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牛のマイコプラズマ関連疾病
○濵田忠子 篠崎綾 安田研１） 西園幹雄 吉満文隆

阿久根食肉衛生検査所 １）北薩家畜保健衛生所

は じ め に

平成 26 年度，管内と畜場へ搬入された牛において，左側眼瞼・耳介・口唇の下垂を呈し，脳幹部硬膜下

膿瘍が認められた牛及び疣贅性の心内膜炎が確認された牛から，精密検査の結果 Mycoplasma bovis（以下

M.b）が分離された。と畜検査の一助となると考えられるため，2 症例の詳細について報告する。また，管

内と畜場へ搬入された牛においてMycoplasma属菌の浸潤状況調査を行ったのでその概要を報告する。

材 料 と 方 法

〈症 例 1〉

当該牛は 17 ヶ月齢の雌の黒毛和種で，搬入日よ

り約 1ヶ月遡った時期に外耳から排膿があり，対症

療法を行った。その後，左側眼瞼・耳介・口唇の下

垂，顔面神経の麻痺等がみられたため予後不良と判

断され緊急搬入された。生体検査において左側眼瞼

・耳介および口唇の下垂，平衡感覚の異常や転倒等

の神経症状がみられ，解体検査において脳幹部硬膜

下に直径約 5cm の乾酪状の膿瘍が認められた（図

1）。肉眼的な肺病変は認められなかった。

図 1

（左）左側眼瞼・耳介・口唇の下垂を呈する当該牛

（右上）脳幹部硬膜下膿瘍

（右下）脳幹部硬膜下膿瘍の断面

〈症 例 2〉

当該牛は 20 ヶ月齢の雌の黒毛和種で，後肢球節

の屈曲に伴う起立不能のため予後不良と判断され緊

急搬入された。解体検査において左心房下乳頭部に

直径約 1cm の肉芽腫状の疣贅が認められた。肉眼

的な肺病変は認められなかった。

〈浸 潤 状 況 調 査〉

2014 年 10 月～ 2015 年 6 月，管内と畜場に搬入

された鹿児島県内 17農場の黒毛和種 34頭（通常搬

入牛 22頭と，肺炎と診断され緊急搬入された牛（以

下 緊急搬入牛）12 頭）の右肺前葉を検体とした。

菌分離は，採材した右肺前葉をマイコプラズマ（NK）

液体培地（ミヤリサン製薬(株)）に接種し，37℃，

微好気条件下で 2～ 8日間増菌培養した。培養後の

増菌液をマイコプラズマ（NK)寒天培地に接種し，37

℃，微好気条件下で 2～ 8日間分離培養し，発育コ

ロニーの有無を確認した。遺伝学的検査は，採材し

た右肺前葉，マイコプラズマ（NK)液体培地で培養

した増菌液及びマイコプラズマ（NK)寒天培地にお

いて分離したコロニーを試料とし，InstaGene Matrix

(BIO-RAD)を用いて DNA 抽出後，Mycoplasma 属

を特異的に検出するプライマーを用い PCR 法によ

り実施した。Mycoplasma 属に特異的な遺伝子を検

出した試料はM.b，M.dispar（以下M.d），M.bovirhinis

(以下 M.bovi)を特異的に検出するプライマーを用

いて PCR 法により同定を行った 1)。一部の典型的

な肺病変について病理学的検査を実施した（図 2）。
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図 2 浸潤状況調査方法

結 果 と 考 察

〈症 例 1〉

脳幹部硬膜下に認められた膿瘍部分を血液寒天培

地に直接スタンプし 37℃，微好気条件下で 72時間

培養した結果，弱いβ溶血を示す透明の微小コロニ

ーが分離された。分離コロニーをマイコプラズマ

（NK）寒天生培地に釣菌継代した結果，マイコプ

ラズマ特有の目玉焼き状コロニーが確認された。グ

ラム染色では菌体は不明瞭で判別困難であった（図

3）。膿瘍（生材），分離コロニー及びマイコプラズ

マ（NK）液体培地の増菌液を検体とし PCR 検査し

た結果，全てから Mycoplasma 属及び M.b に特異的

な遺伝子が検出された（図4）。病理組織学的検査の

結果，膿瘍中心部は好酸性の壊死巣であり，その周

囲に好中球や形質細胞，リンパ球，マクロファージ

などの細胞浸潤と結合組織の増生が認められた（図

5）。

耳介下垂及び中耳炎を呈した牛から Mycoplasma

属菌が分離された症例報告は多くされている2)。当

該牛も外耳からの排膿があり，その他にも眼瞼・耳

介・口唇の下垂が認められた稟告がとれていること

より，中耳炎を引き起こした Mycoplasma 属菌が，

中耳・内耳を介して脳幹部へ波及し膿瘍を形成した

ことが推測された。

図 3 分離コロニーの形状

図 4 PCR結果

図 5 HE染色

〈症 例 2〉

左心房下乳頭部に認められた疣贅部分及び肝臓・

脾臓・腎臓の主要臓器を血液寒天培地に直接スタン

プし 37℃，微好気条件下で 72時間培養した結果，

疣贅部分から弱いβ溶血を示す透明の微小コロニー

が分離された。主要臓器からの菌分離はなかった。

1    2 3    N P

360bp

症例１

PCR結果

No.1 ：膿瘍（生材），No.2 ：分離コロニー ，No.3 ： NK液体培地 ，N ： NC ，
P ： PC（M.bovis） ， P2 ： PC（M.dispar＆M.bovirhinis）

Mycoplasma bovis

270bp

Mycoplasma spp.
1    2 3    N P 1   2 3    N P P2

Mycoplasma dispar

369bp
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疣贅部分から分離されたコロニーを PCR 検査した

