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《解 説》

鶏の骨髄性白血病の病理

Pathology of Myeloid Leukosis in Chickens 

中村菊保

農林水産省家畜衛生試験場，干305-0856茨城県つくば市観音台 3-1-1

Kikuyasu Nakamura 

National Institute of Animal Hea1th. 3-1-1， Kannondai. Tsukuba. Ibaraki 305-0856 
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はじめに

骨髄性白血病 (myeloidleukosis : ML)は骨髄由来細

胞の腫傷性疾病である。鶏では，骨髄球腫症，骨髄芽球

症があり，鶏の急性白血病ウイルスである骨髄球腫症ウ

イルス (MC29が代表株)によって実験的にできること

は古くから知られていた。野外で発生することはまれ

で，実験室内での病気であるとされ，それほど興味を持

たれていなかった。しかし，近年，骨髄球腫症ウイルス

以外でも J亜群トリ白血病ウイルス (ALV-J)が骨髄球

腫症を引き起こすことが明らかになってきた[3)。更に，

ALV-Jが感染したブロイラ一種鶏において. MLの野

外発生がみられるようになってきた。実験的にも ALV-

Jを接種したブロイラー鶏に MLを再現できることが明

らかになり，注目されている。本ウイルスについての解

説は塚本l7)が記述しているので，著者はここでは主に

MLの病理学的な知見について解説する。

トリ白血病/肉腫群ウイルスによる

鶏の腫蕩の分類

トリ白血病/肉腫群ウイルスによって誘発される鶏の

腫療はさまざまなのものがある [2) (表 1)。白血病とし

て， リンパ性白血病，赤芽球症，骨髄芽球症，骨髄球腫

症，結合組織性腫蕩としては，線維腫・線維肉腫，粘液

腫・粘液肉腫，組織球性肉腫，軟骨腫，骨腫・骨肉腫が

あり，上皮性腫蕩では，腎芽麗，腎腫，肝細胞ガン，勝
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臓腺ガン，爽膜細胞腫，頼粒膜細胞腫，精巣上皮腫，扇

平上皮ガンがあり，内皮性腫湯では，血管腫，血管肉腫，

内皮腫，中皮腫があり，関連腫蕩として，骨化石症，髄

膜腫，グリア細胞腫がある。これらの腫蕩は主に実験感

染による成績に基づくものであり，われわれが野外で経

験する腫療としては， リンパ性白血病がほとんどであ

る。このように，骨髄球腫症もトリ白血病/肉腫群ウイル

スによって誘発される腫蕩のなかのひとつである。

骨髄性白血病の診断名について

人の白血病の分類についは，種々の報告があるが，参

考までにいくつか述べる。 1976年に仏米英共同グループ

(French-Amirican-British co-operative group. 1976) 

により提唱された人の急性白血病の分類 (FAB分類)[4)

では，大きく1. リンパ芽球性白血病 II. 骨髄性白

血病. m.骨髄異形成症候群に分類し，骨髄性白血病を

頼粒球系，単球系，赤血球系，巨核球系の白血病に分類

している(表 2)。また.1979年に日本病理学会小児腫蕩

組織分類委員会で提案された細胞学的および組織学的分

類叫では1.急性白血病 II.慢性白血病 m.その

他の白血病および類縁疾患に分類し，急性白血病を急性

リンパ性白血病，骨髄芽球白血病，前骨髄球白血病，単

球性白血病に分類している(表 3)。赤血球系や巨核球系

の白血病は m.その他の白血病および類縁疾患に入れ

ている。このほか，人以外の晴乳動物でも上記のような

人の分類に準じて分類している。このように，厳密な白

血病の分類からいうと，骨髄性白血病とは，骨髄由来細

胞の腫蕩であるから，広義には穎粒球系のみならず，赤



表1. 肉腫・白血病群ウイルスによる鶏の腫療の分類

白血病(Ieukoses)

リンパ性白血(Iymphoidleukosis) 

赤芽球症 (erythroblastosis)

骨髄芽球症 (myeloblastosis)

骨髄球腫症 (myeocyomatosis)

結合組織性腫蕩 (connecticetissue tumors) 

線維腫・線維肉腫 (fibromaand fibrosarcoma) 

粘液腫・粘液肉腫 (myxomaand mycosarcoma) 

