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〈研究報告〉

一食烏処理場における検査で見られた筋胃病変の病理学的検索

小野浩輝・倉持好・佐々木淳・落合謙爾・御領政信T

岩手大学農学部獣医病理学研究室，干020-8550盛岡市上田 3-18-8

要約

廃棄原因と成り得る筋胃病変の理解を深める目的で，食鳥処理場より筋胃病変が認められたブロイラー鶏

の筋胃を収集した。収集は二回にわけで行い，一回目の収集筋胃を A群，二回目を B群とした。収集した

筋胃は，病理組織学的，免疫組織化学的に検索し，一部は鶏腎 (CK)細胞を用いたウイルス分離，分離ウ

イルスを用いた感染実験を行なった。病理組織学的に A群では，ケラチノイド層の変性や壊死，欠損が認

められるものの，粘膜固有層より下層で、は際立つた炎症などはみられなかった。一方.B群では，筋胃腺の

変性・壊死および粘膜下組織，筋層への炎症の波及がほとんどの筋胃で顕著であった。さらに，筋胃腺上皮

細胞中に好塩基性の核内封入体がほとんどの筋胃で認められ，抗アデノウイルス抗体を用いた免疫染色では，

核内封入体に一致して陽性反応を示した。ウイルス分離および感染実験で.B群の筋胃びらんは鶏アデノウ

イルス性筋胃びらんであることが示唆された。これらの結果から，鶏アデノウイルスの関与する筋胃びらん

と関与しない筋胃びらんとでは，病理組織学的な炎症の程度に顕著な違いが認められ，病理発生に相違の

あることが示唆された。

キーワード:ブロイラー，筋胃びらん，鶏アデノウイルス，食鳥処理場

緒 言

筋胃びらんとは，様々な要因によって引き起こされる筋

胃のびらんを主徴とする疾患で，肉眼的には表層のケラチ

ノイド層の隆起，もしくは欠損などが観察され，組織学的

には肥厚したケラチノイド層において，剥離上皮細胞や偽

好酸球，出血などが観察される。びらんが重篤化し組織の

欠損がより深部にまでおよび潰蕩となる場合もある。ブロ

イラーの筋胃は食用に供されているが，食烏処理場では筋

胃びらんや潰蕩は部分廃棄の対象になることがある。これ

らの原因のーっとして，最近では鶏アデノウイルス感染症

fowl adenovirus infection (F AI) 6.10.15)が注目されている。

FAIはグル}プ Iトリアデノウイルスに起因し，筋胃

びらんの他，封入体肝炎，封入体障炎，心膜水腫症候群お

よび呼吸器病といった多様な病態を引き起こすことが報告

されており 6，10) 産卵率低下，増体抑制および呼吸器症状

の一因となる可能性が示唆されている。

アデノウイルス性筋胃びらん1，6.10.15)は，日本では Tanimura

et al.12
)によって 1993年に採卵鶏で初めて報告され. 1998 

年頃からブロイラーで多発した。さらに 2001年には 17日

齢のブロイラー雛での発生が報告1) され，現在若齢ブロイ

ラー雛における死亡率の増加の原因として問題となってい
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る4)。アデノウイルス性筋胃びらんは肉眼的に，筋胃粘膜

におけるびらんと出血が特徴で，組織学的には筋胃粘膜の

腺上皮細胞に好塩基性核内封入体が特徴的に見られる。原

因ウイルスの血清型は 1もしくは 8型に分類されることが

多く，一般的に他の臓器・組織の病変は軽度もしくはほと

んど見られない。

今回，廃棄原因と成り得る筋胃病変の理解を深める目的

で，筋胃病変が認められる野外例ブロイラー鶏の筋胃を食

烏処理場より収集し病理学的に検索をするとともに筋胃

よりウイルスの分離を試み，この分離ウイルスを用いた感

染実験を行った。

材料と方法

1. 野外材料の筋胃

岩手県内におけるーカ所の食烏処理場にてケラチノイド

層にびらんを伴う病変が認められた筋胃を二回にわけでそ

れぞれ別の日に収集した。一回目の収集で得られた筋胃

24個を A群，二回目の収集で得られた筋胃 33個を B群

とした。

2. 病理組織学的検索

野外例の筋胃標本については. 10%ホルマリン液にて固

定を行い，常法に従いパラフインブロックを作製した。こ

れをミクロトームにて 4μmに薄切し. HE染色標本を作

製した。また，抗アデノウイルス抗体を用いた免疫組織化

学的染色およびグラム染色を実施し病理組織学的に観察
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した。