結果，Mycoplasma 属及び M.b に特異的な遺伝子が

検出された（図6）。今回のように疣贅性の心内膜炎

からM.bが分離された症例報告はほとんどなく 3)，

大変まれなケースと思われた。解体検査において肉

眼的な肺病変は認められなかったことより，M.b が

疣贅性の心内膜炎から分離された原因が菌血症によ

るものか敗血症によるものかは不明であった。

図 6 PCR結果

〈浸 潤 状 況 調 査〉

通常搬入牛 22頭及び緊急搬入牛 12頭の右肺前葉

を検体とし菌分離した結果，緊急搬入牛 12検体中 7

検体から Mycoplasma 属菌が分離された。通常搬入

牛 22 検体からの菌分離はなかった。また右肺前葉

を検体とし PCR 検査した結果，通常搬入牛 22検体

中 6検体と，緊急搬入牛 12検体中 12件体の合計 18

検体から Mycoplasma 属に特異的な遺伝子が検出さ

れた（表 1）。

表 1 分離成績

Mycoplasma属が検出された 18検体をM.b，M.d，

M.bovi を特異的に検出するプライマーを用いて

PCR 検査した結果，各遺伝子の検出割合は M.b

症例２

1    2   3   4 N P  

270bp

No.1：疣贅分離コロニー，No.2：肝臓，No.3：脾臓，No.4：腎臓，No.5：NC，No.6：PC（M.bovis）

360bp

Mycoplasma spp.
1    2   3   4 N P  

Mycoplasma bovis

PCR結果

50.0%，M.d 77.8%，M.bovi 27.8%で M.dが最も多か

った。菌種別の肉眼的肺所見は，M.b が検出された

肺では化膿性肺炎 41.7%，肝変化 33.3%，胸膜炎

25.0%と化膿性肺炎が多い傾向にあり，M.d が検出

された肺では化膿性肺炎 33.3%，肝変化 38.9%，胸

膜炎 27.8%と肝変化が多い傾向にあった。M.boviが

検出された肺では化膿性肺炎 25.0%，肝変化 50.0%，

胸膜炎 25.0%と肝変化が多い傾向にあった（図 7）。

図 7 遺伝子の検出割合及び菌種別所見

典型的な化膿性肺炎及び肝変化の肺について病理

学的検査を実施した結果，化膿性肺炎の肺所見は，

細気管支の拡張と腔内に核の染色性を失った好中球

の浸潤，気管支周囲にリンパ球やマクロファージの

浸潤と結合組織の増生が認められた（図 8）。肝変

化の肺所見は，肺胞領域に液性の浸出物が認められ，

周囲にリンパ球，好中球の浸潤が認められた（図 9）。

図 8 HE染色（化膿性肺炎）

図 9 HE染色（肝変化の肺）

検体数
Mycoplasma属

菌分離

Mycoplasma属

遺伝子検出

通常搬入牛 22 0 6

緊急搬入牛 12 7 12

　合　計 34 7 18
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今回の浸潤状況調査結果，Mycoplasma 属菌が分

離されたのは 34 頭中 7 頭(20.6%)，Mycoplasma 属

に特異的な遺伝子が検出されたのは 34 頭中 18 頭

(53.0%)であった。農場単位では，Mycoplasma 属菌

が分離されたのは 17 農場中 6 農場(35.3%)，

Mycoplasma 属に特異的な遺伝子が検出されたのは

17 農場中 13 農場(76.5%)であり，Mycoplasma 属菌

が県内の農場に広く浸潤していることが推測され

た。

牛呼吸器病症候群（BRDC）は，ストレスやウイ

ルス及び細菌等，多岐な要因により発生し，牛の産

業界で経済的損失の大きな疾病とされている 4)5)6)。

Mycoplasma 属菌もこの進行過程において増悪因子

として考えられている。しかし Mycoplasma 属菌の

確定診断には特殊な培地，PCR や免疫組織化学検

査を行う必要があるため検査所において検査を行う

機会は少ない。今後，検体数を増やし基礎データを

構築していくことで Mycoplasma 属菌の現況を把握

することは牛の生産性の向上のためにも重要であ

ると思われる。
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Clostridium属菌が検出された4症例と検査方法の検討
○大坪由紀子 日髙遼太郎 中島靖剛 栗脇耕二 春口真一

末吉食肉衛生検査所

は じ め に

昨年度，当検査所では病畜牛4頭からClostridium属菌を検出した。2頭を敗血症，残りを気腫疽，悪性水腫と判定

し，全部廃棄処分としたが，これらの症例の中には典型的な肉眼所見を示さないものもみられた。また，当検査所で

は通常Clostridum septicumおよびchauvoeiを対象としたPCR法を実施しているが，敗血症を呈した1症例について

はいずれの特異バンドも検出されず，発育コロニーも定型的なものではなかった。今回の調査研究では，症例検査

アトラスを作成するにあたり，肉眼所見の整理と培地での発育性状を確認するとともに，multiplex PCRの検討を行

った。

1 材料と方法

起立不能となり搬入された黒毛和種4頭から分離

された Clostiridium 属菌株を用いて，培地での発育

性状を確認の上，図 1に示す菌種及び毒素特異遺伝

子をターゲットとした muliplex PCR の検討を行っ

た。また，壊死性病変が見られた 1症例については

病理組織学的検査も併せて行った。

図 1 材料と方法

（1）症例 1

肉眼的には肝臓の壊死性病変と黄疸が特徴的で，

組織学的には壊死性肝炎の所見を呈し，斑状の壊死

材料と方法
【対象】
2014年度に管内と畜場に病畜として搬入されClostridium属菌が
分離された4症例 (4菌株）

１ 培地での発育性状等の確認
5%羊血液寒天培地，5%馬脱線血GAM寒天培地，
10%卵黄加GAM寒天培地，GAM半流動培地，Rapid ID32A,
reverse CAMP test

C. septicum(2), C. chauvoei(1),  C. perfringens(1)

２ Multiplex PCR 
(1) C. septicum alpha-toxin (Takeuchi et al.)
C. chauvoei,  C. perfringens, C. sordellii (Ribeiro et al.)

