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(54)【発明の名称】冷水病の予防・治療剤及び予防・治療方法
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(57)【特許請求の範囲】

する請求項４又は５記載の予防・治療方法。

【請求項１】

【発明の詳細な説明】

サルファ剤と塩化ナトリウムとからなる

魚類冷水病予防・治療剤。

【０００１】

【請求項２】

サルファ剤がスルフィソゾール又はその

【発明の属する技術分野】魚類、特にアユの冷水病の原

塩であることを特徴とする請求項１記載の魚類冷水病予

因菌であるフレキシバクターサイクロフィラ（Flexibac

防・治療剤。

ter psychrophilus）を殺菌することにより、冷水病を

【請求項３】

魚類がアユ又はサケであることを特徴と

予防・治療することに関する。

する請求項１又は２記載の予防・治療剤。
【請求項４】

【０００２】

サルファ剤と塩化ナトリウムとからなる

魚類冷水病治療剤を魚類の生息する水中に添加すること

【従来の技術】近年、アユ養殖およぴアユ放流事業にお
10

いてフレキシバクターサイクロフィラを原因菌とする、

を特徴とする魚類冷水病治療方法。

冷水病が猛威を振るっている。種苗出荷で大きなシェア

【請求項５】

サルファ剤がスルフィソゾール又はその

を占めている琵琶湖産アユはその多くがフレキシバクタ

塩であることを特徴とする請求項４記載の魚類冷水病予

ーサイクロフィラ保菌魚である可能性が高い．しかし、

防・治療方法。

現在認可されている水産用医薬品は、常用量においてフ

【請求項６】

魚類がアユ又はサケであることを特徴と

レキシバクターサイクロフィラの増殖抑制効果は認めら

( 2 )

特許第３００２７０９号
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れるものの、殺菌効果が認められる薬剤は無い．それゆ

に好ましい。スルフィソゾール（Sulfisozole）とは、

え、アユ養殖池において、アユを同居させたまま、飼育

３−スルファニルアミドイソキサゾール（３−Sulfanil

水からフレキシバクターサイクロフィラを化学的に殺菌

amidoisoxazole）の一般名であり、下記の構造式を有す

除去する手法は存在しなかった．冷水病を駆逐するため

る。

には、飼育水を病原体フリーにすることが必要である

【０００８】

が、そのためには、殺菌効果が認められる薬剤の開発が

【化１】

必要となっている。また、水温を２０℃以上にあげて飼
育したり、発眼卵をヨード剤によって消毒したり、発眼
卵の収容前の孵化槽や器材の消毒を徹底する等の方法に
より予防してきた。しかしながら、いずれも殺菌効果が

10

充分でなく、冷水病を完全に予防あるいは治療すること
が不可能であった。
【０００３】

【０００９】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、魚類、特に

【発明の実施の形態】

アユまたはサケの冷水病の原因菌であるフレキシバクタ

【００１０】

ーサイクロフィラを殺菌することにより、冷水病を予防

【実施例１】従来アユ等の水産物に用いられていた薬

あるいは治療する方法及び予防・治療剤の開発を課題と

剤、フロルフェニコール、ニフルスチレン酸ナトリウム

する。

及びスルフィソゾールを液体培地に加え、次の実験条件

【０００４】

で菌の増殖を観察した。

【課題を解決するための手段】本発明者等は、前記課題

20

【００１１】実験条件

を解決するために鋭意努力した結果、サルファ剤、特に

増殖培地：１０倍希釈ＢＨＩ培地

スルフィソゾールに塩化ナトリウムを添加することで解

供試菌：滋賀県琵琶湖アユ由来のフレキシバクターサイ

決できることを見出した。すなわち、本発明は（１）サ

クロフィラ（Flexibacter psychrophilus）の野生種

ルファ剤と塩化ナトリウムとからなる魚類冷水病予防・

培養法：１５℃で静置（１日１回攪拌）

治療剤、（２）サルファ剤がスルフィソゾール又はその

増殖確認手法：吸光光度計を用いて培養液の吸光度の増

塩であることを特徴とする（１）記載の魚類冷水病予防

加により判定（測定波長660nm）

・治療剤、

【００１２】実験手順：(1)増殖培地に供試菌を加え充

【０００５】（３）魚類がアユ又はサケであることを特

分に増殖（吸光度で0.2以上、約１×１０ cell/ml）さ

徴とする（１）又は（２）記載の予防・治療剤、（４）

せた後、この菌液を、新たな増殖培地に0.1ml加え培養

サルファ剤と塩化ナトリウムとからなる魚類冷水病治療
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した（試験管数３）。

