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〈業績ノート〉

夏季にみられたブロイラーの“腹水症"
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要約

1989年 7月から 8月にかけて発生したブロイラーの“腹水症"は，検査結果より冬季に多発する

“腹水症"に類似していた。“腹水"の好発日齢は 6~15 日齢であり，死亡を含めた発生羽数は， 3，196 

羽中1， 486羽(約 46.5%)であった。病鶏の共通所見は腹囲膨満，元気消失，歩様困難，血便等であ

った。剖検所見では，淡黄色透明“腹水"の貯溜，気嚢及び肝包膜の肥厚・混濁が認められ，組織所見

では，心筋及び肝実質の変性・壊死，肝包膜の肥厚，肺のうっ血・水腫，結合組織の増生等が認められ

た。なお，細菌及び真菌は分離されなかった。

本事例は，夏場の炎天下での輸送並びに育成時の過剰給温等による雛への高温感作が関与して発生し

たものと考えられた。

キーワード:“腹水症ブロイラー，夏季，高温感作

緒 宅呈T
E司

近年，問題となってきているブロイラーの“腹水症"

は，国内では 1981年の長谷ら 3)の報告をはじめ，多く

の野外発生例 1.5，7，8)や発現試験酬などの報告がなされ

ている。これらの報告では，いずれも冬季に多発し，そ

の原因や発生機序は，いまだ解明されていないが，一般

的には，特定の毒性物質による中毒2)とは考えられてお

らず，低温感作及び肥満を助長する高エネルギー飼料の

給与が主要な誘因と考えられている3-8)。

1989年 7月から 8月の夏季において，愛媛県南宇和

郡御荘町の A ブロイラー農場で発生したブ、ロイラーの

“腹水症"は，調査並びに各種検査成績から，冬季に多
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発するブロイラーの“腹水症"と極めて類似していたの

で，その概要を報告する。

1. 発生概要について

1) 飼養管理状況(表1)

発生農場の管理は主に婦人が行っており，年間を通じ

ての育成率は約 95%であった。特に， 1987年3月にマ

レック病が 7，000羽中 500羽に発生しているほか，冬季

には“腹水症"の散発が見られるなど‘飼養衛生管理につ

いては，やや不良の農場であった。

なお，今回の発生農場の雛は，隣県の Bふ化場から

約 300kmを6時聞かけて，幌付きトラックにより， 7 

月5日の夏場の炎天下を輸送された。

発生農場の鶏舎構造は，開放・平飼い方式 (2棟)で，

雛の給温にはガスフールーダーを用いていた。今回の発生
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表1.飼 養 管 理 状 況

鶏 舎 構 造 開放式，平飼い (2棟)

給 温 ガス・フールーダ一方式

雛 の 銘 柄 アーノイー・エーカー

入 雛 先 Bふ化場(隣接県)

入 雛 月 日 1989年7月5日

入 雛 5j5j 数 6，2315j5j 

給 種 類 C飼料会社の完全配合飼料

与 区
前期 用 3，050 Kcal/kg (初生-20日齢)

飼 後 期用 3，200 Kcal/kg ( 21-50日齢)

事ヰ
分

仕上げ用 3，150 Kcal/kg ( 51-57臼齢)

表 2. 発生状況

発 F 生 場 所

発 生 期 間

7守ごご
入 雛 5j~ 数

死亡・淘汰羽数

“腹水症"発生日齢

給 1-3日齢

温 4-10臼齢

15 

発

病 10

率

0/ 
/0 

愛媛県南宇和郡御荘町 A農家

1989年 7-8月

1号鶏舎 2号鶏舎

3，0355j5j 3， 196 5j~ 

103羽 (3.45ぢ) 1，486羽(46.5%)

発生なし 6日-57日齢

36.C 40.C 
( 1-10日齢)

25-28.C 28-32.C 

2345678  
週齢

図1. “腹水症"の週齢別発生率の推移

鶏群の銘柄はアーパー・エーカーで，導入年月日は

1989年 7月 5日，導入羽数は 6，231羽 (2棟)であっ

た。

なお，給与飼料は C飼料会社の配合飼料を用い，初

生-20日齢には前期用 (3，050 Kcal/kg)， 21-50日齢
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には後期用 (3，200 Kcal/kg)， 51-57日齢には仕上げ