(2) C. perfringens toxin
alpha-toxin, beta-toxin, epsilon-toxin, iota-toxin (Han et al.)

病巣に多数の桿菌が確認された（図 2 短矢印）。HE

染色では核崩壊物に縁取られた広範な凝固壊死がみ

られた。

細菌検査結果では，採取検体すべてから嫌気性グ

ラム陽性桿菌が検出され，Rapid ID32A により

C.perfringens と同定された。羊血液寒天培地では運

動性があるかのような発育性状が見られ，参照株と

は明らかに異なる発育性状を示した（図 3）。

図 2 症例 1所見
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図 3 症例 1検査結果

（2）症例 2

肉眼的には，心筋と横隔膜筋部の出血，頸部筋肉

の出血・水腫が特徴的であり，横隔膜筋部で腐敗臭，

頸部筋肉で酪酸臭を感じた。枝肉表面にほとんど著

変はみられず，頸部の筋肉病変は深部まで切開して

はじめて確認された(図 4)。

病変部の生材料を用いた PCR で C.septicum の特

異遺伝子が検出され，採取検体すべてからスウォー

ミングの性状を示す嫌気性グラム陽性桿菌が分離さ

れた（図 5）。

図 4 症例 2所見

図 5 症例 2検査結果

（3）症例 3

特徴的な心筋出血と異臭のほか，枝肉に著変は認

められなかった(図 6)。

心臓病変部を用いた PCR で C.septicum の特異遺伝

子が検出され，スウォーミングの性状を示すグラム

陽性桿菌が分離された（図 7）。

図 6 症例 3所見
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図 7 症例 3検査結果

（4）症例 4

臀部から下腿部にかけて皮下及び筋肉の出血・水

腫がみられ（図 8），酪酸臭を感じた。また，時間

経過とともに枝肉表面に気泡が生じていた。

筋肉病変部を用いた PCR で C.chaouvoeiの特異遺

伝子が検出されたが（図 9），C.septicum とバンドが

近接していたため，最終判定は別のプライマーを用

いた PCRを行った。

図 8 症例 4所見

図 9 症例 4検査結果

２ 結果

発育性状の確認を行ったところ，4 菌株とも血液

添加寒天培地で溶血性を示した。C.perfringens につ

いては卵黄加 GAM 寒天培地で白色混濁化，逆

CAMPテストで三日月型の溶血反応が認められた。

C.chaouvoei は時間経過とともに周縁不正のボタン

状コロニーを形成した。C.septicum では羊血液寒天

培地でスウォーミングが観察され，GAM 半流動培

地でも運動性が確認された。一方，C.perfringens は

GAM 半流動培地での白濁はみられず（図 10），運

動性はないものと思われ，羊血液寒天培地での性状

は滑走によるものだと考えられた。なお，Rapid

ID32Aによる同定は正しく行われた。

図 10 各種培地での発育性状
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市販のキットを用いて Ribeiro らの方法を参考に

multiplex PCRを行った結果，4症例から分離された

C.perfringens，C.septicum，C.chaouvoei は正しく判

定された（図 11）。

症例 1 の C.perfringens については PCR でα-特異

遺伝子のみが検出され，併せて行ったダイレクトシ

ークエンスの結果から Clostridium perfringens A type

が疑われた（図 12）。

図 11 multiplex PCRによる同定結果

図 12 毒素特異遺伝子 PCR結果

３ 考察

今回の症例を通じて，出血性あるいは重度の壊死

性病変がみられるもの，特に急に元気喪失，起立不

能に陥り搬入された牛については枝肉の典型病変に

関わらず注意が必要であり，Clostridium 感染症も視

野に入れた初動対応が重要であると再認識した。

必要に応じたプライマーの組み合わせで，

multiplex PCR を行うことは有用で，各種培地での

発育性状の確認は鑑別に役立つ。市販キットを用い

た方法では反応条件を変えずプライマーの組み合わ

せを変えて PCRを行うことができ，汎用性が高く，

検査所での使用に適していると思われた。

C.perfringens は鞭毛を持たず，運動性はみられな

いが，培地上で滑走運動を行う菌株が報告されてい

る。症例 1の分離株も同様の能力を有していると考

えられ，病変の急速な進行に関与しているのではな

いかと考えられた。
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食鳥におけるサルモネラの保菌状況調査
石黒典子 七村廣子 脇田陽平 岩元美鈴 小池仁美 井手由香 山田薫理 山田貴美子 宇都誠二

