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く解 説＞

家禽の真菌症の病理

山本 佑

農研機構動物衛生研究部門，〒305-0856茨城県つくば市観音台 3-1-5

要約

鳥類において真菌症は発生頻度の高い感染症である。鳥類の真菌症は多くが日和見感染で，鳥の健康状態

が悪化した場合や抵抗力の低い幼鳥に発生しやすい。哺乳類の真菌症と比較すると，鳥類の真菌症の原因と

なる菌種は少ない。鶏ではアスペルギルス症とカンジダ症が発生しやすい。アスペルギルス症の一般的な病

型は，胞子を吸入することに始まる呼吸器感染症であり，罹患した鶏の肺や気嚢に黄白色結節がみられるこ

とが多い。病理組織検査では，病巣において隔壁と分岐構造を持つ糸状菌が観察される。カンジダ症は，体

内常在菌が過剰に増殖し組織傷害を起こすものである。一般的に上部消化管の粘膜が罹患し，重症例では白

色苔状の肉眼病変を生じる。組織学的に，カンジダ症では粘膜の病巣に酵母と菌糸様構造物の両者が観察さ

れる。鶏において接合菌症はまれである。真菌症を診断する際は，病理検査と培養検査の結果を照合するこ

とで高い診断精度が期待できる。

キーワード：病理家禽真菌症

はじめに

真菌症は，俗にカビや酵母とよばれる病原微生物による

感染症である。鶏において真菌症は発生しやすい疾病であ

り，アスペルギルス (As)性肺炎とカンジダ (C)性喋嚢

炎が多い14)。鳥類の真菌症は多くが日和見感染で，鳥の栄

養状態が悪い場合や免疫が未発達な幼鳥で発生しやす

ぃ14)。また過剰なストレスを受けた場合や，免疫力の低下

を起こす感染症に罹患した場合も真菌症が発生しやすくな

る14)。環境要因も重要であり，例えば鶏舎内に真菌による

重度の汚染がある場合は，真菌症の発生率が高まる恐れが

ある叫

本解説記事では，家禽の真菌症と病理所見について一般

的な知見を概説する。なお，一部の菌種はカビ毒（マイコ

トキシン）を産生し，飼料を汚染することで間接的に家禽

の生産性に悪影響をもたらすことがある。この病態は感染

症ではなく中毒に分類される。カビ毒に関しては別の解説

記事にまとめられている28¥

1. 家禽の真菌症とその診断

2017年の時点で，真菌には 12万程度の菌種が知られて

いる21)。土壌などの自然環境から分離される菌種の大多数

は30℃以上での発育が悪い中温菌である66)。しかしなが

ら，真菌には好温菌（好熱菌）， thermophilicfungiと呼ば

れる， より高い温度で発育できる菌種が存在する66)。人や
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動物に感染し真菌症を起こす菌種は．宿主の体温域で発育