剤を魚類の生息する水中に添加することを特徴とする魚

(2)培養２日後、抗菌剤、もしくはＮａＣｌを溶かした

類冷水病予防・治療方法、（５）サルファ剤がスルフィ

１０倍希釈ＢＨＩ培地を適量加え、その後５日間培養

ソゾールであることを特徴とする（４）記載の魚類冷水

し、その間、培地吸

病予防・治療方法、（６）魚類がアユ又はサケであるこ

培養）。吸光度は培養試験管３本の平均を示した。

とを特徴とする（４）又は（５）記載の予防・治療方法

【００１３】(3)また、この抗菌剤、もしくはＮａＣｌ

に関する。

が加えられた培地から毎日適量を取り出し、新たな増殖

【０００６】冷水病とは、種苗アユでは体表の白濁、脂

培地に加え、培地内の菌の増殖

鰭付近から尾柄にかけてびらん、潰瘍、出血が見られる

養）。戻し培養における増殖までの日数は、測定日の吸

症状をいう。また、ギンザケ、ニジマス、ベニザケ等
は、仔魚では卵黄嚢が破れるし、稚魚では背鰭や脂鰭の

光度の変化を毎日測定した（添加

を観察した（戻し培

光度が戻し培養直後の吸光度から、0.006以上上回った
40

当該日を増殖までの日数とし、３本の培養試験管の平均

後部の皮膚の変色、尾柄部の脱鱗・びらん、尾鰭の欠損

を示した。

等の症状が見られる。

その結果、フロルフェニコール及びスルフィソゾールに

【０００７】なお、本発明においてサケは、ギンザケ、

は菌の増殖抑制効果は見られたが、殺菌効果はなかった

ニジマス、ベニザケ及びマスノスケ等を含む。また、サ

（表１）。

ルファ剤の作用機序からサルファ剤全体が有効であると

【００１４】

いえるが、耐性菌の出現が少ないスルフィソゾールが特

【表１】
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【００１５】

が、１５℃において液体培地が１％以上の塩化ナトリウ

【実施例２】アユであっても、海産のアユ稚苗は冷水病

ム濃度の場合、フレキシバクターサイクロフィラ（Flex

にかかりにくいといわれているので、塩化ナトリウムが

ibacter psychrophilus）の殺菌効果が認められ、２％

何らかの影響を与えているのではないかとの観点から、

であれば、塩化ナトリウム添加後５日目には試験管から

フレキシバクターサイクロフィラ（Flexibacter psychr

フレキシバクターサイクロフィラ（Flexibacter psychr

ophilus）の増殖における塩化ナトリウムの阻害効果を

ophilus）が除菌された。

検討した。

【００１７】

【００１６】その結果は、表２及び表３に示されている

【表２】（添加培養）

【００１８】

ｍｌに希釈した）

【表３】（戻し培養：添加培養液より0.1ｍｌ取り出し5
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【００１９】
【実施例３】そこで、フレキシバクターサイクロフィラ

して、塩化ナトリウムを少なく添加する場合とについ
10

て、実施例１と同様の条件で実験を行った。スルフィソ

（Flexibacter psychrophilus）の増殖抑制効果の一番

ゾールを少なくして、塩化ナトリウムを多く添加する場

高かったスルフィソゾールについて、塩化ナトリウムと

合の結果を表４及び表５に示す。

の併用効果を検討してみることとした。実施例２の結果

【００２０】

を踏まえて、スルフィソゾールを少なくして、塩化ナト

【表４】（添加培養）

リウムを多く添加する場合と、スルフィソゾールを多く

【００２１】

ｍｌに希釈した）

【表５】（戻し培養：添加培養液より0.1ｍｌ取り出し5

【００２２】表５からスルフィソゾール５ｐｐｍに１．

場合は、塩化ナトリウムは１.０５％から顕著な効果を

０５％の塩化ナトリウムを加えた場合、添加後５日目に

発揮する。

は試験管からフレキシパクターサイクロフィラが除菌さ

【００２３】

れたことがわかる。表４、表５から見ると、スルフィソ

【実施例４】次に、スルフィソゾールを多くして、塩化

ゾールが５ｐｐｍあるいは１０ｐｐｍの場合、塩化ナト
リウムは１.０５％であっても、２.０５％であってもco

ナトリウムを少なく添加する場合の結果を表６及び表７
40

に示す。

ntrolに比べ、菌の増殖は大幅に抑制することができた

【００２４】

が、両者の間にはたいした差が現れなかった。すなわ

【表６】（添加培養）

ち、スルフィソゾールが５ｐｐｍあるいは１０ｐｐｍの

( 5 )
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【００２５】

10

10

し5ｍｌに希釈した）

20

ると、冷水病の原因菌であるフレキシバクターサイクロ

【表７】（戻し培養：添加培養液より0.０1ｍｌ取り出

【００２６】表７からスルフィソゾール４００ｐｐｍ、
塩化ナトリウム０．５５％となるように各々の薬剤を培

フィラを効果的に殺菌するためには、スルフィソゾール

地に加えると、各々単独では添加５日後でも除菌されな

と塩化ナトリウムを併用することが好ましい。

いが、同時に併用添加することで、添加２日目には試験

【００２９】

管からフレキシバクターサイクロフィラが除菌されたこ

【発明の効果】本発明により、魚類、特にアユまたはサ

とがわかる。

ケの冷水病の原因菌であるフレキシバクターサイクロフ

【００２７】表６及び表７の結果から見ると、スルフィ

ィラを効果的に殺菌することができ、冷水病を予防ある

ソゾールと塩化ナトリウムを併用した場合、controlあ

いは治療することを可能ならしめた。

るいは塩化ナトリウムのみに比して、顕著な効果が見ら

【要約】

れる。しかし、スルフィソゾール４００ｐｐｍと塩化ナ

【課題】

トリウムを０.５５％及び１.０５％とを併用した場合、

30

魚類、特にアユまたはサケの冷水病の原因菌

であるフレキシバクターサイクロフィラを殺菌すること

塩化ナトリウム０.５５％と１.０５％との間には大きな

により、冷水病を予防あるいは治療する方法及び予防・

差がないことがわかる。

治療剤の開発を課題とする。

【００２８】すなわち、スルフィソゾール４００ｐｐｍ

【解決手段】

を用いた場合は、塩化ナトリウムは０.５５％から顕著

化ナトリウムを添加したものを用いることで解決でき

な効果をあらわす。表４、５、６及び７の結果を総合す

る。

サルファ剤、特にスルフィソゾールに塩

─────────────────────────────────────────────────────
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