組織球性肉腫 (hitiocyticsarcoma) 

軟骨腫 (chonroma)

骨腫・骨肉腫 (osteomaand osteosarcoma) 

上皮性腫蕩 (epithlialtumors) 

腎芽腫 (nephroblastoma)

腎麗(nephroma)

肝細胞ガン (hepatocarcinoma)

勝臓腺ガン (adenocarcinomaof the pancreas) 

爽膜細胞腫 (thecoma)

頼粒膜細胞腫 (granularcell carcinoma) 

精巣上皮腫 (seminoma)

扇平上皮ガン (squamouscell carcinoma) 

内皮性腫蕩 (endothelialtumors) 

血管腫 (hemangioma)

血管肉腫 (angiosacroma)

内皮腫 (endothelioma)

中皮腫 (mesothelioma)

関連腫蕩 (relatedtumors) 

骨化石症 (osteopetrosis)

髄膜腫 (meningioma)

グリア細胞腫 (glioma)

血球系の腫蕩も含む。しかし，通常骨髄性白血病という

場合は，穎粒球系の細胞の腫療を指す。鶏の白血病の分

類では，前記の通り骨髄芽球症と骨髄球腫症にはっきり

と区別していた。しかし，最近の Paynel3
)の論文では骨

髄球腫症と併記して，骨髄性白血病と呼ぶようになっ

た。おそらく， ALV-J実験感染による腫蕩では，骨髄球

のみでなく，骨髄芽球が優勢的に出現する例もあるから

ではないかと筆者は想像している。 ALV-Jと関連する

荻野らの野外例10)でも，骨髄球よりも骨髄芽球を主体と

する腫蕩である。このようなことから，骨髄芽球症ある

いは骨髄球腫症とするより，骨髄性白血病 (ML)と一括

して呼ぶ方が適当であろう。

わが国で報告された MLの病理

柴谷ら15)は， 1979年に兵庫県内の 52週齢の採卵鶏に
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表 2. FAB分類

I. リンパ芽球性白血病

("lymphoblastic" leukemias) 

L1 小細胞性

L2 大細胞性

L3 Burkitt型

ll. 骨髄性白血病 (myeloidleukemias) 

MO 微分化型骨髄性白血病

Ml 未分化型骨髄芽球性白血病

M2 分化型骨髄芽球性白血病

M3 急性単球性白血病

M4 骨髄単球性白血病

M5 単球性白血病

M6 赤白血病

M7 巨核球性白血病

ill. 骨髄異形成性症候群

(myelodysplastc syndrome， MDS) 

(French-Amirican-British co-operative group， 

1976) 

発生した骨髄球腫を報告した。 45，000羽中 50羽

(0.11%)にみられた。臨床的には，貧血，産卵停止を示

した。血液検査では，ヘマトクリットが減少し (23-

15%)，血液塗抹では赤芽球，多染性赤血球が高率にみら

れた。また，前骨髄球，骨髄球，後骨髄球が目立ち，骨

髄芽球もみられた。肉眼的には，肝臓の腫大し，骨髄も

退色していた。組織学的には，肝臓のグリソン氏鞘を中

心に好酸性頼粒球が増殖していた。好酸性額粒球以外

に，赤血球系造血がみられた。このほか，牌臓ら腎臓，

心臓，胸腺，卵巣でも好酸性頼粒球が増殖していた。ま

た，骨髄では，好酸性頼粒球が増殖していたが，赤血球

系造血，骨髄骨増殖がみられた。

真壁ら7)は， 1987年に栃木県内の 15週齢の採卵鶏に

発生した骨髄球腫症を報告している。 4，000羽中 200羽

(5%)が貧血，沈うつ，削痩，皮膚の退色，脚弱をしめ

し，そのうち 86羽 (2.15%)が死亡した。血液検査では，

へマトクリットは 15-20%に低下していた。赤血球数

も120-150万/mm3に減少していた。ウイルス分離で

は，A亜群 ALVが分離された。肉眼的には，肝臓，牌臓

の腫大，骨髄の退色がみられた。組織学的には，肝臓，

牌臓，胃，肺に好酸性頼粒を持つ骨髄球の重度の増殖が

みられた。骨髄でも骨髄球の増殖がみられた。

荻野ら10) は， 1990年オランダから輸入したブロイ

ラ一種鶏において発生した骨髄芽球症を報告している。

4，800羽の群で 20-36週齢で脚弱，貧血により死亡，淘

汰される鶏が増加した。損耗率は 430羽 (8.9%)に上っ

ハロ
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表 3. 小児白血病の細胞学的および組織学的分類

1. 急性白血病 (acuteleukemias) 

