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事なのです。泳ぎ方や餌の食べ方

林 だからこそ、日常の観察が大

聞くことはできません。

こがどんなふうに悪いのか、鯉に

── 鯉は話ができないので、ど

断を受けなければ分かりません。

な病気かは病院に行って医師の診

ろいろと違います。そして、どん

腹が痛かったり、病気の症状はい

林 人間だって、熱が出たり、お

いろんな種類がありますよね。

── 一口に「病気」と言っても、

── 具体的に観察できる鯉の変

深く観察します。

境の悪化を示すものなので、注意

色と臭いに加えて、泡立ちも水環

は健康に影響を及ぼすでしょう。

すからね。人間だって、大気汚染

林 水は鯉の生活空間そのもので

れたような症状になりました。

た。実際、鯉の体表の一部がただ

出るのはほぼ間違いない状況でし

環境悪化が進んだ状態で、病魚が

思います。異臭が漂い始めた水は

も鯉の体調に直結しているように

ります。

う。寄生虫が付いていることがあ

いたら、体表を観察してみましょ

にこすりつけるような仕草をして

が見られます。また、魚体を何か

くなっていたり、脱鱗などの症状

水質悪化による体表の異常

の可能性があります。また、鰓蓋

す。鰓蓋が開いたり閉まったりす

林 鰓蓋の動きを見れば分かりま

たほうがいいですか

── 鰓蓋を開けて、鰓を直接見

の命そのものです。

鰓腐れ

林 豊廣氏

な ど、 調 子 の 良 い と き の 観 察 を
調とは、どのようなものですか？
また、鰓の異常を念頭に置いて

が膨れて閉まらない場合は鰓が

魚病は愛鯉家を悩ます永遠のテーマです。今回は観察のポイント、魚病の
一般的な原因、薬浴・塩水浴の基本的事項について聞きました。

しっかりしておくことで、調子が
林 体表の異常はわかりやすいで
観察することも大切です。鰓は鯉

病気になったときの対処法を教えてください。

悪くなったときとの比較がしやす
しょう。ただれていたり、白っぽ

きです。また、古い餌は変質する

るリズムが乱れているときは病気

でいるものです。上にあがってい

林 健康な鯉は池底か中層を泳い
体が不調の場合は、水環境が悪い

かも観察のポイントです。鯉群全

か、集団でおかしくなっているの

また、不調な鯉が一尾だけなの

── 越冬明けは鯉が不調になる

入したほうが良いでしょう。

を使い切るように計算して餌を購

おすすめできません。冬眠前に餌

使い残しを与えるのは、ちょっと

などの水質調整材を活用すること

アイテムとして、
「リフレッシュ」

駆 除 と 水 作 り が 大 切 で す。 そ の

春先は餌やりよりも、寄生虫の

なれば、なんの得にもなりません。

に病気になって餌止めすることに

餌を一カ月早く与えて、五〜六月

早く大きくしたいからといって、

るときは、たいてい体調が悪いと
か、給餌が間違っているか、病原

ケースが多いと聞いています。

ますが、水の色や臭いなどの変化

── 弊社では水槽で飼育してい

くなります。

です。体形の異常、糞の状態など

ので、越冬明けに前のシーズンの

きです。
体の寄生や感染を疑います。

と違っているのも、異常のサイン

してパクパクしたり、普段の泳ぎ

と緩慢になります。水面に口を出

敏な動きをしますが、病気になる

林 そうですね。健康なときは機

ときも体調が悪いときでしょうね。

── 新しい鯉は病気を持ってい

居させています。

問題がないことを確認してから同

ず に、 隔 離 池 で 様 子 を 見 な が ら、

メイン池に放す不用心なことはせ

ベテラン愛鯉家であれば、すぐに

ときには注意を払ってください。

特に新しい鯉を仲間入りさせる

て濾過槽の掃除を怠ると、病気を

だけです。水が透明だからといっ

温が低いために、きれいに見える

動が活発ではありません。ただ水

水温が低いと濾過バクテリアの活

働いているわけではありません。

えますが、決して濾過機能が十分

林 二〜三月の池水はきれいに見

餌の選択も大事なポイントです。

り ま せ ん。ち な み に 水 作 り で は、

林 リフレッシュのやり過ぎはあ

大丈夫なんですね。

── 少しくらい多めに入れても

なっています。

が白濁りしても、翌日には透明に

も大切です。リフレッシュは池水

どんな餌を選ぶといいで

う。餌を変えたときは、鯉に合っ

トは、給餌と水環境の変化でしょ

林 一番最初に考えるべきポイン

ときでしょうか？

ないのに不調になるのは、どんな

── 新しい鯉を入れたわけでも

いかと思います。

宅の池水の菌と合わないのではな

も、新しい鯉が持っている菌が自

林 病気を持っているというより

え、病気の原因になるのです。

で、餌の量が多いと腸に負担を与

すぐに活動的になることはないの

かし、冬の間に休んでいた内臓が

ときに与えすぎる人がいます。し

欲しがるようになりますが、その

水温が徐々に高くなって鯉が餌を

動きも暖かい時期とは違います。

動きは緩慢になりますが、内臓の

必要です。水温が低いとき、鯉の

また、春先の餌付けにも注意が

選択してください。

ティクスの考えで、より良い餌を

林 腸内細菌、つまりプロバイオ

リフレッシュ
（ソフト・シリカ㈱）

ているかどうか、よく観察するべ

しょうか？

──
出す例があります。

日々の観察が病気の
早期発見につながる

るということでしょうか？

トがありますか？

── ふだんと違う泳ぎ方をする

まずは観察が大事

腐っています。
も病気の指標になるでしょう。

第 52 回

── ほかにも観察すべきポイン

約 30 年前から山口県・星出
養鯉場の手ほどきを受けて始め
た錦鯉は、飼育だけでなく、生
産も手掛けている。その豊富な
経験から近隣の愛好家のよきア
ドバイザーとして、東奔西走す
る忙しい毎日を送っている。

