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白点虫(Cryptocaryon irritans)が引き起こす白点病は「魚の風邪」と言われており，主に魚類の免疫力が低下した時に症状が現れること

が知られている．白点虫は海洋の様々な場所に生息しているが，海洋で生息する魚類には特徴的な白点はほとんど観察されていない．
一方で，水族館の水槽や養殖場などでは白点がしばしば観察されており，この白点の出現が魚類へのストレスの指標ともなっている．
近年，環境中に存在するDNAなどの核酸をまるごと分析する手法が考案され，既に野外調査などにも利用されはじめている(Miya et 
al.,2015)．そこで我々もこの環境DNAの手法を用いて環境調査や病気を引き起こす微生物などの検査を行うための試みをはじめている．
今回はその一環として，海水中に含まれていると予想される白点虫由来のDNAに着目し，環境DNAの手法を用いて以下3つの検討を
行ったのでご紹介する． 

目的 

② フィルター濾過 ③ DNA抽出 ④ 網羅的解析 

センティーノ 微生物検査用ポンプ 
(日本PALL) 

DNeasy Blood & Tissue Kit  
(QIAGEN) 

MiSeq (illumina), USEARCH(12S),QIIME(18S) 

① 採水 

・各水槽とも2Lずつ採水 
・採水の際はきれいな容器を使用し、連続して 
 使用する際は市販のハイタ―等で洗浄する。 

・採水後すぐにフィルタリング処理。 
・ガラスフィルター(watman, 0.7um径)使用 

・市販のキットを使用し、ガラス 
 フィルターからDNAを抽出 

・次世代シーケンサーMiSeqによるアンプリコン解析 
を実施し、抽出したDNA内の生物叢を網羅的に解析 
・サンプルあたり10万リード程度を出力。 
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由来生物種 リード数 割合 
Cryptocaryon irritans 420293 95% 

uncultured marine eukaryote 5099 1% 

uncultured eukaryote 2486 1% 

Thraustochytriidae sp. BS1 1709 0% 

Sebastolobus sp. 1442 0% 

Others 12130 3% 

total 443159 

上段：18Sのデータのうち繊毛虫類(Chiliophora)でまとめました。 下段：12S(MiFish)を利用し魚類でまとめました。 
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①イシガキフグ水槽 (白点発生中) 

白点虫 (Cryptocaryon) Zoothamnium Acineta Chlamydodon 

Cohnilembus 
Dysteria Peritrichia 

3% 80% 7% 

②オジサン水槽 (白点発生ナシ) 

Pseudocohnilembus Peritrichia Stokesia 

ㇾ 現在までに白点が一度も確認されていない水槽■は、洗浄を含む水質管理が十分に行われ 
  ていることが示唆された。 
ㇾ 発症歴はあるが今回は検出されなかった水槽■は、次亜塩素酸ナトリウムなどを用いた洗浄 
  の効果があったことが示唆された。 
ㇾ 発症歴があり今回も検出された水槽■は、定期的な洗浄を行うことが望ましいと考えられた。 
ㇾ 発症歴がなく今回はじめて検出された水槽■は、今後、発症する恐れがあるため注意が必要。 
  →実際にC-9水槽では、その後、定期的に白点病が発症した。 
ㇾ 過去に発症した水槽のうち、軟体生物のみを1年間飼育した展示水槽(B-7)では白点虫が検出  
  されなかったことから、魚類以外の生物による抑制効果も考えられた。 
 
✑魚の風邪と言われる白点病について定期的に検査を実施することで、各水槽の生物学的な水   
   質管理を行うことが可能であることが示唆された。 
✑体表には白点が観察されるものの、時に獣医師の判定が難しい場合や陰性になるケースもあ  
  り、獣医師や飼育員の負担軽減のためにも本手法の導入が有効であると考えられた。 

ㇾ 白点虫(C. irritans)由来のリードが占める割合は全体の95%であった。 
✑白点の由来生物種は白点虫(C. irritans)と同定。 

水槽/ 
サンプル名 

発症歴 採水日 検出 

A-4 アリ 160727 - 
A-6 ナシ 160727 + 
A-11 ナシ 160727 - 
B-3 ナシ 160727 - 
B-4 アリ 160727 - 
B-6 アリ 160727 - 
B-7 アリ 160727 + 
C-7 アリ 160727 - 
C-9 ナシ 160727 + 

新海水 ナシ 160727 - 
B-6 アリ 170313 + 

新海水 ナシ 170313 - 
B-6 アリ 170918 + 
B-7 アリ 170918 - 

バックヤード水槽 ナシ 170918 + 
新海水 ナシ 170918 - 

  発症歴があり、今回も検出されたケース 
  発症歴はないが今回は検出されたケース 
  発症歴はあるが今回は検出されなかったケース 
  発症歴がなく、今回も検出されなかったケース 

検討１ : 白点の由来生物種は？ 
 
目的： 感染魚から遊離したTomontを採取して原因生物種を同定する。 
 

方法: 1. Bare Tankにシャーレを敷き詰めた状態で感染魚を飼育 
        2. シャーレに積もったTomont様物を顕微鏡で確認しながら採取 

        3. 市販のキットでDNA抽出後、アンプリコン解析を実施 
 
結果： 

検討2 ：海水中に生息する白点虫を直接検出 
 
目的：環境DNAを利用して海水中に含まれる白点虫を直接検出する 
 

方法: 1. 体表に白点が確認された魚類を飼育している水槽から採水 
        2. グラスファイバーフィルターでフィルタリング 
        3. 市販のキット類でDNA抽出を行った後、アンプリコン解析を実施 
 
結果： 

検討3：様々な水槽を対象とした白点虫の検査 
 
目的：過去に発症が確認された水槽や現在発症が確認されている水槽などを対象とし、 
    洗浄方法、対策の有効性や改善の必要性などをデータからサポートする。 
 
結果： 

水槽/ 
サンプル名 

発症歴 採水日 検出 

オジサン アリ 170623 - 
イシガキフグ アリ 170623 + 
オジサン アリ 171017 - 

イシガキフグ アリ 171017 + 
カエルアンコウ左 ナシ 171017 - 
カエルアンコウ右 ナシ 171017 - 

ハコフグ ナシ 171017 + 
ヒラメ ナシ 171017 - 

オニダルマオコゼ ナシ 171017 - 
シモフリタナバタウオ ナシ 171017 - 

カニハゼ ナシ 171017 - 
ドーム アリ 171017 - 

ハリセンボン ナシ 171017 - 
クマノミ アリ 171017 - 

チンアナゴ ナシ 171017 - 
パナマ湾 アリ 180319 - 
ホシフグ アリ 180319 - 
PSF-A アリ 180319 - 

ロクセンヤッコ アリ 180319 - 

～海遊館～ ～ニフレル～ 
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検出 
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- 
✑海水を利用することで培養を介さずに白点虫を直接検出することが可能。 
✑原水(-)より、感染経路は魚類や海産物への付着による持ち込みと推定。 

参考文献： 
「環境DNA調査・実験マニュアル」（ver. 2.1） 
http://ednasociety.org/eDNA_manual_ver2_1_3.pdf 
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