3. 分離ウイルスによる感染実験

1) ウイルス分離

野外例の凍結筋胃材料から，より重度の筋胃びらんを示

すものをA. B群から各5例ずつ選択しガラスホモゲナ

イザーと凍結融解法にて 10%筋胃乳剤を作製した。筋胃

乳剤の遠心上清 (3.000rpm.5分間)をウイルス分離材料

として用いた。

鶏腎 (CK)細胞の調整は，常法に従い初生雛の腎臓を

無菌的に採材し. 0.25%トリプシン液消化にて細胞を分散

し 10%牛胎子血清加イーグル MEM培地に浮遊させて

細胞液とした。これを径60mmシャーレに入れ.37
0

C. 5% 

炭酸ガス濃度環境下で培養した。 72時間後にA. B群各5

例のウイルス分離材料を CK細胞にそれぞれ接種し実体

顕微鏡にて 24時間ごとに細胞変性効果 (CPE)の有無を

観察した。さらに未接種対照を含めてカパースリップ培養

を行い，ウイルス分離材料接種後 72時間でカパースリッ

プを収集し，ブアン固定後，ヘマトキシリン・エオジン (HE)

染色を施し鏡検した。 CPEの発現をもって分離を確認し

た。今回.B群から得られた材料からのみ CPEの発現が

みられたため、ウイルスが分離されたと考えた。このウイ

ルス株を 11528株と命名した。培養上清は-800Cで凍結保

存した。

2)供試鶏

感染実験および組織培養には，研究室で維持している白

色レグホン種鶏由来有精卵を癖化して用いた。

3)感染実験

11528株を 0.1ml (l05TCID50)ずつ，初生雛8羽に大腿

筋肉内接種し接種後7日目に剖検に供した。雌雄鑑別は

行わず，実験雛には水道水を給水し育雛用市販飼料を給

餌した。実験は岩手大学動物実験委員会の承認を得て実施

し，鶏は炭酸ガスによる安楽殺後に剖検した。

4)病理組織学的検索

感染実験群の筋胃，勝臓および肝臓を採材後. 10%ホル

マリン液にて固定を行い，常法に従いパラフインブロック

を作製した。これをミクロトームにて 4μmに薄切し，

HE染色標本を作製した後病理組織学的に観察した。

成績

1. 野外例筋胃の肉眼所見および病理組織学的所見

肉眼的に A群では，ケラチノイド層の脆弱化と，限局

的なびらん(写真 1a)がみられ.B群では，食烏検査の

段階でケラチノイド層がほとんどの症例で剥離されてお

り，残存しているのは 2例のみであった。ケラチノイド層

が剥離された粘膜面では広範な出血およびびらん(写真

1b)が認められた。 A群およびB群における病理組織学

的所見は表 1にまとめである。 A群では，ケラチノイド

層の変性や壊死，びらん(写真2a)が見られるものの，

粘膜固有層より下層では顕著な炎症は見られなかった。細

菌塊も一部に観察され，グラム染色ではそのほとんどがグ

ラム陽性菌(写真 2b)であった。筋胃腺上皮細胞に封入

体は認められなかった。 B群では筋胃腺の変性・壊死およ

び粘膜下組織，筋層への炎症の波及(写真 2c)がほとん

と守の筋胃で顕著だった。さらに 筋胃腺上皮細胞中に好塩

基性の核内封入体(写真2d)が33例中 20例の筋胃で認

められ，抗アデノウイルスに対する免疫組織化学的染色で

は，核内封入体に一致して陽性反応が認められた。

2. CK細胞培養上清を用いた感染実験

1) CK細胞

A群の材料を接種した CK細胞では CPEは認められな

かった。 B群の接種材料を接種した全ての CK細胞で遠心

乳剤上清接種の二代目の培養から，実体顕微鏡下で細胞の

変性・壊死や剥離，円形化が認められ.CPEが確認された。