1. 急性リンパ性白血病 (acutelymphatic leukemia) 

2. 骨髄芽球白血病 (myeloblasticieukemia) 

3. 前骨髄球白血病 (promy巴locyticleukemia) 

4. 単球性白血病 (monocyticleukemia) 

II. 慢性骨髄性白血病 (chronicmyeloid leukemia) 

1. 若年型 (juveniletype) 

2. 成人型 (adulttype) 

ill. その他の白血病および類縁疾患 (miscellaneousleukemias and allied disord巴rs)

1. 好酸球白血病 (eosinophilicleukemia) 

2. 赤白血病 (erythremia)

3. 先天性白血病 (congenitalleukemia) 

4. Down症候群における白血病(leukemiain Down's syndrome) 

5. 組織球症 (hitiocytosis)

6. その他 (others)

好塩基球白血病 (basophilcileukemia) 

骨髄巨核球白血病 (megakaryocyticleukemia) 

汎骨髄症 (panmyelosis) 

骨髄線維症 (myelofibrois)

(1979年， 日本病理学会小児腫嬢組織分類委員会)

写真1. 胸骨内面における多数の腫癌形成(矢印)

た。血液検査では，赤血球数，ヘマトクリト値の減少が

みられ，白血球数の著しい増加がみられた。血液塗抹で

も，骨髄系細胞が多数みられた。肉眼的には，肝臓，牌

臓の微小白色班を伴う腫大，骨髄の白色結節の多発，腎

臓，肺の腫大と白色化がみられた。組織学的には，骨髄，

肝臓，牌臓，腎臓，消化管衆膜，卵巣に骨髄芽球，骨髄

球が著しく増殖していた。電顕的には，腫蕩細胞細胞質

内C型ウイルス粒子が確認された。ウイルス学的検査に

ついては，当初は A，B亜群の ALVが分離されたことが

報告されたが，その後日原ら5)によって，そのほかに C，J

亜群の ALVも分離された。
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写真 2. 肋骨，脊椎骨，複合仙骨の胸腔，腹腔面

における多数の腫癌形成(肺， 腎臓を取

り外した)

