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《業績ノート》

愛玩鶏にみられた腸管接着性微繊毛消滅性大腸菌 (AEEC)の

自然感染例

小島浩一 ・小池新平・市川 優 ・岩根浄子1) • 

粛藤けさ よ2)・塩生光男2).高橋孝志

栃木県県央家畜保健衛生所，干321-0905栃木県宇都宮市平出工業団地 6-8
1)栃木県県北食肉衛生検査所， 干324-0063栃木県大田原市町島 66-2

2)栃木県県北家畜保健衛生所， 干329-27日栃木県那須塩原市緑 2-12-14

要約

2008年 1月，栃木県内において，元気消失，沈欝を呈した 122日齢の愛玩鶏 2羽で腸管接着性微繊毛

消滅性大腸菌 (AEEC)の自然感染例が確認された。病理組織学的には，空腸，回腸，盲腸膨大部の粘膜

上皮細胞表面を無数のグラム陰性梓菌が覆っていた。電子顕微鏡検索では，腸粘膜上皮表面に無数の短

樟菌が接着，その部位の微繊毛は消失していた。細菌学的検査成績から， 2羽の糞便から大腸菌が分離さ

れ，分離株は血清型 0103・UTで，eaeA遺伝子を保有し， エンテロトキシンの易熱性毒素 (LT)，耐熱

性毒素 (ST)，ベロ毒素遺伝子 (VT-l， VT-2)は保有していなかった。この愛玩鶏 2羽では， AEECに

加え，コ クシジウムやク リプト スポリジウムの混合感染が認められた。

キーワード :腸管接着性微繊毛消滅性大腸菌 (AEEC)，愛玩鶏

緒 E司 材料と方法

腸管接着性微繊毛消滅性大腸菌 (Attachingand 1. 発生概要

effacing Escherichia coli，以下 AEEC)は腸管病原性大 発生農場は，肉用鶏 N種 16羽 (雄3羽，雌 13羽)を

腸菌のひとつであり，腸管内で増殖，粘膜上皮細胞に接 愛玩用兼自家消費用に飼養する愛玩鶏飼養農家であり，

着し，接着部位の微紙毛が消滅 し，粘膜上皮細胞表面に これまで鶏を飼養した経験がなかった。飼養鶏舎は広さ

台座状の隆起を認める Attaching and effacing lesion が約 20m2の平飼いで， 一部にはもみ殻を敷いてあっ

(AE病変)を引き起こす15，1η。 た。飼養鶏 16羽は 2007年 II月6日に県外から 60日齢

AEECは牛，子山羊，豚，兎，犬，猫および人などい で導入され，導入 2週間後に 1羽，その後も 2週間に l

くつかの動物種で予報告2，7，9.11)されている。 また， 国内の -2羽ずつ死亡し，2008年 1月8日までに計 9羽 (9/16)

鶏における AEECの自然感染例では Fukui6
)らの報告 が死亡した。発症鶏は元気消失，沈彰状態となり死亡し

が，野鳥の AEECではハトでの報告附がそれぞれ l例 た。その他の臨床症状は認められなかった。l月8日に

あるものの，下痢症状への関与や腸管に対する病原性等 沈畿を示した雌2羽 (No.1， 2，ともに 122日齢)につい

について未だ不明な点が多い。 て，病性鑑定を行った。なお， 1月8日までに生存してい

今回，栃木県内の愛玩鶏飼養農家で， AEECおよびク た残り 5羽には異常は認められなかった。

リプトスポリジウム (Cr)の混合感染を伴った重度のコ 2. 病理学的検査

クシジウム症の自然感染例を認めたことから，鶏におけ 生体 2例の剖検を行い，主要臓器を 20% リン酸緩衝

るAEECの腸管病変分布を中心に病理組織学的検査を ホルマリン液で固定し，常法に従いパラフィン包埋ブ

実施したので，その概要を報告する。 ロックを作製した。 これを 4μmに薄切後， へマトキシ

リン ・エオジン (HE)染色を施し，鏡検した。また，必

2008年 5月 16日受付 要に応じてグラム染色，PAS反応およびグロコ ット染

鶏病研報 44巻3号， 118-123 (2008) 色を実施し，小腸，盲腸については，抗Escherichiacoli 
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抗体 (DAKO社)およびヒストファイン・シンプルステ