?
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うか？
林 ちょっと待ってください。ま

水を浄化するバクテリアにも酸素
が必要です。
私の場合、
気候によっ
ずは病気になった原因を特定して、

べてました。

婆さんは、玄米食をうまそうに食

化吸収が良いからです。ちなみに

に言っていました。よく噛めば消

く噛め、よく噛め」と口癖のよう

食事のとき、私の婆さんは「よ

濾過するかが問題です。

として排出するので、いかにして

餌です。鯉が食べた分だけ必ず糞

が汚れないので、濾過槽に優しい

の四季」を試しています。池の水

私は昨年から三好養魚場の「金

林 鯉が食欲を増すため、餌を多

関係がありますか？

てきますが、水温と鯉の不調とは

── これからどんどん暑くなっ

しょう。

わります。注意して観察すべきで

せんか。鯉が増えると水環境が変

と管理チェック表」を掲載してい

過管理チェック表」と「健康観察

── 二〇一三年十月号では、「濾

ながります。

れが結果的に病気の早期発見につ

の状態を見ることができます。そ

を行なうことで、トータルに愛鯉

林 とにもかくにも、日々の観察

りそうです。

を観察するための指標の一つとな

── なるほど。水温も鯉の健康

して見えてきません。

らないと活動しないので、症状と

と池水にいたとしても、適温にな

が違います。病気の原因がもとも

虫や細菌は水温によって活動時期

餌が残っているし、鯉が食べるの

ですが、低水温用ではないけれど

ほうがいいでしょう。私の体験談

池で冬期に餌を与えるのも控えた

前述しましたが、加温していない

林 越冬明けの餌やりについては

も、原因が見えやすいですね。

── 餌の量や種類を変えたとき

すね。

変化がある場合はわかりやすいで

鯉を入れた」など、はっきりした

します。前述したように「新しい

で飼育に変化がなかったかを確認

林 まずは病魚が出たタイミング

ことはできますか？

── 初心者でも原因を特定する

出る羽目になりますよ。

エアレーションは鯉だけでなく、バクテ
リアにも必要

てエアレーションの強さを変えて
その問題点を除去しなければいけ

── 鯉に「よく噛め」と言って
めに与えがちで、結果として排泄
るので、これを参考にして日々の

で、水温が ℃以下になっても餌

金の四季（三好養魚場）

います。

もわからないから、消化吸収のよ
物も増えます。そうすると、バク
状況を記入していけば、異常の早

ません。でなければ、また病魚が

い餌を選ぶといいですね。
テリアによる浄化が追いつかずに

また、鯉に病気をもたらす寄生

林 餌の選択は非常に大事なテー

因になります。水質が悪化すると

林 不適切な投餌は水質悪化の原

いけないんですね。

考えると、うかつに餌を与えては

いないと思っても、鯉の健康面を

── 餌が残っているからもった

餌を止めています。

林 それ以来、水温 ℃を目安に

われたんですね。

鯉が増えていることを忘れていま

林 春先の売り出しで買い揃えた

することはありますか？

── ほかにも、春の飼育で注意

マです。

変化に注意してください。

水が直接入ってくる池は、水質の

させることがあります。また、雨

林 新水が不足して、水質を悪化

ますか？