可能な好温菌に該当する66)。例えば人に対して病原性を

持つ真菌は 300 種程度とされており 15)• その中で医療現場

で一般的に遭遇する菌種となるとごく少数に留まる。人や

哺乳動物の真菌症と比較すると．鳥類の真菌症の原因とな

る菌種は少ない。鳥類の体温は通常40-42℃であり，人や

哺乳動物の体温よりも高い。したがって．鳥類の体内で発

育可能で．かつ起病性を有する菌種の数は更に少なくなる

ことが推測される。すなわち，鳥類はその高い体温によっ

て真菌感染に対する抵抗性を有しているといえる9)。また

真菌は高湿度，低通気性，暗所な環境で繁殖しやすい。鳥

類の生息環境に多く分布する菌種は，鳥類に真菌症を起こ

す可能性が高くなることが想定される。

家禽の真菌症の診断には培養検査や病理検査が有効であ

る73)。鶏の As性肺炎や C性喋嚢炎では，特徴のある肉眼

病変を形成することがあり，病理解剖時に真菌症を疑える

場合がある。解剖時に真菌感染の疑いのある病巣の捺印標

本を作成し，顕微鏡で観察することで真菌の存在を確認で

きる場合がある。

培養検査によって鶏の病巣から真菌が分離された場合

は，その真菌の形質や遺伝子などを検査して菌種の同定が

なされる73)。真菌の培養や遺伝子検査を行う際は，環境中

に飛散する菌や体内常在菌によるコンタミネーションに注

意する。 PCR法による遺伝子検査では，各菌種に特異的

な遺伝子を検出する方法や．すべての真菌に共通するリボ

ソーム RNA遺伝子などの塩基配列を確認して菌種を判定

する方法がある。

-166-



病理解剖で採材した臓器からパラフィン包埋切片を作成

し顕微鏡で検査する病理組織検査は，病巣に真菌の存在を

視認できるため，真菌症の診断根拠としての意義が大きい。

病理組織学的な所見と培養検査の結果とを照合することで

診断の確度が高まる。

真菌症では，真菌の発育と，これに伴う蛋白質分解酵素

や毒性代謝産物などの放出による組織傷害，また真菌に対

する炎症反応が組織病変の形成に関与する。家禽の真菌症

の原因となりうる菌種の組織形態学な特徴を確認しておく

と良い。真菌の生活環には無性世代と有性世代がある73)。

まれな例外はあるが59)' 動物の体内に感染した真菌は通常

無性世代を繰りかえすため73¥ 感染動物の病理組織検査で

観察される真菌の形態学的な多様性は乏しい。真菌は，そ

の形態によって分岐構造をもつ菌糸からなる糸状菌と，円

形の酵母に大別される73)。無性世代の糸状菌は，菌糸に連

続して形成される生殖器官（分生子頭や胞子嚢など）を介

して多数の胞子を菌体外に放出し，着生した胞子が発芽し

新たな菌糸を生じる73)。酵舟は出芽という形式で新たな細

胞を生じる73)。ヘマトキシリン・エオジン染色標本で菌体

の判別が難しい場合は，グロコット染色や PAS染色（過

ョウ素酸シッフ反応）を施した標本で確認する 19)。蛍光顕

微鏡を用いて真菌共通の多糖類を検出する試薬もあるが，

接合菌への反応が悪いとされる29)。観察された真菌の形態

や罹患臓器などから原因菌を推定できると良い。

病理組織検査法の 1つである免疫染色によって菌種の判

定を試みることがある19)。特異性の高い一次抗体を用いる

ことで，真菌の属レベルの判定が可能な場合がある。ただ

し，使用する一次抗体の特異性を事前に検証しておく必要

がある。免疫染色で真菌の種レベルの決定は現実的ではな

ぃ。病理組織検査用のパラフィンブロックを用いて真菌の

遺伝子検査を行い，菌種判定を試みた報告もある 19,37,42)0 

パラフィンブロック中の遺伝子は保存性が悪く断片化して

いることが多い。検査が可能かどうかは遺伝子の保存状態

に影響されるので，適切な PCRプライマーを選択して試

行してみるしかない。検査に十分な遺伝子量をパラフィン

ブロックから抽出することも重要である。

近年真菌の分類の再編が進んでおり，一部の菌種の分類

名が変更された例もある60,72)。真菌症の症例報告などを行

う際は最新の知見を確認しておく。

2. 家禽の真菌症各論

I) As症

鳥類で最も発生しやすい真菌症である14)。鶏のほか，ウ

ズラ22,58)' アイガモ45)' ダチョウ48)' 七面鳥13)などさまざま

な家禽で報告がある。鶏における As症の多くがAspergillus

fumigatusを原因とする4,5,14,63)。次いでA.flavus, まれに

他の菌種 (A.niger, A. terreus, A. glaucus, A. nidulans 

など）が原因となる5,14)。一事例から複数の As属菌種が
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分離されることもある2)。A.fumigatusは45℃以上で発育

