早くてしかもほとんど一定であり，

舞死の危険が少なL、という性質は， この

ものが，例えば長時間の麻酔測定あるい
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は輸送などに用いて有用なものだろうと

いうことを示唆している。

円むすび

鮭稚魚の標識の際に用いる麻酔剤とし

てのウレタンとトリカインを比較してみ

ると，その麻酔作用にはつぎのようない

ちじるしい違いがある。

1. 濃度と麻酔所要時間

ウレタンは，濃度がますにつれて麻酔

所要時間が急激に短縮されてゆくが， ト

リカインは， この傾斜が非常にゆるやか

でほとんど変らないともいえる(第 1表

第 3表〉。

2. 濃度と回復時間

ウレタンは濃度がますにつれて回復i可

間が大きく延長されてゆくが， トリカイ

ンはほとんど一定でしかも短時間で凶復

する O

3. 麻酔時間と回復時間

ウレタンは麻酔時間のわずかな仲長が

回復時間のいちじるしい遅延となって影

響するが. トリカインは回復時間は麻酔

時間の長短にほとんど無関係でしかも短

時間であるO

以上のことがらからみて，鮭稚魚の麻

酔にあたって，とくに多人数が，大量の

稚魚を扱う標識作業の場合， ウレタンに

比べてトリカインは利点が多く，使い易

いということができるO

(さけ・ますふ化場事業第一課々長補佐)