── 新水と病気には関係があり

くことも一つの方法です。

定させるためにリフレッシュを撒

池になってしまいます。水質を安

ておかないと、すぐに病気が出る

も少なくなります。鯉だけでなく、

林 また、水温が高いと溶存酸素

とですね。

── 水質の悪化は鯉の病気のも

水が腐敗して水質が悪化します。

する方法もあります。

われる場合は、専門の機関に依頼

林 ＫＨＶのような特定疾病が疑

いでしょうか？

わからないときにはどうしたらい

死ぬのに、病気の原因がまったく

んですね。ところで、次々と鯉が

── 餌のやり過ぎが一番こわい

頭においています。

なない。餌をやるから死ぬ〟を念

私は〝餌はやらなくても鯉は死

うな方法で対処したらいいでしょ

── 病気の鯉がいたら、どのよ

起因するもの」があり、それぞれ

的な不手際などによる非感染症に

イルスに起因する感染症」
「人為

によるもの」
「 寄 生 虫・細 菌 や ウ

林 病気とは鯉自体の「臓器疾患

見極めることが大事ですね。

── まずは病気になった原因を

あると思います。

する手段として考えておく必要が

願いしました。病気の原因を特定

で、水産研究センターに診断をお

春先に病気という結果になって表

── 冬場の飼育が原因となって、

先に体調を崩す鯉が続出して、大
変な目に遭いました。

して、餌の問題もあるし、飼育水

に対処法が違います。その原因と
に稚魚が次々に死んでいきました。

私の経験ですが、平成 年９月

を与えていました。その結果、春

鯉は病気になります。

── そういえば、雨が降ったせ

期発見ができるでしょう。

── 水質は鯉にとって生活環境

いで、一晩で池水が変わったとい

病気の原因を取り除く

そのものだから、一番気を付けな

う経験談を聞いたことがあります。

ないといけないんですね。

ければいけないですね。

ります。

林 病気の原因にはいろいろあり

の汚れや薬浴不足もあります。

── 水質が悪化している場合は、

ますが、私の経験からすると、一

ヘルペスの感染が頭に浮かんだの

濾過槽の掃除をすれば、原因の一

番は餌だと思います。春先の餌付

林 私も昨年の七月に豪雨に遭い、

つを取り除いたと言えますか？

け・量・餌の質です。春先に急い

林 鯉 の 調 子 が お か し い と き は、

林 水質悪化がひんぱんに起こる

で多く与えても、病気が出て餌止

稚魚池の水質が急変して全滅させ

ときは、濾過システムの見直しが

めする事態になれば、一年スパン

とりあえず濾過槽の点検をしてみ

必要かもしれません。飼育してい

で見て全体の投餌量は変わりませ

てしまいました。

る鯉の数や大きさと濾過槽の容量

ん。むしろ発病して薬浴を繰り返

ましょう。濾過槽に汚れが溜まっ

があっていない場合があります。

すことのほうが、成長にも体調に

── 水変わりはよくよく注意し

水量と鯉の飼育尾数には適正なバ

も良くありません。
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て、水質が悪化している場合があ

ランスがあるので、そこを見極め

水産研究センターによる魚病の診断結果
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かしいなどの不調ならば、すぐに