カパースリップの HE染色標本では. CK細胞の核内に

多数の好塩基性封入体(写真 3)が形成されていた。また，

接種してから 72時間目には多くの細胞の変性・壊死，剥

離が確認された。

2)臨床経過

接種後，臨床的に全羽に著変は認められず，また，剖検

に供するまで死亡例もみられなかった。

3)肉眼病変

筋胃では 8例中 2例に軽度の筋胃びらん(写真4)が認

められた。勝臓では萎縮，斑状退色巣が8羽中 7羽に認め

られた。その他の臓器における病変は認められなかった。

4)病理組織学的成績

病理組織学的検査では，筋胃および勝臓において病変が

認められた。

筋胃では. 8例中 4例において筋胃腺上皮細胞に好塩基

性核内封入体が認められた。封入体が認められた核は通常

の2ないし 3倍に腫大し封入体は核全体を均一に満たし，

核膜反応が観察された。びらん部では，ケラチノイド層の

棚状肥厚，粗意化，筋胃腺上度細胞の変性・壊死が重度に

認められた。粘膜固有層から筋層にかけては，偽好酸球，

リンパ球およびマクロファージの重度な浸潤と，筋層筋線

維の萎縮および頼粒状変性が認められた。

表l. A， B群における肉眼および病理組織学的所見

病変 A群 B群

ケラチノイド層の変性 a) 13/24 2/2 
ケラチノイド層の壊死・欠損 15/24 2/2 
固有胃腺の変性・壊死 3/24 33/33 
細菌塊 3/24 4/33 
胃腺上皮の核内封入体 0/24 20/33 
偽好酸球浸潤 12/24 28/33 
粘膜下組織への炎症波及 0/24 26/33 

a)病変陽性羽数/検査羽数
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写真1. 筋胃の肉眼写真

a:ケラチノイド層の局部的肥厚，脆弱化および限局的な組織欠損(矢印)0(A群)

b:ケラチノイド層の剥離および粘膜面における出血および欠損。(B群)

写真 2 筋胃の組織写真.HE染色

第 52巻 2016 年

a.ケラチノイド層表層における組織欠損，筋胃腺まで波及した病巣。 Bar=500μm(A群)

b:グラム染色による細菌塊。Bar=5∞μm(A群)

c:粘膜固有層における炎症性細胞浸潤および筋胃腺の変性。Bar=500μm(B群)

d:筋胃腺上皮細胞における核内封入体(矢印)0Bar=50μm (B群)

写真 3. プアン固定， HE染色. Bar=50μm. 11528株を接種し

たCK細胞の核内における多数の CowdryA型の封入

体(矢印)。

写真 4. 感染実験で再現された肉眼病変

筋胃びらんおよびケラチノイド層表面における出血。
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勝臓では， 8羽中 7羽に勝臓実質の多発性壊死が認めら

れ，腺房細胞には好塩基性核内封入体が形成されていた。

その他の臓器で著変は認められなかった。

考 察

A群で見られた筋胃びらんでは，封入体が観察きれな

かったこと，筋胃乳剤の CK細胞接種でも CPEは認めら

れなかったことから，鶏アデノウイルスの関与は否定的で

あり，他の要因によるものと考えられた。一方， B群の筋

胃では，粘膜固有層から筋層にかけて重度の炎症が認めら

れ，筋胃腺上皮細胞内に好塩基性核内封入体が観察された。

B群の筋胃から作製した乳剤を培養 CK細胞に接種するこ

とで観察された核内封入体や円形化，細胞剥離といった

CPEはアデノウイルスで観察される CK細胞の CPE6
.10.14)