用 (3，150 Kcal/kg)を給与していた。

2) 発生状況(表 2)

農場は愛媛県南西部の比較的温暖な地域に位置し， 2 

棟中の 1棟の鶏舎のみに発生し， 7月から 8月にかけて

3， 196羽中1，486羽(約46.5%)の死亡・淘汰があった。

“腹水症"の発生は 6日齢から出荷時の 57日齢まで続

き，その発生のピークは 2週齢であった(図1)。発生

のあった鶏舎では，前回の 5月出荷時においても“腹水

症"が散発的に発生していたことから，今回の入雛時に

は，“腹水症"の発生予防対策として，初生日齢から 10

日齢までガス・ブルーダーの周囲をビ、ニールで被い，給

温並びに保温に努めていた。

なお，発生のなかった鶏舎には，前回も“腹水症"の

発生は認められていない。

2. 材料と方法

1) 病理学的検査

24日齢の病鶏 3羽及びへい死鶏 3羽の計6羽につい

て剖検し，主要臓器を 10%緩衝ホルマリン液で固定後，

パラフィン包埋，薄切を行い，へマトキシリン・エオジ

ン染色により鏡検した。

2) 細菌学的検査

病鶏 3羽の主要臓器及び“腹水"について， 5%羊血

液加寒天培地， DHL寒天培地，カナマイシン加 CW

寒天培地， GAM寒天培地及びサブロー寒天培地を用

いて， 37
0

Cで24-48時間好気及び嫌気培養を行った。

3) 生化学的検査

病鶏3羽の“腹水"について， リパルタ反応，総蛋白

量及び出現細胞の検査を行った。なお，総蛋白量は蛋白

計(屈折法)で測定し，出現細胞の検査はギムザ染色に

より実施した。

4) 抗体検査

24日齢時の成鶏 10羽と， 50日齢時に無作為に選んだ

10羽について，ニューカッスル病(以下， ND)，マイ

コプラズマ・ガリセプチカム(以下， Mg)，マイコプ

ラズマ・シノビエ(以下， Ms)及び伝染性ファブリキ

ウス嚢病(以下， IBD)の抗体検査を行った。なお，

NDは赤血球凝集抑制反応， Mg及び Msは急速凝集

反応， IBDは寒天ゲ、ル内沈降反応により実施した。

5) “腹水症"鶏の隔離飼育試験

成鶏の経時的変化を把握するため，今回発生した同一

鶏群の成鶏3羽 (24日齢〉を鶏舎外で隔離飼育し，“腹

水症"の症状が回復した 40包齢時までその経過を観察

した後，剖検して病性鑑定を行った。病鶏の隔離飼育は，



宇和島家畜保健衛生所内の換気・通風が良好な，室温 20

-250Cの環境下で飼育し，採卵成鶏用配合飼料を給与し

た。また，除糞並びに清掃は毎日行い，良好な飼育環境

に努めた。

なお，コクシジウムの治療として，隠離飼育の当初に

サルファ剤の投与を行った。

6) 飼育環境調査

気温と“腹水症"との因果関係を調査するために，入

雛前から 57日齢の出荷時まで，御荘地域観測所の観測

データにより，最高及び最低気温の変化を検討した。ま

た，次回導入の 9月入雛分については，経過を観察する

とともに気温と鶏舎内温度(最高及び最低)の推移を調

査した。なお，気温については御荘地域観測所の観測デ

ータを引用し，鶏舎内温度は自記温湿度計(佐藤計量器

製作株式会社製)により測定した。

3.成績

1) 病性鑑定成績(表 3)

臨床症状では，腹囲膨満，歩様困難，血便及び発育遅

延がみられ，剖検所見では，腹腔内に淡黄色透明の“腹

水症"が約 150ml貯留し，気嚢の混濁，肝包膜の肥厚

が認められた(写真 1，2， 3)。

表 3. 病性鑑定成績

腹囲膨満

元気消失，歩様困難

血便

発育遅延

“腹水"貯留(淡黄色透明，フィプリン凝塊)

肺 (肺炎病変，フィプリン凝塊)

剖検所見|気嚢 (肥厚，白濁，フィプリン凝塊)

肝 (肝包膜の肥厚，白濁)