可能な好温性を持つが，他の一般的な As属菌種の発育適

温域の上限は 45℃より低い5,31. 33. 66)。As属菌の胞子は鶏舎

環境（空気，飼料，敷料など）から頻繁に分離される2,8,56,68)0 

海外の鶏舎の空気サンプルを検査したところ，最も頻繁に

分離された As属菌はA.fumigatusであった8)。

As症の一般的な病型は呼吸器感染症である。 As属菌の

感染は，鶏舎内で飛散する胞子を鶏が吸入することで始ま

り14)' 吸入された胞子が肺や気嚢などの呼吸器に定着し発

育する。 A.fumigatusの胞子は直径2-3μmであり，他の

As属菌種の胞子よりわずかに小さいため鳥の呼吸器の深

部まで吸入されやすいとされる4,14)。鳥類の気嚢は高温で

酸素に富む広大な空間であり，一部の上皮細胞は線毛を保

有しないこともあり As属菌の発育に適した環境である。

また，鳥類は喉頭蓋を欠き病原体が呼吸器へ侵入しやすい

こと，横隔膜を欠くため病原体を排出する咳反射が起こら

ないこと，正常時の気道マクロファージが少ないことなど，

いくつかの鳥類の解剖学的特性がAs症の素因となるとす

る意見もある35,63)。

経過によって， As症を急性型と慢性型に分ける4,14)。急

性型は幼鳥に多く，罹患率や死亡率が高い。臨床症状は非

特異的で，開口呼吸や頻呼吸などの呼吸器症状が認められ

ることが多いが慢性型は成鳥における散発的な発生が多く，

削痩や発育不良などがみられる4,5,14)。重症例では，呼吸器

感染後に真菌の血行性の体内伝播が起こり，脳や眼のほか

全身の諸臓器に感染が広がる2,14)。脳炎を生じると斜頚や

運動失調などの神経症状がみられる14)。他の病型として，

皮膚炎，角結膜炎，眼球炎，骨関節炎のほか，幼雛の腑帯

炎鶏胚の感染などの報告もある5,12, 14, 40, 44)。

As症の肉眼病変は，肺や気嚢における数mmの黄白色

結節としてみられることが多い（写真 1)。気嚢が罹患す

ると炎症により肥厚し混濁する。気管炎は鳴管に起こりや

すく，内腔に乾酪様物質が集積することがある。

As属菌の一般的な組織学的な形態は，細幅 (3-6μm)

で隔壁のある菌糸であり，鋭角 (45度もしくは Yの字と

も称される）の分岐構造がみられる33)。As症の組織病変

を結節型（肉芽腫型）と浸潤型（び漫性型）に分類するこ

とがあり，症例によっては両病型が同時にみられる場合も

ある6)。結節型病変では，肺の気管支などに一致して，菌

糸を伴う大小の壊死巣が形成され，炎症細胞（マクロファー

ジ，多核巨細胞，偽好酸球）と肉芽組織が周囲を取り囲む

（写真 2)。浸澗型病変は正常組織の境界が不明瞭で，広範

囲な壊死を伴いながら大量の菌糸が浸澗しており， しばし

ば菌糸の血管への侵入も観察される。血管病変を中心に

As属菌が放射状に配列することがある33)。As症では胞子

を伴う分生子頭が観察される場合がある（写真 3)33)。分

生子頭は，空気に触れる領域である気管支腔や気嚢のほか，

肺の壊死巣の融解部などの空洞領域において形成される19)。
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写真 1. 鶏の幼雛のアスペルギルス症で，多数の小さな黄白

色結節が胸壁にみられる。小笠原房恵原図。

写真 2. 肺の傍気管支に一致して形成されたAspergillusflavus 

による結節型病変。中心部には菌糸 （矢頭）を含む

壊死産物があり ，これを取り囲むようにマクロファー

ジや多核巨細胞 （矢印）に よる炎症細胞浸潤と肉芽

組織の増生が観察される。ヘマトキシリン・エオジ

ン染色。

病理組織検査で分生子頭がみられた場合， As属菌の感染

である可能性が非常に高い。As属の菌種によって分生子

頭の形態に若干の相違があり ，培養時には菌種同定の指標

の 1つとなる33)。As属菌による呼吸器病変にシュウ酸カ

ルシウム 結晶が沈着する場合がある。人医領域では A.