インラ ットMAX-PO(R) (ニチレイ)を用いて免疫組織

化学的検査を行っ た。さらに同部位の透過型電子顕微鏡

観察を動物衛生研究所にて実施した。

3 細菌学的検査

主要臓器は 5%めん羊血液加寒天培地で好気 ・嫌気培

養および DHL寒天培地で好気培養し，直腸使は DHL

寒天培地で好気培養した。分離大腸菌の血清型別につい

ては， 0群型別は既報10)Iこ従い， H型別は市販の診断用

病原性大腸菌免疫血清 (デンカ生研)を用いて行った。

また，エンテロトキシンの易熱性毒素 (LT)，耐熱性毒

素 (ST)，ベロ毒素遺伝子 (VT-1，VT-2)のそれぞれの

毒素遺伝子および eaeA遺伝子について， PCR法8，13，18)

で実施した。

4. 寄生虫学的検査

生体の小腸内容を用い，飽和食塩水によ る浮遊法で

オーシストの有無を確認し， マックマスター計算縫で l

g中のオーシスト数 (OPG)を計測した。

5 ウイルス学的検査

気管スワブを材料とし，人用インフルエンザ簡易キッ

トを用いて抗原を検出した。また，肝臓，腎臓，肺，脳，

気管スワプおよび小腸内容物を用いて，発育鶏卵による

ウイルス分離を実施した。

成 績

L 剖検所見

外貌所見において， 2 OlJともに重度の削痩が観察され

た。 2例共通の剖検所見は十二指腸粘膜の出血と肥厚で

あり， No，2では十二指腸びらんも観察された。 その他

の臓器では， NO.1の肝臓に微小白斑が散見された。

2_ 組織所見

AE病変の分布，コクシジウム， Crの寄生状況および

主な病理組織学的変化を表 lに示した。 AE病変につい

ては， NO.1では空腸で重度，盲腸膨大部で中等度，回
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表 L AE病変分布，コクシジウム ・クリプトスポリ

ジウム (Cr)寄生状況および組織学的変化

臓器名

十二指腸

空腸

回腸

盲腸扇桃

所見 NO.1 No，2 

AE病変 + 
コクシジウム寄生 +++ +++ 
Cr寄生

粘膜上皮細胞腫大・増生 +++ +++ 

AE病変

コクシジウム寄生

Cr寄生

粘膜上皮細胞腫大 ・増生

AE病変

コクシジウム寄生

Cr寄生

粘膜上皮細胞腫大 ・増生

AE病変

コクシ ジウム寄生

Cr寄生

粘膜上皮細胞腫大・増生

+++ +++ 
++ +++ 
+++ 
++ ++ 

+ 
+ + 

+++ ++ 
+ + 

+ 

+++ +++ 

+ + 

盲腸膨大部 AE病変 ++ +++ 
コクシジウム寄生 十++ +++ 
Cr寄生

粘膜上皮細胞腫大 ・増生 +++ +++ 

結直腸 AE病変

コクシジウム寄生

Cr寄生 + 
粘膜上皮細胞腫大・増生

その他 a)， b) a)， C) 

+++:高度， ++ 中等度 +・軽度， 一:病変なし

a) ファブリキュウス護粘膜上皮細胞に Cr寄生，粘膜

上皮細胞の腫大

b)大脳，小脳および脳幹部の軽度の園管性細胞浸i1!il
C)カタル性化膿性気管支肺炎および気嚢炎

勝，盲腸扇桃で軽度， NO.2では空腸と盲腸膨大部で重 では管腔にオーシストを確認するのみであった。

度，十二指腸で軽度であった。球形から短梓形菌が付着 一方， Crの中等度から高度の寄生は， NO.1では空回

した粘膜上皮表面では微繊毛は消失，上皮表層は凹凸化 腸，盲腸扇桃および F嚢の粘膜上皮細胞， NO.2では回

し，上皮細胞の剥離を起こしていた (写真 1)。 腸，盲腸扇桃および F嚢の粘膜上皮細胞，肺の二次気管

コクシジウムは NO.1，2ともに十二指腸で高度寄生 支および気裂の上皮細胞表面に認められた。Crが寄生

が観察された。十二指腸の粘膜上皮は細胞質に無数の卜 した腸管粘膜では表面が凹凸化し，粘膜上皮の腫大 ・増

ロフォゾイト寄生を伴い，著しく腫大・増生していた 生がみられたが.炎痕反応は認められなかった。なお.