ちょっと悪いとか、糞の状態がお

養すれば治りませんか。餌食いが

らいであれば、栄養を取って、休

林 ちょっとくらい調子が悪いく

しょうか？

鯉も薬を投与したほうがいいで

に行ったり薬を飲んだりしますが、

── 人間は病気になったら病院

魚です。

ことはないと思います。鯉は強い

たなことでは病魚が出て全滅する

出さない飼育を心掛ければ、めっ

すべきでしょう。それぞれの病気

ず該当する病魚を取り上げて処置

常が認められる病魚は、とりあえ

林 明らかに体表や体形などに異

ますか？

に異状が見られた場合はどうなり

── 群れ全体でなく、一部の鯉

りになります。

時間を守らないと鯉にとって命取

魚病治療で用いられる手段ですが、

してください。高濃度の塩水浴は、

にも使われますが、濃度には注意

で、新しい鯉を購入したときなど

林 塩は薬よりも安全性が高いの

を使うようなものでしょうかね。

人間でいうと、点滴で生理食塩水

です。ただし、薬は使い方を間違

オジラミの駆除にも、薬浴は有効

林 そうですね。イカリムシやウ

は、薬浴したほうがいいですか？

── 新しい鯉を購入したときに

ます。

を止めて、まずは水作りを行ない

するので、薬浴後一週間程度は餌

菌も死滅します。濾過機能が激減

林 薬浴を行なうと悪玉菌も善玉

しませんか？

── 薬を使うことで池水が変化

の掃除はしたほうがいいでしょう。

ので、三種混合等の薬浴と濾過槽

林 病気の原因は池に潜んでいる

鯉への影響はないでしょうか？

── 病魚を処置すれば、ほかの

六月号と二〇一六年五月号に掲載

── 塩についても、二〇一四年

めします。

使う前に一読されることをおすす

薬について解説しています。薬を

林 二〇一六年二月号でも、魚病

はいけないことがわかりました。

── むやみやたらに薬を使って

のです。

乱用は〝百害あって一利なし〟な

菌の発生にもつながります。薬の

てはいけない薬もあります。

しく使いましょう。混合して使っ

には、注意書きをよく読んで、正

て致命的です。薬を使用する場合

林 薬の濃度の間違いは鯉にとっ

話を聞いたことがあります。

死なせてしまったという愛好家の

薬に頼るのはおすすめしません。

によって処置方法は異なるので、

えると毒にもなるので、注意が必

し て い ま す。
〝転ばぬ先の杖〟と

を仰ぐべきです。

まずは濾過槽の掃除インターバル

詳しくは専門家やベテラン愛好家

要です。

して一読しておくといいですね。

きるのが、塩のいいところですね。

を短くして、餌を止めて、しばら

に尋ねるなどしてください。

── 薬の分量を間違えて、鯉を

浴を試みるのもいいと思います。

に 応 じ て 低 濃 度（

れば、専門書を参考にするのもい

林 病気を特定できているのであ

法が掲載してあります。

林氏の飼育ワンポイントアドバイス

水温が上がってきましたが、泉水池での給餌量はまだ少

なめにしておきましょう。リフレッシュ（ソフト・シリ

カ㈱）などの水質調整材を使用して水管理を怠りなく。
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逆説的に言えば、病気の原因を

く様子を見てみましょう。塩水浴

── 弊社で発行した『錦鯉Ａ～

徐々に塩が溶けると鯉にとって塩

いですね。ただし、症状から病名

塩水浴と薬浴の注意点

は浸透圧を調整して、鯉の体調を

Ｚ』には魚病の種類ごとの治療方

分濃度の急激な変化がないので、

や治療法を確認する必要があるの

また、薬の使い過ぎは薬剤耐性

回復させる効果があるので、必要

私は岩塩を使っています。

で、わからないときはプロの指導

％） の 塩 水

── 用心のために使うことがで

0.5
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