niger感染時の結晶の沈着がよく知られているがl9), 鳥類

の As症では他の菌種の感染でも沈着が起こる47)。

家禽舎に使用する敷料と， As症の発生に関連を見出し

た報告が多数みられる。敷料と して用いられたオガクズ13),

キノコ栽培用の廃菌床20.26.30), コーヒー粕16)' ひまわりの

種の殻76)などが As症の誘因とみられた事例がある。これ

は飼育方式によっては真菌の増殖に適した鶏舎環境が生

じ，As症が発生しやすくなる可能性を示している4.5.l4) 0 

゜

写真 3.肺の大型壊死巣の中心部で観察されたAspergillus

fumigatus。隔壁（矢頭）を持つ菌糸と，多数の胞子

を持つ分生子頭（矢印）が認められる。断面によ って，

菌糸は円形にみえるので酵母と誤認しないよう注意

する。グロコット染色。

敷料の変更に より As症の発生が終息した例がある26.30.76) 0 

As属菌の胞子はあらゆる所で飛散しており ，養鶏施設

で飛散する胞子を根絶することは不可能である。鶏におけ

る胞子の吸入が即発症に至るわけではなく，鶏が大量の胞

子に暴露されたり，鶏の抵抗力が低下 している場合に真菌

症は起こりやすくなる。 したがって施設の換気や洗浄など

の励行により真菌の汚染が少ない鶏舎環境を保つ こと や，

鶏のス トレスを低減させ良好な健康状態を維持する飼育管

理などが対応策と して検討される。

2) C症

c属菌は動物の上部消化管の常在菌である 14)。ある調査

では，健康なブロイラーのI榛挺からの C属菌の分離率は

平均 32%(範囲： 17-51%) で，分離菌種 としては Can-

dida albicansが全体の 95%を占め，残る 5%はさまざま

な菌種 (C.catenulata, C. guilliermondii, C. parapsilosis, 

C. salmonicola)であった71)。体外に排泄されたとみられ

るC属菌が家禽舎の環境サンプルから分離された報告も

ある 17.56)。鶏の C症の病変は暖巌に生じやすく，原因菌と

して C.albicansが最も多い14)。喋殺真菌症という用語は，

一般的に C属菌による疾病を指す14)。4例の鶏の喋毅の C

症の検査では，全例か らC.albicansが分離され，内 l例

では C.parapsilosisも分離された71)。ただし， C属菌は常

在菌であるため培養検査の結果の解釈には注意が必要であ

る。多量の菌が分離された場合には診断的意義がある 14)。

珍しい病型と して，C.albicansによる皮膚炎が鶏の肉冠

やウズラの趾蹄にみられている46,53)。七面鳥では，C.

tropical isによる肺炎や39), 上部消化管からの C.rugosa分

離例などもある32)。

C. albicansは，酵母，仮性菌糸， 真性菌糸の形態を示

しうる菌種である33,64)。仮性菌糸は，出芽により円形の酵
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写真 4. I紫器の重層扁平上皮に感染する Candidaalbicanso 

