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中谷英嗣1) ・大谷研文2) ・中谷幸穂2) ・柳津郁成2) ・木村久美子3) ・播谷 亮3)

〔受付:2009年12月25日〕

ORIGINAL ARTICLE 

BOVINE VIRAL DIARRHEA -MUCOSAL DISEASE OF CALF WITH 

CHARACTERISTIC SKIN LESION 

Hidetsugu NAKATANIl)， Akifumi OT釧 F>， Sachiho NAKAT凶 IヘFuminoriYANAGISAWAヘ
Kumiko KIMURAヘandMakoto HARIT釧 !"l

1) Yamaguchi Pr，ψctural Agriculture and Forestη General Engineering Center Livestock Technology 

Research Department， 1200 Kawara， lsa-machi， Mine-shi， Yamaguchi-ken 759-2221， Japan 

2) Yamaguchi Pr，φctural Chubu Livestock Hygiene Service Centeη 671-5 Kagawa， 

Yamaguchi-shi， Yamaguchi-ken 754-0897， Japan 

3) National Institute 01 Animal Health 

(Received for publication December 25， 2009) 

* Correspondi昭 Author: Hidetsugu NAKATANI 

Address : Yamaguchi Pr，ψctural Agriculture and Forestη General Engineering Center Livestock Technology 

Rωωrch Department， 1200 Kawara， Isa-machi， Mine-shi，均maguchi-ken759-2221， Japan 

Telephone and Fax: +81-8396-2-0224/0247 E-mail: nakatani. hideおugu@pref.yamaguchi.lg.jp

Absfrac↑ 

In September 2008 one ]apanese Black calf developed a systemic crusting， blis-

tering to the tongue and the hard palate， and diarrhea. Pathologically， hyperkeratosis 

of the keratin layer of skin was deteriorated and keratinocyte was swollen and 

imbibitional. In granulosa layer， spinous layer， and germinative layer， component cells 

were reduced， and the hypoplasia of dermal appendage was noticed. As the Bovine 

viral diarrhea (BVD) virus was detected， this case was diagnosed as the Bovine viral 
diarrhea-mucosal disease (BVD-MD). There are reports which introduce the skin le-

sions of calf BVD virus infection which is confined to the skin around perineal region， 

vagina， the base of the horn and heel. This case may be considered uncommon， be-

cause the symptoms spread over the whole body. 

要約

55 

2008年 9月，黒毛和種子牛が全身の皮膚に多発性の痴皮，舌・硬口蓋に水痘様物および下痢を発症した病理学

的に，皮膚では，角化層の角化冗進が著しく，角化細胞は腫大，膨化していた.頼粒層，有腕層および匪芽層では，
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構成細胞が減数していたまた，皮膚付属器官(毛包，皮脂腺および汗腺)の低形成が認められた精査の結果，

牛ウイルス性下痢ウイルスが検出されたことから，本症を午ウイルス性下痢・粘膜病と診断した. これまで，牛ウ

イルス性下痢ウイルス感染例において，会陰部，臆，角根，蹄腫等の周辺皮膚に病変を形成した報告はあるが，本

症のように全身の皮膚に病変が及んだ症例は極めて稀である.

持者 Eコ

牛ウイルス性下痢・粘膜病 (BVD. MD) は 牛ウイルス性下痢ウイルス (BVDV)感染によって起こる牛の消

化器系疾患である(I)我が国でも多くの発生報告があるが， とくに近年，その発生は増加傾向にある.今回，下痢

を呈してBVD'MDと診断された 3か月齢の子午で，全身皮膚に多発性の痢皮形成が認められ，ウイルス感染との

関連が強く示唆されたので報告する.

概要

1. 発生状況

乳用牛3頭，肉用牛8頭を飼養する乳肉複合経営農

場において， 3か月齢の黒毛和種雄子午が，全身に及

ぶ腫癌や舌・硬口蓋に水癌様物を形成し，血液・粘膜

の混じった下痢などを呈したため，治療を行ったが奏

効しなかったため，予後不良として病性鑑定を実施し

た.母子共に，牛 5種混合生ワクチンは未接種であっ

た.