末吉食肉衛生検査所

は じ め に

サルモネラは公衆衛生上重要な病原体であり，感染性胃腸炎や食中毒を引き起こす原因菌である。自然界に広

く分布するため各種食品が汚染される機会が多いが，なかでも鶏肉・鶏卵の汚染率が高いとされ，重要視されている。

本菌を原因とする食中毒は鶏卵関連食品を原因として1990年代に激増し，輸入検疫，生産・流通段階での衛生対策

強化等により大幅に低減したものの，近年まで発生件数患者数ともに上位を占めている。

本菌は，血清学的に2,500種類以上に分類され，食中毒患者等からは多様な血清型のサルモネラが分離される

が，近年S.Enteritidis，S.Infantisは減少傾向にあり，その他の血清型が占める割合が増加している。本県の大規模食

鳥処理場における拭き取り検査で検出されたサルモネラについても，2008年度はO7群が56％と最も多かったが，20

13年度はO4群が50％を占め，血清型の変遷が認められている。

今回，県内の食鳥へのサルモネラ浸潤状況を把握するため，1994年度以来となるサルモネラの保菌状況を調査

し，あわせて過去のデータとの比較を行い，若干の知見が得られたので，その結果を報告する。

材 料 と 方 法

調査期間は2014年6月から9月までとし，県下8

検査所の所管する10食鳥処理場に搬入された食鳥

の盲腸便，3羽合わせたもの1ｇを1検体とし，1農

場につき3検体，計75農場225検体を材料とした。

盲腸内容を10倍量のハーナテトラチオン酸塩培地

で42℃，18-24時間増菌培養後，MLCB，RAMB-

ACH，XLT4，BGSの各培地で37℃，18-24時間分

離培養し，疑わしいコロニーについて，1検体あた

り最大3コロニーを釣菌。TSIおよびLIM鑑別培地

に摂取し，生化学的性状からサルモネラと同定後，

市販診断用免疫血清を用い，Kauffman-Whiteの抗

原構造表にて血清型を決定した。

結 果

１．検体の陽性率

225検体中115検体(51.1％）からサルモネラが

分離された。

内訳として，レイヤーでは42検体中11検体(26.

2％)，ブロイラーでは183検体中104検体(56.8％)

であった。

２．農場の陽性率

採材した75農場中56農場(74.7％)からサルモネ

ラが分離された。

レイヤーでは14農場中7農場(50％)，ブロイラ

ーでは61農場中49農場(80.3％)が陽性となった。

３．検体から分離された血清型

2014年度は225検体から115検体，4群9血清型が

分離された。

血清型内訳としては(％は分離菌株中の割合)，

S.Infantis(S.I)が39株(33.9％)，S.Schwarzengrund(S.

Sc)が33株(28.7％)，S.Manhattan(S.Ma)が31株(27.

0％)，S.Corvallis(S.C)が5株(4.3％)，S.Bareilly(S.

B)が3株(2.6％), S.Agona(S.Ag)，S.Singapore(S.Si

)，S.Albany(S.Al)/S.Duesseldorf(S.D)，O35:Z4:Z23

が1株ずつ(0.9％)分離された。

ブロイラーから分離された血清型は，S.I39株，

S.Sc33株，S.Ma31株，S.Al/S.DとS.Agが1株ずつで，

レイヤーからはS.C5株，S.B3株，S.Si1株，S.I1株

であった(表１，図１)。

ほとんどの農場からは1血清型のみの検出となっ

たが，S.ScとS.Iが2農場，S.BとS.C，S.CとO35:Z4:
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Z23，S.AgとS.Al/S.Dがそれぞれ1農場ずつと，2

種類の血清型が分離された農場も5農場あった。

なお，分離培地上でサルモネラ様のコロニーを

形成し，TSI，LIM鑑別培地でサルモネラの定型

的反応を示しながらも，すべてのO群血清に凝集

を示さなかった6菌株（〔OUT：r:1,5〕，PCRで

S.I陽性）については，サルモネラ分離菌株には

計上していない。

表１

L：レイヤー B：ブロイラー

図１

L：レイヤー B：ブロイラー

４．1994年度調査結果および食鳥拭き取り検査結

果との比較

1994年度「鹿児島県における食鳥のサルモネラ

保菌状況の調査」の調査結果と，今回の結果を比

較した。分離されたサルモネラのO群の比率はほ

結 果 ②

【分離された血清型】

血清型 B L 計（％）
O群別
（％）

O4

S.Schwarzengrund
（S.Sc )

33 33（28.7）
29.6

S.Agona（S.Ag） 1 1（0.9）

O7

S.Infantis（S.I） 38 1 39（33.9）

37.4S.Bareilly（S.B） 3 3（2.6）

S.Singapore（S.Si） 1 1（0.9）

O8

S.Manhattan（S.Ma） 31 31（27.0）

32.2S.Corvallis（S.C） 5 5（4.3）

S.Albany/S.Duesseldorf
（S.Al/S.D）

1 1（0.9）

O35 O35:Z4:Z23 1 1（0.9） 0.9

計 104 11 115 －

ぼ同様であったが，血清型で比較すると，1994年

度の調査において分離されたS.Hader，S.Typhim-

urium，S.Derby，S.Muenchen，S.Enteritidisは今回

分離されず，1994年度には分離されなかったS.M-

a，S.C，S.Bや2株しか分離されなかったS.Scが今

回は多く分離された(図２，３)。

また，2008～2013年度の食鳥拭き取り検査結果

とあわせてみてみると，O4群は2011年度では分

離されなかったものの，やや増加傾向が見られる。

O7群は近年減少傾向に，O8群については横ばい

かやや増加傾向にとどまるが，それまで優勢にあ

ったO7群からO4群増勢傾向への変遷が認められ

る(図４)。

図２

図３

結 果 ③
【1994年度調査結果との比較 O群別】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1994

2014

O4

O7

O8

O9

O35

O4 O7 O８ O9 O35
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図４

考 察

1994年度の調査結果と今回の調査結果を比較す

ると，検体から分離されたサルモネラの血清型は

O群の比率にまったく変化がないように見える。

しかし，血清型まで比較すると，1994年度の調査

において分離されたS.Hader(26株，26％)，S.Ty-

phimurium(12株，12％)，S.Derby(8株，8％)，S.

Muenchen(5株，5％)，S.Enteritidis(2株，2％)(括

弧は1994年度分離菌株数と分離菌株中の％)は今

回分離されず，1994年度には分離されなかったS.

Ma，S.C，S.Bや，ほとんど分離されなかったS.Sc

が今回は多く分離された。1994年度，今回と，S.

Iはほぼ横ばいの分離率であったなかで，特に，S.