腸管 (盲腸部出血)

細 菌|“腹 水" (細菌分離:陰性)

検査成績| 主要臓器 (細菌分離:陰性)

臨床症状

寄 生 虫 l

|コクシジウム(盲腸十)
検査成績 l

ND GM4.9 GM2.3 

Mg 0;;ぢ 0;;ぢ

抗 体
100% 60% 

検査成績 24日* 50 B** 

* 24日齢は“腹水症"鶏 10羽を検査

料 50B齢は無作為l乙10羽を検査

第 27巻 1991 年

写真1. “腹水"の貯留による腹囲膨満と，注射

器により吸引した淡黄色透明の腹水。

写真 2. 淡黄色透明“腹水"の肝腹膜嚢内貯留。

写真 3. 気嚢の混濁と肝包膜の肥厚。

nべU
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細菌検査では，“腹水"及び主要臓器から，細菌並び

に真菌は分離されなかった。

寄生虫検査では，盲腸部から多量の盲腸コクシジウム

が検出された。

血清学的検査においては， Msの抗体は 24日齢で 100

%の陽性率であった。なお， Mg並びに IBDの抗体は

陰性であり， NDの抗体価についても異常は認められ

なかった。

発症鶏の組織学的所見は，心筋及び肝実質の変性・壊

死，肝包膜の肥厚，肺のうっ血・水腫，結合織の増生，

腸管の繊毛固有層の偽好酸球浸潤などが認められた

(表 4)。

なお，“腹水"発症鶏を隔離飼育して観察した結果，

約2週間後には臨床的には殆ど回復した。また，病理組

織学的検査により肝に結合織の増生がみられた以外は，

発症鶏とほぼ同様の組織学的所見であった。

発症鶏の“腹水"の性状検査では， リパルタ反応が陽

性であり，沈澄からは白血球様細胞が多量にみられ，総

蛋白量は 3.0から 3.5g/dlであった。

以上の成績から，本事例における“腹水症"は，冬季

に多発する“腹水症"の“腹水"性状に極めて類似して

いるものの，その性状は炎症性の惨出液であると判定し

た。

2) 飼育環境調査成績

気温と“腹水症"発生鶏舎における雛の死亡並びに淘

汰羽数の推移は，図2のとおりであり，死亡並びに淘汰

鶏のピークは 7日齢から 14日齢にかけてみられた。

表 4. 組織所見

臓器 所 見
*“腹水症"**回復鶏

鶏 (別飼育)

心膜肥厚

J乙、 心筋の変性・壊死 + + 
結合組織の増生

うっ血・水腫

日干
実質変性・壊死 十 十

包膜肥厚 十 + 
結合組織 十

肺
うっ血・水腫 十 + 
結合組織の増生 十 + 

腸管
繊毛固有層の

偽好酸球浸潤
十 + 

* "腹水症"鶏 (24日齢)

**回復鶏の飼育期間 (24日齢-'40日齢)

入雛後，死亡鶏が多発することから，管理獣医師によ

り抗生剤の投与がなされていたが，効果が認められず発

症鶏の続発があったことから， 24日齢時に当所へ検査

依頼があった。

糞便検査により，血便及びコクシジウムの大量寄生が

あったことから，スルフアキノキサリン製剤を 0.8%の

濃度で 5日間飲水投与し駆虫を行った。その他， きめ細

かい通風・換気等の飼養衛生管理の改良指導を行ったと

ころ，死亡並びに淘汰される羽数の急減がみられた。

なお，死亡並びに淘汰鶏が多く発生した直前における

気温の日較差は約lQ
OCと大きかった。

本事例は、温度等の環境的誘因の関与が大きいと考え

気

J昆

〈二ココクシジウム駆除

$=  逆性石鹸飲水投与

‘園町家保(病鑑指導)

剛
ll 購

乙と
21 2428 35 

図 2. 気温と死亡・淘汰羽数の推移

9月入雛)

57日

温度

7 14 21 28 35日

図 3. 気温と鶏舎内温度の推移
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気温LJζ
日齢 7 14 21 28 

