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《研究報告》

解化時にみられた採卵鶏ひなの背後方屈曲(頚曲がり)

有藤朔平 ・御領政信t.佐々木淳 ・斎藤文也l).山中綾子0・岡田幸助

岩手大学農学部獣医病理学研究室，干020-8550盛岡市上回 3-18-8
1)小岩井良牧(株)技術研究センタ ー，干020-0507岩手県岩手郡雫石町丸谷地 36-1

要約

解化直後から一過性に頚が背後方屈曲 (頚曲がり )，後弓反張様姿勢を示し，重度の倒体のほとんと

が，強ffjlJ給餌・強制飲水を行わなければ致死的経過をたどる採卵鶏ひな群に遭遇した。今回，頚曲がり

の症状の発生病因を明らかにし，遺伝的背景を明らかにすることを目的として，病理学的に検索すると

ともに飼育実験を行った。実験群は，初生の発症ひな (A群)，症状を示し強制給餌・強制給水を行い 18
日間飼育したひな (B群)，約 6カ月間飼育した発症ひなを未発症の雄と交配し，採取した有精卵を解卵

器に 19日聞入れた解化直前のひな (C群)，約 6カ月間飼育した発症ひなを未発症の雄と交配し，採取

した有精卵を解化させて得られた初生ひな (D群)の 4群を設定した。A群では 12/22例において錯綜

筋に変性した筋線維の筋貧食像が認められた。B群では経過観察中に症状は次第に軽度になり， 18日齢

ではすべての個体で起立不能が解消され，組織学的にも筋変性の回復が認められた。C群では筋変性 ・

清掃反応は認められなかった。D群では症状の発現が l例認められ，組織学的に 10/29例において錯綜

筋における筋線維変性 ・清掃反応が認められた。

キーワード:頚曲がり，錯綜筋，筋線維変性，清掃反応

緒 区司

解化直後から起立不能，脚弱などの臨床症状を示す疾

患としてはビタミン E欠乏症5.8.9)や鶏脳脊髄炎1.3)など

が知られている。ビタミン E欠乏症の特徴病変は脳軟化

症や骨格筋の硝子様変性が特徴となっており，鶏脳脊髄

炎では中枢神経に中心性虎斑融解を特徴とする非化膿性

脳脊節炎が認められる。また，瞬化直後から骨格筋に病

変を示す遺伝性疾患としては，ニューハンプシャ一系の

鶏や七面鳥にみられる遺伝性筋症5)が知られている。 遺

伝性筋症は瞬化後から 100日齢頃までみられ，筋線維の

著明な大小不同および環状線維 (ringedfi ber)が特徴

的な疾患である。しかし，今回これらの疾患とは異なる

病態を示す症例が発生した。解化直後より背後方屈曲

(頚曲がり)の症状を示し，採食 ・飲水が困難であり，重

症例では強制給餌・強制飲水を施さなければほとんどの

個体は致死的経過をたどった。今回，頚曲がりの症状の

発生病因を明らかにすることを目的とし病理学的に検索

するとともに，飼育実験を行い頚曲がりの経過観察を
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行った。さらに遺伝的背景を明らかにすることを目的と

して発症ひなを長期飼育し，発症ひな由来のひなを採取

し病理学的に検索した。

材料と方法

l. K瞬化場における頚曲がり発症率

ある種鶏における雌雄鑑別時の頚曲がり発症率は表 1

に示す通りである。雌における発症率は 0.09%から

吋.36%であった。雄に関しては検査していないので発症

率は不明であった。

2. 実験鶏

A群:症状を示した K解化場由来の初生ひな 22羽を

剖検に供した。剖検後，検体の全身諸臓器を採材した。

B群:症状を示した K解化場由来の初生ひな 22羽を

18日間飼育 ・観察した。採食・飲水が困難な個体には強

制給餌・強制飲水を施し，経過を観察後，部l検に供した。

C群.症状を示した K解化場由来の雌の発症ひな 4

羽に強制給餌-強制飲水を施し約 6カ月間飼育後，未発

症の雄と交配し，発症ひな由来の有精卵を 14個採取し

た。解卵器に入れ 19日目の有精卵からひなを取り出し，

剖検後，検体の頚部骨格筋を採材した。

D群症状を示した K解化場由来の雌の発症ひな 4
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表 l 種鶏ロットにおける頚曲がりの発症ひな数

種鶏ロット 解化数 (♀)