Sc，S.Maの増加が著しく，今回の結果から鹿児

結 果 ④
【食鳥処理場拭き取り検査結果との比較】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1994年度調査

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014年度調査

O4

O7

O8

O9

不明

島県下においては，S.I，S.Sc，S.Maの3血清型が

広く浸潤していることが推測された。

同様に,これまでの食鳥の拭き取り検査結果の

推移からも，S.Scが含まれるO4群とS.Maが含ま

れるO8群の占める割合は増加傾向にある。特に，

S.Scについては本県でも2007年度に鶏肉を原因食

品とする食中毒事例があることに加え，全国的に

も本菌による食中毒が散発していることから，食

品衛生上，今後注意が必要である。

また，1株ずつではあるが，S.Ag，S.Si，S.Al/

S.D，O35:Z4:Z23も分離されており，今後は分離

される血清型の動向にも注視が必要である。

鶏の用途間で見てみると，ブロイラーとレイヤ

ーでは分離される血清型とその傾向が異なった。

レイヤーから分離された血清型はS.C5株，S.B3株，

S.Si1 株，S.I1株，O35:Z4:Z231株であるが，S.C，

S.B，S.Si，O35:Z4:Z23はレイヤーのみから分離

され，逆にブロイラーから高率に分離されるS.I

は，1株のみの分離となった。レイヤーとブロイ

ラーでは飼養形態，出荷日齢に違いがあることに

加えて，サルモネラワクチン(SE,ST,SIワクチン

など)の認可前後での調査となったことも，1994

年度に分離されたS.Typhimurium，S.Enteritidisが

今回分離されなくなり，S.Iの分離も少ないなど

レイヤーでの陽性率が低い要因の一つなのかも

しれない。
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と畜検査でみられた皮膚型牛白血病および非定型牛白血病
○篠崎綾，岩元幸江，西園幹雄，宇都誠二，吉満文隆

阿久根食肉衛生検査所

は じ め に

牛白血病は，地方病性成牛型および散発性の子牛型・胸腺型・皮膚型に分類されるが
(1)
，いずれの病型にも該

当しない高齢黒毛和種の非定型牛白血病等も報告されている(2)(3)。と畜検査でみられる牛白血病の多くは牛白血

病ウイルス（BLV）が関与する地方病性成牛型で，その他の病型の発生は少ない。平成26年度に鹿児島県内のと

畜場において，皮膚型牛白血病および非定型牛白血病と考えられる症例に遭遇したので，その概要を報告する。

材料及び方法

【症例 1】黒毛和種，去勢，20ヵ月齢，肝炎・肺

炎・腹膜炎との診断で搬入され，生体検査において

皮膚の多発性結節（図 1），腸骨下リンパ節の腫脹

等が認められたため，病畜舎でのと畜を指示した。

【症例 2】黒毛和種，雌，129 ヵ月齢，肩甲骨骨

端部骨折との診断で搬入されたが，生体検査におい

て異常が認められなかったため，通常ラインでと畜

された。

2 症例の血液，主要臓器（心臓・肝臓・腎臓・脾

臓），病変部を採材し，塗抹標本を作製して細胞診

を実施した。また，主要臓器とリンパ節を検体とし

て，PCR 法による BLV プロウイルスの遺伝子検出

検査を実施した。微生物学的検査として，主要臓器

の血液寒天培地への直接スタンプ法を実施した。病

理組織学的検査として，HE 染色および免疫組織化

学染色（CD3・CD5・CD20・CD79α・CD68）を実

施し，症例 2についてはエステラーゼ染色（ナフト

ール AS-D クロロアセテートエステラーゼ染色）お

よび透過型電子顕微鏡による観察も実施した。

図 1 生体所見（症例 1） 図 2 解体所見（症例 1）

結 果

【症例1】解体検査では，皮膚・心臓・腎臓の白

色結節，肝臓の腫大・褪色，脾臓の軽度腫大・うっ

血・変色部，尿管の著しい肥厚，内臓・体幹リンパ

節の腫大等が認められた（図 2）。細胞診では血液

・主要臓器・病変部において，細胞質の濃染や複数

の核小体等を示す大型リンパ球様細胞が認められた

（図 3）。PCR検査では BLV陰性であった。微生物

学的検査では，腎臓においてのみ細菌が分離された。

病理組織学的検査では，腫瘍病変部は細胞質の好塩

基性部や複数の核小体等を示す大型リンパ球様の腫

瘍細胞で構成され，多数の核分裂像が認められた（図

4）。免疫組織化学染色において，腫瘍細胞は CD3

に陽性，CD5・CD20・CD79α・CD68 に陰性であっ

た（図 5）。

図 3 細胞診（症例 1）

図 4 HE染色（症例 1）
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図 5 免疫組織化学染色（症例 1）

【症例 2】解体検査では，肝臓・脾臓の著しい腫

大，骨髄・リンパ節の暗赤色化等が認められた（図

6）。細胞診では，血液塗抹標本において赤血球の大

小不同，多染性赤血球や赤芽球様細胞等の出現が認

められた。また，肝臓・脾臓・骨髄・リンパ節等に

おいて類円形から分葉状や金平糖状等の核の多形性

が著しいリンパ球様細胞を多数認め，これらの細胞

が赤血球を貪食している像も認められた（図 7）。

PCR 検査では BLV 陰性であった。微生物学的検査

では，肝臓と腎臓からグラム陰性桿菌が分離された。

病理組織学的検査では，肝臓の中心静脈周囲の充出

血，肝細胞の変性壊死，脾臓およびリンパ節におけ

る濾胞構造の消失と髄外造血，骨髄における細胞成

分の増加と造血の亢進が認められるとともに，これ

らの腫瘍病変部には核の多形性が著しいリンパ球様

の腫瘍細胞が浸潤・増殖しており，腫瘍細胞による

赤血球貪食像も認められた（図 8）。免疫組織化学

染色において，腫瘍細胞は CD3 に陽性，CD5 に弱

陽性，CD20・CD79α・CD68に陰性であった（図 9）。

また，腫瘍細胞はエステラーゼ染色において陰性で

あった。透過型電子顕微鏡像において，赤血球貪食

像は腫瘍細胞の核近辺に存在する小型から大型の均

質な封入物として確認された。周囲に粗面小胞体様

の構造がみられるものや，周囲の分葉した核との距

離が短く，通常貪食物の周囲にみられるファゴゾー

ム膜等の膜構造がみられないものがあり，赤血球貪

食像ではない可能性も示唆された（図 10）。

図 6 解体所見（症例 2）

図 7 細胞診（症例 2）

図 8 HE染色（症例 2）

図 9 免疫組織化学染色（症例 2）
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図 10 透過型電子顕微鏡像（症例 2）