図 4. 気温と鶏舎内温度の推移(1日平均〉

35日

られたため， 9月の入雛については発生予防のための飼

養衛生管理指導とともに，気温と鶏舎内温度の推移(図

3)を観察したところ，鶏舎内温度と外気温の温度差は

少なく，鶏舎外の最低気温が 100C以下の時でも鶏舎内

温度は 200C近く保たれていた。気温と鶏舎内温度の日

変化(図 4)を見てみると，平均気温はl5"Cから 250C

の範囲で推移しているが，鶏舎内の平均温度は 200Cか

ら250Cの範囲内で推移しており，日較差の少ない良好

な飼育環境であった。なお， 9月入雛時には“腹水症"

の発症は全く認められなかった。

考 察

今回のブロイラーの“腹水"は，気嚢炎をはじめ，心

・肺・肝に炎症性所見を認めたことや，“腹水症"が炎

症性の惨出液であったことから，各臓器の炎症に伴う惨

出液が，肝腹膜嚢内に貯留したものと推察した。また，

Ms感染症やコクシジウム症，更には，気温の日較差が

大きかったことなどが複雑に関与したことにより，症状

が一層重篤化し，死亡・淘汰鶏の大発生を引き起こした

ものと考えられる。

一般に知られている冬季に多発する“腹水症"は，低

温感作と肥満，更にそれを助長する高エネルギー飼料の

給与が誘因となって発症するものと考えられている3-8)

このことは，心機能の低下や心不全が先行し，これに伴

い全身性うっ血が持続性に引き起こされるため二次的に

肝臓病変が生じ，その結果，漏出性の“腹水"が貯留す

るものと考えられている。また長谷ら3)の報告では，発

症期以前の雛に右心室拡張がみられたことから，これを

先天的素因であると考え，これが“腹水"の発生に関与

していると推察した。そして， このことは心機能障害が

35 
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先行して“腹水症"が発生する裏付けであると推論して

いる。

しかし，今回の発生事例では，飼育環境が低温感作を

受けるような状況下にはないことから，夏場の炎天下に

おける雛の輸送並びに育雛時の過剰給温等による雛への

高温感作が，“腹水症"を誘発したものと考える。更に，

死亡並び、に淘汰鶏の多く発生した直前に気温の日較差が

約 100Cと大きかったことから，このような気温の急変

による環境ストレスが，一層症状の悪化を引き起こした

ものと考察する。更に，“腹水症"の発生のピークが2

週齢であったことからも，従来言われてきた低温感作，

肥満あるいは高エネルギー飼料給与の誘因3-8)は関与し

ていないものと考えられ，高温感作が， これらの誘因と

同様に，“腹水症"を惹起する重要な誘因となり得るも

のと恩われる。

また，冬季に多発する“腹水症"では，心筋の肥厚及

び結合織の増生，肝臓のうっ血並びに水腫性変化が観察

されているが3-8) 本事例ではこれらの変化は認められ

ていないものの，心筋及び肝実質の変性・壊死，肺のう

っ血・水腫などの病変は極めて類似しており，同様の

“腹水症"の所見と考える。また，本事例では“腹水"

の性状が，炎症に伴う惨出液が貯留したものと考えられ

たことから，組織の炎症性変化を証明するものである。

このことから，今回の“腹水症"は，高温による物理的

刺激が臓器の炎症性変化を引き起こし， これに伴いブ、ロ

イラー側に代謝障害が起き易い遺伝的素因があったこと

により発生したものと考える。

なお，給与飼料については，真菌及び毒性物質検査を

実施していないが，今回発生の認められなかった鶏群に

ついても発生鶏群と同一飼料を給与していたにも拘らず

“腹水症"の発生がなかったこと，更には，剖検及び組

織学的所見からも毒性物質等による所見2引が認められ

なかったことから，アフラトキシンやフラゾリドンなど

特定の原因物質によって発生したとは考えていない。

また，病鶏を良好な環境下で飼育すると急速に各種の

臨床症状が回復することは，換気不良等の飼養環境が

“腹水症"を悪化させている主な要因であると推察され

た。そこで，環境的ストレスの軽減を図るため，次回の

入雛からは，早朝の入雛，定時的な温度調査に基づく適

正温度の保持、きめ細かい通風及び換気の実施，定期的

な消毒などを実施したところ，“腹水症"の発生は全く

認められず，育成率 98%という良好な成績で出荷する

ことができた。
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