上方には濃染する小型円形の酵母が多数みられ， 一

部で出芽像が認められる （矢頭）。下方には菌糸様構

造物がある。やや太めの菌糸の隔壁様構造にくびれ

を伴う場合は仮性菌糸の可能性がある（矢印）。グロ

コット染色。

母（母細胞）から新たに産出された酵母（娘細胞）が分離

せず連鎖状に連なったまま，細胞が引き伸ばされることで

菌糸のようにみえる形態である57.73)。C.albicansの酵母型

は体内常在時の基本形態であり，通常粘膜表面で静かに生

息しており病原性は発揮しない64)。一方，周囲環境の変化

などが刺激となり仮性菌糸や菌糸の形態を生じるにつれ

て， C.albicansは上皮侵入性や高い栄養要求性などを示す

ようになり，病原性に関わる遺伝子の発現も増加する64)0 

C属の多くの菌種が酵母と仮性菌糸の形態を示すが，真性

菌糸を生じる病原性 C属菌は C.albicansと，これに近縁

な C.dubliniensis, C. tropicalisなどに限られる57.64)。な

お C属の分類は現在再編成が検討されている60¥
鶏の C症は散発的である 14)。症状はあっても非特異的

であり，無症状で推移することもある。一般的に口腔から

喉誤にかけての上部消化管の粘膜が罹患し，重症例では肉

眼病変を生じる。喋毅は最も罹患しやすく ，特徴的な白色

の偽膜様苔状病変が形成される 14,43)。

組織学的には， C症の病変は粘膜表層に留まることが多

い。上部消化管粘膜の重層扁平上皮に角化尤進を伴う過形

成があり，酵母および菌糸様構造物の両者が観察されるこ

とが特徴である（写真 4)。感染が粘膜上皮層に留まる場

合は炎症反応は乏しい。C.albicansの仮性菌糸と真性菌

糸の組織学的な鑑別は難しいかもしれない。仮性菌糸の特

徴として，隔壁のようにみえる部位（酵母の連結部）に一

致してくびれがある点や，仮性菌糸を構成する個々の細胞

では中央部が連結部よりも幅広である点などがある64)。真

性菌糸は菌糸幅が細く 一定で，隔壁にくびれは生じない64¥

C属菌が常在菌であることから，鳥の健康状態や免疫力

の低下，抗生物質投与による常在菌叢の変化などが C症
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の誘発因子となる 14)。栄養状態が悪く発育が悪い個体では

c症が発生しやすいので，適切な飼養管理が対策として重

要である。

3) 接合菌症

近年の分類改訂により接合菌門は解体されたが四接合

菌症という用語は未だ便宜的に用いられているので本稿で

も使用する。下等菌類に相当する接合菌には， Lichtheimia

（旧属名 Absidia)属菌， Rhizopus属菌， Rhizomucor属菌

Mucor属菌など多様な菌が含まれる。Mucor属菌を除く

前 3属には，発育至適温度の上限が50℃に達する菌種も

ある33)。海外の七面鳥舎の環境サンプルの調査では，A.

Jumigatusと同程度に Lichtheimiacorymbiferaが頻繁に

分離されている17)。

烏類における接合菌症はまれである。鶏の事例報告も少

ないが， L.corymbiferaやRhizopusmicrosporus (R. micro-

sporus var. chinensis)による肺炎や3・24l, Rhizopus属菌に

よる全身感染の報告がある41)。菌種の同定に至らず単に接

合菌（ケカビ）による肺炎として報告された事例もある 1.38)0 

また接合菌に類似した真菌を伴う鶏の胸椎炎や大動脈炎の

報告があるが51.70), 菌種や詳細な病理発生は不明である。

ある事例報告では，肺炎の鶏から A.fumigatusとともに L.