考 察

今回の 2症例は，鹿児島県の判定基準に従って，

PCR 検査の結果が BLV 陰性であったことから全身

性腫瘍として全部廃棄処分された。

病理組織学的検査の結果から，症例 1 は CD3 陽

性の T 細胞性腫瘍であり，症例 2 については赤血

球貪食像がみられたものの CD68 陰性であったこと

からマクロファージ系は否定され，骨髄に病変を認

めたもののエステラーゼ染色陰性であったことから

骨髄性白血病も否定され，CD3 陽性・CD5 弱陽性

の T 細胞性腫瘍であることが確認された。症例 2

でみられた赤血球貪食像については，今回透過型電

子顕微鏡による観察において赤血球貪食像ではない

可能性も示唆され，今後さらなる調査が必要である

と考えられる。

皮膚型牛白血病は，2-3 歳の若齢牛にみられ，皮

膚の小結節状ないし丘疹状腫瘍の全身的多発が特徴

で，多中心型のリンパ腫も発症する T 細胞性腫瘍

であるとされている(1)ことから，今回の症例 1 は

皮膚型牛白血病であると考えられる。皮膚型牛白血

病については家畜保健衛生所におけるホルスタイン

に関する報告(4)(5)が少数あるが，症例 1 はと畜検

査でみられた黒毛和種の皮膚型牛白血病として稀少

な症例であると思われる。

高齢黒毛和種の非定型牛白血病は，おおむね 10

歳以上の高齢の黒毛和種でみられ，高度の脾腫と骨

髄の暗赤色化が特徴で，リンパ性腫瘍細胞と腫瘍細

胞による赤血球貪食像が認められる T 細胞性腫瘍

であると報告されている(2)(3)ことから，今回の症

例 2は高齢黒毛和種の非定型牛白血病であると考え

られる。しかし，高齢黒毛和種の非定型牛白血病に

ついては，現在のところ発生数も少なく，解明され

ていない部分も多い。

現在，地方病性成牛型牛白血病の発生が増加し，

各機関で対策が講じられているところであるが，発

生数が少なく原因が判明していない病型について

も，調査研究を進めてデータを蓄積し，日々の業務

に活用することが重要であると考えられる。

謝 辞

病理組織学的検査についてご協力いただきました

動物衛生研究所九州支所の田中省吾先生に深謝いた

します。
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と畜検査において，豚骨髄性白血病を疑った事例
杉本源 東山崎達生 鈴木恵子 窪薗薫 砂川達見 下地なつ希 郷原郁美1) 2)

鹿屋食肉衛生検査所 1）志布志食肉衛生検査所 2）姶良家畜保健衛生所

は じ め に

豚白血病ではリンパ性細胞によるものが比較的多いが，骨髄性白血病はあまり見られない 。今回，管内1)

と畜場において豚骨髄性白血病を強く疑う症例に遭遇したので報告する。

材料および方法

管内と畜場に平成26年12月１6日，正常畜として搬入さ

れた交雑種，年齢不詳の繁殖母豚で，生体検査では著変は

認められなかったが解体検査時に脊椎と内肋間筋に黄緑色

膿様外観を呈する病変が認められた。なお内臓および体表

リンパ節の腫脹は認められなかった。

病変部の肋骨と筋肉，リンパ節からスタンプ標本を作成

後，ディフクイック染色を施し細胞学的検査を行った。

また，病理学的検査として，同部位およびリンパ節，腎臓

を20％中性緩衝ホルマリン液で固定後，肋骨はK-CXにて脱

灰処理を行い，常法に従いHE染色を実施，特殊染色として，

トルイジンブルー染色，PAS染色，ライトギムザ染色，ペ

ルオキシダーゼ染色，また，リンパ球系マーカーCD3,CD79

α，CD68を用いて免疫組織化学的染色を実施した。類症鑑

別として，好酸球性筋炎およびテトラサイクリン系抗生物

質の骨沈着検査を行った。

結果

〈肉眼所見〉

病変は頚椎から腰椎に認められ，右枝肉の尾椎周辺には膿

瘍状のやや硬い病変，棘突起，椎骨は色素沈着様の病変が

あり，骨は粗になっていた。また，左の枝肉においても同

様の病変が認められた。（図1）

図1

病変は肋骨周囲内肋間筋にも認められ，筋膜下から浸潤

し組織は融解像を呈していた。（図2）

図2

同部位の肋骨の切断面より，病変が骨髄から骨皮質を破壊

し，骨周辺部の筋肉に浸潤していることが確認された。（図

3）
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図3

〈細胞学的検査〉

病変部内肋間筋と頚椎周囲筋肉のスタンプ標本では， 桃

色の顆粒を細胞質内に含む大型の細胞が多数認められた。

（図4）

図4

〈病理組織学的検査〉

病変部骨髄では，細胞質が狭く，核小体明瞭で，核は円形

から類円形，粗造なクロマチンを持つ細胞が増殖していた。

好酸性に染まる顆粒をもつ細胞が多く認められ，分化傾向

があり，核分裂像はあまり認められず，組織の一部では壊

死が認められた。（図5，6）

図5

図6

ライトギムザ染色では，腫瘍細胞細胞質内に赤色に染ま

る顆粒を認めた。（図7）

図7
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筋肉では， 筋線維間に核が明瞭でクロマチン粗造な円形