(写真 2)。 また，粘膜上皮細胞にシゾントや有性生殖期 肺の二次気管支上皮では， Cr寄生により粘膜上皮の乳

のマク ロガメートサイト， ミクロガメートおよびオーシ 頭状増生がみられ，その周囲には偽好酸球浸潤が散見さ

ス卜の寄生が認められた。コクシジウムの病変は空腸で れた (写真 3)。

中等度~重度，盲腸膨大部で重度，回腸および盲腸扇桃 その他の病変として， NO.1では肝臓の類洞に線維増
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写真1. 鶏 No.1の空回腸上部の粘膜上皮細胞表

面に多数の E. coli付着(黒矢印)と細

胞質内にコクシジウムオーシスト (黒矢

頭).マクロガメートサイト寄生(白矢

頭) (HE染色)。

写真 3. 鶏 No.2の肺の二次気管支上皮表面の Cr

寄生(矢印)と粘膜の乳頭状増殖 (HE

染色)。

生が散見され. No.2では化膿性気管支肺炎および気嚢

炎が認められた。

抗Escherichωcoli抗体を用いた免疫組織化学的検査

の結果. No.1. 2の空腸，回腸および盲腸粘膜上皮細胞

表面に明瞭な陽性反応が観察された。

写真 2. 鶏 No.1の十二指腸粘膜上皮細胞内にト

ロフォゾイト，シゾント，オーシストお

よびマクロガメートサイトが寄生し，粘

膜の著しい腫大 ・増生が認められる (HE

染色)。

写真 4 鶏 No.1の盲腸粘膜上皮の電子顕微鏡写

真.粘膜上皮表面に AEECが多数観察さ

れた(白矢印)。

電子顕微鏡検索の結果. No.2の盲腸膨大部の粘膜 t
皮細胞は脱落し，粘膜上皮細胞膜表面は不規則な形状を

呈し，多数の大腸菌が接着し，接着部位では微繊毛の消

失と台座形成が観察された(写真 4)。さらに，空腸，回

腸の粘膜上皮細胞の細胞質内に，コクシジウムのマクロ
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ガメート サイト， ミク ロガメートおよびオーシストが散