33週齢 7，854 

42週齢 5，310 

45週齢 14，766 

50週齢 8，262 

羽に強制給餌 ・強制飲水を施し約 6カ月間飼育後，未発

症の雄と交配し，発症ひな由来の有精卵を採取した。有

精卵を癖化させ得られた初生ひな 29羽を観察後， :gJJ検

を行い，検体の頚部骨格筋を採材した。

3. 病理組織学的検索

材料を 10%ホルマリン液にて固定後，定法に従いパ

ラフィン包埋プロックを作製した。これを 4μmに薄切

した後，へマトキシリン ・エオ ジン (HE)染色を施し，

光学顕微鏡にて病理組織学的に検索した。

4 免疫組織化学的検索

一次抗体には， n型筋線維 (fasttwitch fiber)を特異

的に染める anti苧 humanSERCA1 mouse monoclonal 

antibody clon巴(1: 500， Vector Laboratories)および

I型筋線維 (slowtwitch fiber)を特異的に染める anti-

human SERCA2 mouse monoclonal antibody clone 

(1 : 500， Vector Laboratories)を使用した。予備実験と

して人の骨格筋を陽性対照とし，鶏の骨格筋における

cross-reacti vi tyを証明した。4μmに薄切した組織切片

を脱パラフィン後， 3% H202/メタノールと室温で 5分

間反応させ， PBS洗浄を行った。緩衝液で一次抗体を希

釈し， 4
0

C，一晩反応させた。翌日， PBS洗浄を行い，

LSAB+キット!HRP(Dako)を室温で各 15分間反応さ

せ， PBS洗浄。DABと約 3分間反応させ，蒸留水洗浄

後，ヘマトキシリンで対比染色を行った。

成 績

l. 臨床所見

A群の初生ひなは様々な程度の症状を示しており，多

くのひなは後弓反張様の姿勢で横臥，重度のひなは起立

不能，軽度のひなは間欺的な症状発現を示した。

B群でも A群と同様に，症状を示した初生ひなは様々

な症状を示しており，多くのひなは後弓反張様の姿勢で

横臥していた。日齢の経過とともに頚曲がりの症状は次

第に回復を見せ， 2羽の瀕死剖検例 (6日齢)を除いて 18

日間で症状はほぼ回復した (写真1)。回復の速度に個体

差が認められ， 1日齢で症状の回復が認められたものか

ら18日齢でもわずかに症状の残ったものまで様々で

発症ひな数 発症率 (%)

28 0.36 

7 0.13 

13 0.09 

19 0.23 

あった。一見正常に見える個体においても 11/20で採

食 ・飲水時にのみ頚を背後方に異常に曲げるという共通

の症状が残った。経過観察 6日目で，重度の頚曲がりの

症状を示したひな 2羽が，他のひなに踏まれて瀕死で

あったため剖検に供した。

C群の剖検に供した解化直前のひなは 14羽で，全例

で肉眼的に病変は認められなかった。

D群では瞬化したひなは 29羽で，頚曲がりの症状を

示したものは l例のみであった。

2. :gJJ検所見

A群の頚部骨格筋は黄色水腫が重度であった (写真 2)

が，これらの変化は未発症対照群 (A群と同時に解化し

症状を発現してないひな)でも同程度に認められ。頚部

骨格筋以外の全身諸臓器に肉眼的変化は認められなかっ

Tニ。

B若手では 18日間経過観察群の頚部骨格筋に水腫は認

められず，その他の全身諸臓器にも肉眼的変化は認めら

れなかった。瀕死剖検を行った 2例に軽度の水腫が認め

られた。

C群の頚部骨格筋に黄色水腫が全例において認められ

たが，これらの変化は対照群 (A群の未発症ひなを成鶏

になるまで飼育し，有精卵を瞬卵したもの)でも同程度

に認められた。その他の全身諸臓器に肉眼的変化は認め

られなかった。

D群では全例に頚部骨格筋の黄色水腫が認められた

が，頚曲がりを発症した l例は特に重度であった。

3. 病理組織学的検索

A群の頚部骨格筋の筋束悶水腫は未発症対照群とと

もに共通して認められた。錯綜筋においてのみ筋線維の

変性・巣状壊死が認められ，さ らにマクロファージによ

る変性した筋線維の筋食食像(清掃反応)が 12/22で認

められた (写真 3)。マクロフ 7ージによる清掃反応の程

度は個体差が大きく，ぴ漫性に反応しているものから，

限局性に反応しているものまで様々であった。脳や頚髄

をはじめとする全身諸臓器には，組織学的に病変は認め

られなかった。マクロファージによる変性した筋線維の

筋食食像は，未発症対照群には認められなかった。
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写真 1. 発症ひなの経時的観察 (8群)