から類円形，大小不同で淡明な核を持つ細胞がシート状に

増殖し，筋線維の崩壊・壊死が認められた。（図8）

図8

腫瘍細胞は細胞質の境界不明瞭なものが多く，細胞質に好

酸性顆粒状物を入れる細胞も散見された。また，血管内に

も腫瘍細胞が認められた。（図9）

図9

リンパ節では，腫瘍細胞は認めず，腎臓においても著変は

認められなかった。

特殊染色は，トルイジンブルー染色，PAS染色，ペルオキ

シダーゼ染色いずれも陰性であった。

免疫組織化学的染色はいずれも陰性であった。

〈類症鑑別〉

病変部スタンプ標本，HE染色において好中球，好酸球は認め

られなかった。

テトラサイクリン系抗生物質の骨沈着検査における紫外線照

射では，蛍光発色は認められなかった。

以上の肉眼所見，病理所見，特殊染色，免疫組織化学的染色，

類症鑑別の結果より浸潤・増殖している細胞は，骨髄系細胞

であることが示唆され，本症例は豚骨髄性白血病が強く疑わ

れた。

考 察

本症例は豚骨髄性白血病の特徴である黄緑色膿様病変を

認め，病理学的検査において，増殖，浸潤している細胞は

細胞質に顆粒を持ちトルイジンブルー染色陰性，免疫組織

化学的染色におけるリンパ球系マーカーCD3,CD79α，CD68

もすべて陰性であり骨髄系細胞であることが強く示唆され

たが，ペルオキシダーゼ染色が陰性であったことから確定

には至らなかった。これは当初，膿毒症を疑い，必要な新

鮮材料が確保できなかったことが原因と考えられた。枝肉

検査時に本症例のような黄緑色膿様病変を認めた場合は豚

骨髄性白血病も疑い，速やかな検体確保と枝肉の精査が必

要と考えられた。

謝 辞

病理組織学的検査に関してご協力をいただきまし

た動物衛生研究所九州支所の田中省吾先生に深謝い

たします。

参考文献

1)鹿島 傳ほか：神奈川県食肉衛生検査所におけ

る1970-1990年の豚腫瘍の検出状況，日獣会誌，48，

436-440（1995）
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枝肉検査時に認められる牛胸部石灰化病変の検討
○熊野かおり 德實千恵 藤木良佳 藤元英樹 宮路悟

志布志食肉衛生検査所

は じ め に

2014 年度，管内と畜場における枝肉検査で牛の胸部に石灰化病変が散見された（図１）。同様の症例は過去に

も散発しているが，石灰化を特徴とする本症の発生状況，要因，病態等については，不明な点が多い。そこで今

回，管内と畜場における本症の発生状況，病理学的及び細菌学的検査を実施したので，その概要を報告する。

材 料 と 方 法

2014 年度，管内と畜場において牛枝肉検査時に胸

部石灰化病変が認められた個体 49頭（黒毛和種 43頭，

交雑種 6 頭；35 農場由来）を調査対象とした。発生

状況調査として，その全頭について生産者，品種，種

雄牛の系統，肥育又は経産の状況及び発生率等を調査

した。また，49 頭中 22 頭について病変部を採取し肉

眼所見を比較した。16 検体については定法に従って

病理組織学的検査を実施し，うち 2 検体については動

物衛生研究所 九州支所に検査を依頼した。さらに，

病変部の細菌学的検査として，10 検体について，37

℃，48時間ローソク培養及び嫌気培養を行った。

図１ 牛胸部石灰化病変例 A：直径 20cm 弱の病

変例（第一肋骨～第三肋骨の高さにおける胸骨腹側

部） B：A の病変部拡大図 C：白色液状物を伴

う病変例 D：微小病変例

A B

C D

結 果

（１）発生状況調査

全と畜頭数に対する症例発生率は 0.23%（49 症

例／年間と畜頭数 21,033 頭）であり，症例の発生

は年間を通じてみられた（図２）。肥育，経産別で

は，肥育牛 41 症例（対肥育牛と畜頭数比 0.21%），

経産牛 8 症例（対経産牛と畜頭数比 0.49%）であっ

た（表１）。品種別では，黒毛和種 43症例（対黒毛

和種と畜頭数比 0.23%），交雑種 6 症例（対交雑種

と畜頭数比 0.30%）であった（表２）。また，症例

個体の父方の系統については，血統に偏りはなく系

統共通点もなかった。生産者別に発生状況を調べた

ところ，1 農場あたり最大 5 症例の発生がみられた

農場はあったが，症例の多くがそれぞれ異なる農場

から発生していた（表３）。

図２ 胸部石灰化病変の月別症例数及び発生率
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表１ 肥育／経産別の年間発生率