corymbiferaが分離されたが，病理組織検査で As属菌し

か確認できなかったとして， L.corymbiferaの病態への関

与は否定されている75)。アヒルやダチョウなどでも接合菌

症の報告がある 14¥

病理組織学的に，接合菌に共通する一般的な形態学的特

徴は，非平行性の幅広 (6-15μm)な菌糸を持ち，直角 (90

度）の分岐構造がみられることである 19.33.73)。菌糸の隔壁は

非常にまれで間隔も不規則であるため，菌糸の変形が起こ

りやすい33)。なお真菌培養の際は，培養が古くなった場合

に隔壁が胞子痰柄周辺などに生じるとされる33)。一般的に

接合菌は血管侵襲性が強く複数の臓器へ拡散しやすいが33),

As属菌も血管内に侵入することがあるので菌の形態に基

づく鑑別が必要である。非常にまれな所見として叫 鳥類

の接合菌症の病理組織検査で胞子媒が観察された報告があ

る叫

4) 黒色真菌症

肉眼的にメラニン色素産生による黒色コロニーを生じる

真菌を黒色真菌と称する33.73)。黒色真菌には多様な菌種が

含まれる。病理組織検査では HE染色標本で褐色～黒色の

真菌が観察されるため， 黒色真菌症を疑うことは可能であ

る。種の同定には遺伝子検査や培養検査を必要とする。

まれな事例とみられるが，海外では黒色真菌である

Ochroconis (旧属名 Verruconis,Dactylaria) gallopavaが

鶏や七面鳥ウズラなどに脳炎を起こした報告があ

る7.14.49,50. 55. 62. 74)。本菌は好湿性の糸状菌であり，温泉や事

業場の排水，家禽舎の堆肥などの温暖な環境サンプルから

分離されている62.69.74)。本菌は分類学的に流動的であるた
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め，文献によって属名の表記が異なることに注意す

る34,54)。

5) クリプトコッカス (Cr)症

通常 Cr属菌は土壌などの環境中に分布している25)。一

般的に高体温の鳥類の体内で Cr属菌は増殖しにくいとさ

れる23,65,67)。Cr属菌を鳥類の消化管で検出した報告がある

が，体内常在菌なのか通過菌なのか議論がある52)。Cr属菌

の増殖可能な温度域は．菌種や株によっても違いがある52¥

一方，鳥類の糞便には環境中の Cr属菌の増殖を盛んにす

る成分が含まれているとされ25,36,73)' 体外に排泄された鶏

やハトなどの糞便から Cr属菌が分離されることがあ
る25加，36,65,73) 

鳥類の Cr症は非常にまれである。鶏の Cr症の野外事

例はハンガリーでの一報告しかみあたらない18)。この鶏の

事例の英文抄録によると， 26週齢の採卵鶏 1羽で Cr属菌

を伴う気管炎や肺炎が認められたとされる18)。別の文献で

はCr属菌の感染実験で鶏が発症したとする引用がみられ

るが10). 該当の元文献の入手が困難で詳細は不明である。

家禽ではないが．インコ，オウム，ハトなどで Cr症が確

認されている36,67)。インコやオウムの Cr症では，顔面の変

形や結節性病変に至る鼻炎や副鼻腔炎，肺炎が多く．まれ

に全身に感染が広がった報告がある36)。Cr属菌の基本的

な組織学的形態は．英膜を伴う円形の酵母（通常4-lOμm)

であり， しばしば基部の狭い出芽像が観察される19,33,73)。

おわりに

真菌症は日和見感染が多いため．真菌症が発生した際は

これを誘発した背景要因がないかを検証したい。家禽では

As症と C症が起こりやすいため．両者の典型的な病型や

病理所見を確認しておく良い。診断の際は，病理組織検査

と培養検査の結果を照合して正しい診断に至ることが望ま

しい。
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Mycoses in Poultry 

Yu Yamamoto 

National Institute of Animal Health, 3-1-5 Kannondai, Tsukuba, Ibaraki 305-0856 

Summary 

Avian mycoses are common in poultry. They are usually opportunistic infections that occur in young or unhealthy birds. 

Aspergillosis and candidiasis are common mycoses in chickens. Aspergillosis of chickens usually results from the inhalation of fungal 

conidia and affects the respiratory system including the lungs and air sacs. Small white-yellow nodular lesions can be observed at 

necropsy; these lesions are histologically composed of necrotic debris, inflammatory cells, and branching hyphae. Candidiasis affects 

the upper-digestive tract mucosa. The causative agent of candidiasis is histologically observed as both small yeasts and hyphae-like 

structures. Zygomycosis is rare in chickens. Diagnosis should be based on the results of pathological examinations and fungal culture. 

(J. Jpn. Soc. Poult. Dis., 54, 166-172, 2018) 

Key words : mycosis, pathology, poultry 
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