2. 材料および方法

病理解剖学的検査により，主要臓器，中枢神経系，

消化管， リンパ節，気管，皮膚および血清を採取し，

3. 結

病理解剖学的検査では，当該午は発育不良および下

痢を呈しており，皮膚は全身性に腫癌を形成，肥厚・

硬結していた (Fig.1， 2， 3) .また，気管粘膜に潰療

が散見され，真菌コロニーの発育がみられた.肺では

膿蕩が密発していた (Fig.4). 硬口蓋では潰蕩が，第

一胃粘膜では白斑が散見された.腸間膜リンパ節は腫

脹していた病理組織学的検査では，皮膚において表

皮が波状に隆起し，角化層は細胞残誼を伴った角化充

進により著しく肥厚していた (Fig.5). また，頼粒層，

有腕層および旺芽層を構成する細胞は通常充実してい

るのに対し，本症例ではそれらの細胞数に減数がみら

れた (Fig.6， 7). 真皮では，脂腺が減数，消失し，残

存した脂腺の細胞は萎縮していた.また，汗腺も小さ

く，皮膚付属器官に低形成がみられた.また，単核細

胞も軽度に浸潤していた (Fig.8). 皮膚の一部では壊

死も認められ，壊死は真皮に及び潰湯を形成していた.

この他，舌では，出血を伴う粘膜上皮細胞の塊状の剥脱

がみられた硬口蓋は潰蕩を形成し，粘膜下織には重度

の炎症細胞が浸潤していた (Fig.9) .第一胃では，軽

病理組織学的，ウイルス学的および細菌学的検査に供

し，各種検査を定法に従い実施した

果

度のカタル性炎がみられた小腸では粘膜に潰揚が認め

られた (Fig.10).粘膜の壊死部では線維素が析出し，炎

症細胞の浸潤，粘膜下織の水腫がみられた (Fig.11) 

また，パイエル板部は，リンパ球の減数，脱落による萎

縮，消失がみられ，細胞残j査を含む陰富ヘルニアが観

察された.一部の血管にはフィブリノイド壊死が散見

された (Fig.12， 13， 14).胸腺では，著しいリンパ球の

減数により，皮髄構造が不明瞭となっていた (Fig.15). 

気管では，真菌の増殖を伴う壊死性気管炎がみられ，

頚廃物中に真菌の菌糸および管腔内に分生子頭や胞子

が観察された (Fig.16， 17). 肺では，壊死部に真菌の

増殖を伴う膿性壊死性気管支肺炎がみられた (Fig.18).

細菌学的検査では，気管，肺および第一胃の直接塗抹

培養によりAspergillusルmigatusが分離され，空腸お

よび盲腸内容の定量培養によりE.coliやClostridium

peψingensが 106~107cfu/g分離されたウイルス学的

検査では，全ての材料からPCRによりBVDV特異遺伝

子が検出され，気管，皮膚および血清を除く全ての材

料からNCPおよびCP株が分離された
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Fig.2 Fig.3 

Fig.6 Fig.7 

Fig.8 Fig.14 

Fig.15 Fig.17 
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Fig.16 Fig.18 

4.考察

以上から，牛ウイルス性下痢・粘膜病(粘膜病型)と診断した.本疲例は，ウイルス学的に持続感染牛であった

ことが判明し，これに伴う持続的な免疫力低下により，易感染性となり粘膜病を発症した結果，真菌性肺炎や壊死

性腸炎，大腸菌感染を併発したと推察した.

病理組織学的に，本症例では全身に及ぶ皮膚の角化完進ならびに表皮および、皮膚付属器官の低形成が特徴的であっ

た.これまでに， BVDV感染例において，臨床的に皮腐病変の形成がみられた症例の発生報告はあるが(川ぺ皮膚

病変は会陰部，臆，角根，蹄陸等の周辺皮膚に担られており，本症のように全身に皮膚病変が及ぶ症例は極めて稀

である.現在，免疫組織化学的検査により皮膚および付属器官からのウイルス抗原の検出を実施中である.
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