表２ 品種別の年間発生率

表３ 農場別の症例数

（２）肉眼所見

石灰化部位の大きさについては，肥育牛で直径約

1 cmから 10 cm，経産牛で直径約 3 cmから 20 cm

であり，肥育牛の多くが直径 10 cm 未満，経産牛

ではばらつきはみられたが直径 10 cm以上 15 cm

未満が 3 例と多くみられた（表４）。また，病変部

割面に白色液状物がみられるものが肥育牛のみで 8

例，病変が大きく胸骨にまで達しているものが経産

牛のみで 3例みられた。

表４ 肥育／経産別の石灰化病変の大きさの比較

肥育／経産 症例数 と畜頭数 発生率

肥育牛 41 19,394 0.21%
経産牛 8 1,639 0.49%

品種 症例数 と畜頭数 発生率

黒毛和種 43 18,733 0.23%
交雑種 6 2,013 0.30%
その他 0 287 －

症例数／農場 農場数

5 2
3 2
2 2
1 29

直径（cm） ＜5 5－10 10－15 15＜

肥育牛
（16検体）

5 10 1 0

経産牛
（6検体）

1 1 3 1

（３）病理組織学的検査

全検体において，脂肪組織内における結合組織の

増生がみられた（図３）。硝子軟骨の形成を伴う像

も多くの検体でみられた。また，大小多数の嚢胞形

成についても全検体でみられた（図４）。嚢胞壁に

は軟骨細胞様の細胞や骨細胞様の細胞がみられ，嚢

胞内に貯留するものとしては骨基質様物質や軟骨基

質様物質，そして一部石灰化したものが確認できた

（図４及び図５）。石灰化物質については，石灰沈

着を検出するコッサ反応に陽性を示した（図６）。

さらに，骨芽細胞や破骨細胞の出現を伴う海綿骨の

形成が認められた症例もあった（図７及び図８）。

一方，腫瘍性細胞増殖や炎症反応は認められなかっ

た。

図３ 脂肪組織内における結合組織の増生 （矢印）

この症例では，硝子軟骨の形成もみられる（*）

図４ 嚢胞の形成及び骨基質様物質の貯留（*）

＊

＊

＊
HE
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図５ 嚢胞壁における骨細胞様の細胞（矢印）

図６ 図５の同部位。石灰化部位におけるコッサ

反応陽性（黒色）

図７ 軟骨組織の辺縁部における海綿骨の形成

（矢印）

図８ 海綿骨周囲における骨芽細胞（矢印）と破骨

細胞（矢頭）

（４）細菌学的検査

いずれの検体においても，ローソク培養，嫌気培

養ともに，有意菌は検出されなかった。

考 察

今回の調査では，牛胸部石灰化の発生要因の解明

には至らなかったものの，肥育牛に比べ経産牛で発

生率が高く，病変部も大きい傾向にあったこと，病

理組織で脂肪組織内に軟骨や骨形成がみられたこと

から，慢性的な胸部の打撲や圧迫など物理的な刺激

が本病変の発生に関与する可能性が考えられた。ま

た，細菌学的検査で本病変から有意菌が検出されな

かったことから，本病変がと畜場において微生物学

的危害となる可能性は低いことが示唆された。しか

しながら，異所性の骨形成は異物となる可能性があ

るため，食品としては除去すべきものと考えられた。

最後に，本症の病理組織学的検査にご協力いただ

きました，国立研究開発法人農業・食品産業技術総

合研究機構 動物衛生研究所 九州支所 温暖地疾

病研究領域 田中省吾先生に深謝いたします。
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豚にみられた腎芽腫の１例
○三好 文暁 合田 潤嗣 東原  秋

大口食肉衛生検査所

は じ め に

腎芽腫は動物においてもヒトと同様に若齢で発生し，豚および鶏に比較的多いとされている。今回，肺お

よび胸壁に転移したと思われる豚の腎芽腫に遭遇したので，その概要を報告する。

材料と方法

県内と畜場に病畜として搬入された豚（バークシャー，繁殖雌，月齢不明）で繁殖雌豚にしては体格が小

さく，起立不能を呈していた。肉眼観察の後，臓器を 10%中性緩衝ホルマリン液で固定後，常法によりパ

ラフィン切片を作成し，H.E.，マッソントリクロームおよび PAS 染色を施し，更に，ヒストファイン シンプルステインラット MAX-PO(MULTI)（ニ

チレイ）による免疫組織科学的検査を行った。一次抗体にはニチレイ社製の抗ヒト cytokeratin, desmin および

vimentinを用いた。

右腎は原型を留めず小児頭大に膨大，白色硬化し表

面粗造で様々な大きさの結節がみられた。割面充実

性で白色から赤色調で膿瘍らしきものもみられ正常

構造はみられなかった。左腎は正常であった。

肺には全体にゴルフボールからソラマメ大の白色結

節が密発し正常部位が少なかった。

左右胸壁にはソラマメから小豆大に白色から赤色結

節が播種していた。

マッソントリクローム染色では腫瘍組織は結合組織

により胞巣状に区画されていた。
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HE染色では腫瘍組織に４つの形態がみられた。

１つは類円形から楕円形の明るい核を持ち細胞質に乏

しく細胞境界が不明瞭な細胞で，シート状配列を呈し分

裂像が散見された。

２つ目は，類円形から楕円形の明るい核を持ち細胞質

に乏しく，細胞境界が不明瞭でやや泡沫状の細胞で，

敷石状配列を呈し分裂像も散見された。

３つ目は類円形から楕円形の明調からやや暗調の核

で細胞質に乏しい紡錘形細胞で，結合織により胞巣状

に区画され網目状を呈していた。

更に，管腔構造を形成し基底部に明るい核を持つ丈の

高い上皮様細胞がみられる部位もあった。これら形態

においては管腔形成部位よりそれ以外の部位が優位

にみられた。

肺では胞巣状構造は不明瞭で，類円形から楕円形の

明るい核を持つ細胞質に乏しい類円形から楕円形の

細胞がシート状，敷石状および網目状にみられた。

分裂像も散見された。

一部で管腔構造を形成し，基底部に明るい核を持つ

丈の高い上皮様細胞もみられた。
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免疫染色では腎臓は cytokeratinが管腔上皮および類

円形細胞でわずかに一部陽性であった。

bimentinは管腔上皮陰性，類円形細胞陽性であった。

肺では cytokeratinは管腔上皮陽性，類円形および紡

錘形細胞一部陽性であった。

bimentin は管腔上皮陰性，類円形および紡錘形細胞

陽性であった。

desminは全てにおいて陰性であった。

表は広く用いられている，林らによる豚の腎芽腫の

組織診断基準，および V.Grieco らによる豚腎芽腫

の免疫染色態度を抜粋した。

結果およびこれら文献等を踏まえ本症例を腎芽腫

（腎芽型）と診断した。豚と牛では腎芽腫の転移は

希と記載されているが，本症例は血行性に肺へ，肺

から胸膜を介して胸壁に遠隔転移したと思われた。
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