OD 解化直後は頚が背後方に曲がったまま横臥し起立困難の症状を示している。

4D: 4日目には起立歩行はできるが，間欠的に頚曲がりの症状を示している。

10D:頚曲がりの症状は消失しているが，飲水時に時折症状を示している。

14D 頚曲がりの症状はほぼ消失している。

写真 2. 9降化直後の発症ひな (A群) の頚部骨格

筋肉眼像

頚部骨格筋に黄色水腫が認められる。

11 

写真 3. 9降化直後の発症ひな (A群) の錯綜筋組

織像 (HE染色強拡大像倍)

筋束聞における水腫および筋線維の変性，

巣状壊死が見られ，壊死筋線維に対して

マクロファージが反応している。
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B群の 18日間経過観察群では，組織学的に頚部骨格

筋の筋束間水腫は認められなかった。錯綜筋において，

筋線維の変性 ・清掃反応は認められなかった(写真 4)。

瀕死剖検を行った 2例の錯綜筋において， 2/2で筋線維

の筋変性，マク ロフ ァージによる清掃反応および筋線維

の萎縮がび漫性に認められ，部分的に筋線維の修復像も

認められた。

C群では全例において錯綜筋に水騒が認められたが，

筋変性およびマクロファージによる清掃反応は認められ

なかった。

D群では発症した 1例は組織学的にも重度の筋束間水

腫が認められ，錯綜筋の筋変性は著しく ，マクロファー

ジによる清掃反応も重度であった。 10/29例において錯

綜筋に軽度の筋変性およびマク ロファ ージによる清掃反

写真 4. 18日経過観察群 (B群)の錯綜筋組織像

(HE染色強拡大像倍)

水腫および筋変性 ・清掃反応は認められ

ず，正常な筋束になっている。

応が認められた。

4. 免疫組織化学的検索

SERCA 1あるいは 2による染色結果は写真 5に示す

通りである。 I型筋線維 .n型筋線維ともに清掃反応が

行われており，線維型による差異は認められなかった。

考 察

頚曲がり発症初生ひなである A群においてのみ 12/22

例で頚部骨格筋に病変が認められた。神経細胞をはじめ

とする中枢神経組織に病変は認められず，中枢神経にお

ける中心性虎斑融解と囲管性細胞浸潤を特徴とする鶏脳

脊髄炎，および脳軟化症を引き起こすビタ ミン E欠乏症

も否定された。その他全身諸臓器に肉眼的 ・組織学的病

変が認められなかったことから，ひなの背後方頚曲がり

の病変には頚部骨格筋の筋変性が関与していることが示

唆された。頚部骨格筋のうち，錯綜筋2)は頚上位背側に

浅在し頭の挙上または側方に曲げる働きをしているが，

そこに病変が集中していた。このことから，何らかの原

因により錯綜筋の筋変性が引き起こされ，頭の姿勢維持

に障害が出たものと考えられた。ニューハンプシャ 一系

の鶏や七面鳥にみられる遺伝性筋症は， 解化後から 100

日齢頃までみられ，筋線維の大小不同， 空胞化および凝

固壊死を示す遺伝性の疾患であるが，今回，泣伝性筋症

の特徴病変である環状線維 (ringedfi ber) および筋線

維の著明な大小不同が認められなかったため除外した。

筋変性 ・清帰反応、においても様々な程度で病変が存在

し，錯綜筋にび漫性にマクロファージが浸潤しているも

のから，限局性に食食しているものまで認められた。こ

れらの組織学的変化は，頚曲がりの症状の多様性と関連

しているものと考えられる。

， .~ 

写真 5. SERCAによる免疫組織化学染色結果

(LSAB法，左;SERCA1，右;SERCA2，強拡大像倍)

変性筋線維は， SERCA1あるいは 2に対して陽性反応を示している。
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B群では 2羽の瀕死剖検例を除き，全例で回復の経過 遺伝的に筋線維が損傷しやすく，噴うち時に頚部骨格筋