見された。

3. 細菌学的検査

No. 1， 2の直腸内容と NO.2の腎および肺から大腸菌

が分離された。なお， NO.l， 2の直腸内容から分離され

た大腸菌について， PCR法により遺伝子検出を試みた

ところ eaeA遺伝子が検出され， さらに血清型別を実施

したところ， 血清型 0103;UTであった。また， 毒素遺

伝子 LT，ST， VT.Iおよび VT-2は検出されなかった。

4 寄生虫学的検査

NO.I， 2の小腸内容からコクシジウムオーシストが検出

された。No.l， 2のOPGはそれぞれI.72X106， 1.63X 106 

であった。

5 ウイルス学的検査

人用インフルエンザ簡易キットを用いた抗原検出はす

べて陰性であった。主要臓器からウイルスは分離されな

かっ7こ。

考 察

今回，愛玩鶏飼養農家において，臨床症状を示した鶏

2羽を病性鑑定したところ，AEEC，コクシジウムおよび

Crの多重感染が確認された。鶏では， AEECの自然感染

はFukuiらの報告6)のみであり，稀な疾患であるといえ

る。鶏では伝染性ファブリキウス嚢病，ハトではアデノ

ウイルスが AEEC感染を起こす factorになりうるだろ

うと推察されている 1)0Fukuiら6)は，伝染性ファブリキ

ウス嚢病に加え，マレック病の感染例で AEECを確認

し，いくつかの症例ではコクシ ジウムや Crの感染も

あったと報告している。今回の症例では，ウイルス学的

検査から有意なウイルスは分離されず，その関与につい

ては否定的である。 しかし， コク シジウムと Crの感染

が確認されており， Fukuiらの報告的と一致し， このこ

とが AEEC感染を誘発した可能性も考えられた。

若鱗鶏の実験感染例では， AE病変の分布は盲腸を主

体に認められている 14)が，本事例では盲腸に加え空回腸

にも病変がみられ， これは既知の報告6)と一致した。 ま

た，分離された大腸菌の血清型別は 0103;UTであり，

O抗原は Ful王Ulらの報告6)と同様であり，ベロ毒素や易

熱性，耐熱性毒素遺伝子を持っていなかったことも一致

していた。実験感染14)では，この大腸菌は，盲腸粘膜に

高率にAE病変が確認され，盲腸内で増殖しやすいが，

下痢症状となりうるような腸管粘膜のびらんや出血を伴

うなどの粘膜病変を形成することは確認されていない。

Fukuiらの報告6)や実験感染例14)でも， AEEC感染鶏で

は削痩，衰弱は認められているが，下痢を起こすどうか

第 44巻 2008 年

明らかにされていない。一方，ハトでの自然感染例16)で

も，緑色下痢は確認されているが，アデノウイルスとの

混合感染による下痢発症と推察され， AEECと下痢発症

との関係は未だ不明である。本事例では下痢症状は観察

されず，既知の報告6)同様， AEECが鶏に下痢を起こす

か明らかにする ことはできなかった。

病理組織学的検査結果から，コクシジウム寄生は粘膜

上皮細胞に限局し，かっ病変が十二指腸で顕著であり，有

性生殖，無性生殖の双方が確認されたことから Eimeria

acervuLinaと考えられた。通常，Eimeria acervuLinaは

十二指腸を中心に寄生がみられる5.12)が，本事例ではそ

の寄生が盲腸膨大部にも及んだ。このように寄生部位が

拡大した要因として， OPGが 1.63-1.72X 106個であり

コク シジウ ムの重度感染であったこと，またワクチンや

サルファ剤等のコクシジウムに対する衛生対策が全くと

られていなかった農場であったこと，そして発生が導入

後 2週間から起きていることから導入後のストレスに加

え，発生時期が冬期であったため寒冷ストレス等が関与

した可能性が示唆された。

鶏の Cr寄生部位については， F嚢および総排池腔，盲

腸，結直腸，稀に回腸および上部気道といわれている3.的。

本事例でも 2例ともに， F袋，腸管に寄生が確認された。

NO.2の腕i，気嚢の上部気道にも観察され， この農場が

Crに高度に汚染されている可能性が示唆された。

その他の病変として， NO.Iの中枢神経系に囲管性細

胞浸潤が観察されたが，病変の程度が軽度であること，

病原検索において病原因子が検出されなかったことから

原因究明には至らなかった。

今回の事例は著明な下痢は観察されず，自IJ痩が主要症

状であった。病変の分布とその程度から， 主病変は

AEECや Crよりもむしろ EimeriaacervuLinaによるも

のと診断した。

鶏における AEECの自然感染例の報告は少なく，そ

の病原性については未だ不明な点が多いことから，本事

例は鶏における AEEC自然感染の貴重なデータと恩わ

れた。

稿を終えるにあたり，大腸菌の血清型別，電子顕微鏡

学的検査ならびにご指導をいただいた (独〕農業 ・食品

産業技術総合研究機構動物衛生研究所中津宗生先生，久

保正法先生ならびに中村菊保先生に深謝いたします。
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Summmary 

Attaching and effacing Escherichia coli (AEEC) natural infection in 122-day pet chickens 

exhibiting depression and debility were found in Tochigi Prefecture in January 2008 

Histologically， numerous gram-negative bacilli covered the surface of the enterocytes of the 

jejunum， ileum and cecum (distal portion). Transmission electron microscopy revealed numerous 

bacilli attached to superficial membranes of enterocytes but no microvilli. E. coli (0103 : UT) were 

isolated from feces. The eaeA gene was detected by polymerase chain reaction in the E. coli. The 

E. coli did not produce heat-labile or heat-stable enterotoxin， verotoxin (VT-l， VT-2).In addition to 

having AEEC infection， the pet chickens were diagnosed as having coccidiosis and cryptosporidi-

OSIS 

(J. Jpn. Soc. Poult. Dis.， 44，118-123，2008) 

Key words : Attaching and effacing Escherichia coli (AEEC)， pet chicken 
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