と一致しており， CK細胞培養上清を用いた感染実験では，

同様の筋胃びらんを再現することができた。さらに，抗ア

デノウイルス抗体を用いた免疫染色でも，封入体に一致し

て陽性を示したことから， B群の筋胃びらんは鶏アデノウ

イルス性筋胃びらん1，10.14.15)であると推察された。

A群における筋胃び嫡については， トリアデノウイル

スの関与は否定され，他の要因を考慮する必要が考えられ

た。筋胃びらんが 1930年代に始めて報告されてから，そ

の発生に関連する要因として先天性因子，絶食，飼料の構

造，砂粒や食物繊維，栄養素(ピタミン E，B6，含硫ア

ミノ酸)の欠乏，飼料に含まれる毒性物質(マイコトキシ

ン，ヒスタミン，ジゼロシン5)) が考慮されてきた3)。ジ

ゼロシンは魚粉の乾燥工程中に製品が過熱されることで，

魚肉中の遊離ヒスチジンが魚肉タンパク質と反応すること

で生成される。ジゼロシンが胃液分泌を克進することで，

筋胃内の pHが低下して筋胃びらんを発現すると考えられ

ている。ジゼロシンによる筋胃びらんは現在でも散発的に

みられる。また，ブロイラーにおける筋胃び嫡と盲腸内に

おけるウエルシュ菌数の増加に関連'性があるとする報告も

ある7)。筋胃粘膜病変の重篤度が上がるとウエルシュ菌数

は有意に増加しまた壊死性腸炎よりも筋胃病変の発現率

が高かった。 A群における非ウイルス性の筋胃ぴ燭の発生

原因についてはこのような様々な要因が関与していること

が推察される。飼育環境などから考えると栄養素の欠乏や

飼料中の毒性物質の可能性は否定的であるが，本研究では

原因の特定には至らなかった。

CK細胞培養上清接種による病変の再現実験では筋胃び

らんを再現することができたが，接種後7日まで臨床徴候

は一切観察されず，死亡例も出なかった。病理組織学的検

索では，筋胃びらんの他に封入体棒炎が観察されたが，

IBHや心膜水腫などは認められなかった。その理由として，

今回の分離材料が筋胃乳剤であったことから，従来の IBH

を引き起こす鶏アデノウイルスとは異なる株が分離された

のではないかと考えられた7)。筋胃びらんの発現およびそ
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の後の経過に関しては，過去の報告1.9.14) と一致していた。

鶏アデノウイルスは，遺伝学的特徴をもとに 5種に分類

され，さらに 12の血清型に分類されている10)。筋胃びら

んは血清型 1，8型で多く見られ，心膜水腫は血清型4型，

IBHは血清型 2，8， 11型の株で多く見られる傾向がある

とされる7)。そのため，今回分離した 11528株は血清型 l

型もしくは 8型であると予想されるが，その同定には至ら

なかった。

本研究では，鶏アデノウイルスの関与する筋胃びらんと，

関与しない筋胃びらんとでは，病理組織学的に見た炎症の

程度に顕著な違いが認められた。アデノウイルス性筋胃び

らんでは，炎症は重度で，多くの偽好酸球を含む炎症性細

胞が粘膜固有層から筋層にかけての広い領域に認められ

た。一方で，アデノウイルスの関与しない筋胃びらんでは，

炎症は軽度から中等度で，偽好酸球を含む炎症性細胞が粘

膜固有層に主座して認められた。病変にさらに細菌塊が

伴った場合，炎症は中等度に進行するものの，粘膜下組織

への波及はほとんどなく，アデノウイルス性病変と区別さ

れ得ることが推察された。
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Pathological Investigation of Gizzard Lesions Found During a Slaughterhouse Inspection 

Hiroki Ono， Konomi Kuramochi， Jun Sasaki， Kenji Ochiai and Masanobu Goryo 

Department of Veterinary Pathology， Faculty of Agriculture， Iwate University， 

Ueda 3-18-8， Morioka， Iwate 020-8550 

Summary 

Samples of diseased gizzards were collected from a slaughterhouse to obtain a better understanding of gizzard lesions that could 

cause elimination in a slaughterhouse. Samples were collected twice. The first samples were included in group A. and second samples 
were included in group B. These samples were巴xaminedpathologically and Immunohistochemically. Some samples were used for 

viral isolation using chicken kidney (CK) cells. In addition， a viral culture supernatant fiuid was used for an inoculation experiment. 
Histopathologically， marked inflammation under lamina propria was not found in group A. although degeneration， necrosis， and 

defects were found in the keratinoid layer. Most gizzards had marked degeneration and necrosis of the proper gastric gland and 

invasion of infiammation into submucosa and the muscular layer in group B. In addition， basophilic intranuclear inclusion bodies were 

found in glandular epithelial cells of most gizzards. The inclusion bodies tested positive for antiadenoviral antibody by 

immunostaining. It was suggested也atgizzard erosion of group B might be caused by adenovirus through virological examination 

using CK cells. These results suggest that there may be significant di旺'erencesin histopathological severity of infiammation between 

gizzards with and without adenovirus infection. 
(J. J pn. Soc. Poult. Dis.， 52， 175-179， 2016) 

Key words : broiler， gizzard erosion， fowl adenovirus， meat inspection 
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