を示した。ほとんどの個体は瞬化後 4日で起立不能の症 に損傷を受け，初生ひなの頚が背後方に捻転するものと

状はほぼ回復した。しかし，軽度の症状が残った個体も 考えられた。筋束問水腫は C群にも認められたため，吻

多く存在し，採食 ・飲水時のみ頚を異常に曲げるといつ うち時のものではなく，すべてのひなに認められる像で

た症状が認められた。組織学的には，筋束間水腫は全く あり，経過とともに回復することが明らかとなった。ま

認められず，筋変性およびそれに対する清掃反応も認め た， SERCAlおよび 2による免疫組織化学染色の結果，

られなかった。経過観察中 6日齢で瀕死剖検した 2例 I型筋線維 .n型筋線維ともに筋変性を起こしており，

は，ともに組織学的に筋貧食像および筋線維の萎縮が認 線維型による特異性は認められなかった。

められたが，筋線維はわずかに修復過程が認められた。 今回の実験において，発症ひな由来のひなに頚曲がり

これらの経過から，頚曲がり発症初生ひなは日齢の経過 の症状を完全に再現させることは出来なかったが，発症

とともに，変性した筋線維の修復が行われ，次第に頚曲 ひな由来のひなの約1/3に錯綜筋における筋線維の変性

がりの症状が回復したことが考えられる。これらの組織 が認められ，無症状ながら様々な程度で筋変性およびそ

的な修復過程に個体差が認められるため，症状の回復に れに対する清掃反応が存在するということを遺伝的に示

も個体差が発現したものと考えられる。 すことができた。今回，雌の発症ひなから有精卵を採取

解卵中のひなにおける頚部骨格筋は，分化過程で特徴 したため，雄の発症ひな由来のひなに関しては検索する

的なプログラム細胞死がおこるとされているが， ことが出来なかった。雄の発症ひな由来のひなが頚曲が

McClearnら4)が報告した卵内のひなにおける頚部骨格 りの症状を示すかどうかについては今後の検討課題にす

筋の細胞死に関する実験では，解卵器に入れてから 18 る必要があると思われた。

日目で筋変性が認められなくなったとしている6η。解卵

器に入れてから 19日目の C群では，すでに組織学的に

筋変性およびマクロファージによる清掃反応は認められ

なかった。よって，今回の頚部骨格筋における病変が筋

肉の発生の遅延による病変であるという可能性は否定さ

れた。本実験において解化直後の A群では錯綜筋に筋

変性・清掃反応が認められ，解化前の C群にはこれらの

病変が認められなかったことから，頚曲がりの症状は解

化時，つまり鳴うち時に発生することが示唆された。D

群において症状の発現した個体は 1/29例のみであり，

発症例の頚部骨格筋の黄色水腫は重度で，組織学的に筋

変性は著しく，マクロファ ージによる変性した筋線維の

清掃反応も重度であった。残りの 28/29例には症状が現

れなかったため，頚曲がり発症における遺伝性の完全な

再現には至らなかった。 しかし，組織学的に 10/29例に

おいて軽度の清掃反応が認められ，症状が出なかった個

体にも，潜在的ではあるが高率に病変が存在することが

示唆された。完全な再現には至らなかったが，この実験

で頚曲がりの症状が遺伝的に現れていることを示した。
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Summary 

Dorsal backward bending of the neck， such as in opisthotonus， spontaneously developed in 

newborn layer chicks after hatching. Severely affected birds died without forced feeding and 

drinking. The purpose of this study was to determine the pathogenesis of symptoms of such neck 

bending and the genetic background. To this end， we examined pathologically affect巴dchicks 

and conducted experimental breeding of symptomatic chicks. Experiment groups were composed 

of symptomatic newborn chicks (group A)， symptomatic chicks in captivity for 18 days with 

forced f巴巴dingand drinking (group B)， chicken embryos that were incubated 19 days from fertile 

eggs laid from symptomatic newborn chicks kept in captivity about six months and bred with a 

control male chicken (group C)， and newborn female chicks from fertile eggs laid by symptomatic 

newborn female chicks kept in captivity about 6 months and bred with the control male chicken 

(group D). Twelve of 22 chicks in group A had myophagocytosis due to macrophages of 

degenerated muscle fibers at the complexus muscle. Most chicks of group B recov巴redpro-

gressively from symptoms of bending the head to the back， and after 18 days all chicks were 

completely recover巴dfrom ananastasia 

No degenerated muscle fibers were observed in recovered chicks. Non巴ofthe chicks of group 

C had myophagocytosis due to macrophages of degenerated muscle fibers. One of 29 chicks in 

group D exhibited a symptom of neck bending. Histologically， it had severe myophagocytosis due 

to macrophages. Ten of 29 chicks also had myophagocytosis of degenerated muscle fibers at the 

complexus muscle. 

(J. Jpn. Soc. Poult. Dis.， 44， 9ー14，2008) 

Key words: b巴ndinghead， complexus muscle， degenerated muscle fiber， myophagocytosis 
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