前嶋ら6)は， 1998年，ブロイラ一種鶏において肝臓，

牌臓の腫大を特徴とする骨髄球腫症の発生を報告してい

る。組織学的には，骨髄芽球，骨髄球が増殖し，ほとん

どが白血性を示していた。しかし，骨髄，骨についての

病変については述べていない。

著者ら9)は， 1998年，北海道，関東，中国，九州地方

などのブロイラ一種鶏鶏群に発生した MLの病理学的

検討を行なった。特に骨および、骨髄病変について詳細に

検索した。材料は 5つの異なった地域の鶏群から集め



たブ、ロイラ一種鶏 (30~60 週齢)である。ほとんどが死

亡鶏であり，一部は殺例である。それらの鶏群では，軟

卵，産卵率低下，損耗の増加がみられた。肉眼的には，

胸骨(写真1)，肋骨(写真1)，脊椎骨などの骨の体腔内

面に多数の黄白色結節がみられた。肝臓，牌臓はび漫性

に重度の腫大を示した。このほか，心臓，腎臓，肺，気

管，腸管などに結節が確認された。組織学的には，全身

の骨の骨髄に，好酸性穎粒を有する骨髄球が増殖してい

た。腫蕩細胞の増殖により，骨髄骨，皮質骨，海面骨骨

梁の萎縮，ひ薄化，消失がみられた。皮質骨のハパース

管，フォルクマン管内には腫濠細胞が増殖し，外骨膜に

達し，更に骨周囲の筋肉内に侵入していた。骨芽細胞，

破骨細胞も減少していた。一部に外骨膜性に軟骨や骨梁

が形成されていた。脊椎骨の外骨膜である硬膜に腫蕩細

胞が増殖し，これによる脊髄の圧迫もみられた。骨以外

では，肝臓，稗臓，腎臓，心臓，肺，腸管，卵巣，卵管，

気管，喉頭，眼球，皮下，鼻粘膜，眼寓下洞などに骨髄

球が増殖していた。 PCR法により，腫蕩材料から ALV

J遺伝子が検出され，ウイルスも分離された4)。以上の結

果より，今回の MLがALV-J感染に関連することが示

唆された。 また MLは骨髄を原発とし， 皮質骨を通過

し，外骨膜，さらに骨周囲組織へ直接的に波及すると考

えられた。

外国で報告された MLの病理

MLに関する報告はほとんどが， トリ急性白血病ウイ

ルス(骨髄球腹症ウイルス， MC29株:骨髄芽球症ウイ

ルス， BAI株)，あるいは ALV-J(HPRS-103株)など

による，実験感染例である。野外例については，総説に

おいて言及されている程度であり，論文としてはない。

このため，野外例についての実態はよくわからない。以

下 ALV-J(HPRS-103株)および骨髄球腫症ウイルス

(CMII， MC29) の感染実験に基づく病変について述べ

る。

1. ALV-J (HPRS-103株)実験感染による病変

Payneら11)は，ブロイラー鶏から分離した ALV-Jで

ある HPRS-103株(I05TCID/羽)をブ、ロイラー鶏 (3系

統)，レイヤー鶏 (5系統の SPF鶏)の 11日匪の衆尿膜

静脈内に接種し， MLを作った。 MLや腎腫蕩による死

亡は，フ守口イラーでは， 9~11 週齢に最初に起こり，平均

すると 20週齢であり， レイヤー鶏では 15~41 週齢で最

初におこり，平均すると 27週齢であった。主にブロイ

ラー鶏の方が，レイヤー鶏より多く MLを誘発した。レ

イヤー鶏のうち， 151， Nは感受性が特に低く， MLの再

現はできなかった。肉眼病変は MLと診断された鶏の肝
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臓に 88%，骨に 56%，牌臓に 38%，胸腺に 32%，生殖

器に 249百， 腎臓に 18%にみられたが F嚢には肉眼病

変はみられなかった。また，性別は麗童話の発生率に差は

なかった。組織学的には，肝臓ではグリソン氏鞘，小葉

内に未熟な穎粒性骨髄球の著しい集合がみられた。骨腫

湯では，骨髄球の集塊から成っていた。また，限局性あ

るいはび漫性の増殖がみられる部位もあった。骨髄は骨

髄球が充満していた。このように， MLを起こす急性白

血病ウイルスである，骨髄芽球症ウイルス (BAI-A)や

骨髄球腫症ウイルス (CMII，MC29)と同様に， HPRS-

103株は多腫蕩誘発性であるが， BAI-Aの誘発する骨化

石症， MC29の誘発する赤芽球症， リンパ性白血病は作

らない。また， HPRS-103株誘発骨腫療では，胸骨，肋

骨， MC29誘発骨髄球腫症でみられる頭蓋骨の腫蕩はみ

られない。このようなことから， Payneら11)はHPRS

103株の発癌性スペクトラムは， 骨髄芽球症ウイルスや

骨髄球臆症ウイルスとは異なるとしている。

2. 骨髄球腫症ウイルス (CMII，MC29)感染実験に

よる病変

Filchevらのは， MC29株を 18日齢の鶏に静脈内接種

し，病原性を調べた。この実験では，燈蕩細胞の主体は

骨髄芽球，血液芽球など幼若な細胞であった。通常みら

れる骨髄球の増殖はほとんどなかったとしている。ま

た，血液中にも多数の腫蕩細胞がみられ，重度の白血病

を示した。このことは， MC29株によっても骨髄芽球症

様の病態を形成しうることを示唆している。また，彼ら

は死亡した鶏の骨髄で腫蕩増殖はなく，逆に頼粒球系の

造血のみ(赤血球系造血は正常)が抑制されている組織

像を確認し，これによって免疫抑制を起こしているので

はないかと考えた。

ML擢患鶏にみられる他の腫傷

トリ白血病/肉腫群ウイルスは種々の腫蕩をつくるこ

とが知られている。 Payneら11)は， HPRS-103株接種鶏

において， ML以外に，腎臓の腫蕩(腺腫，嚢胞腺腫)，

血管種，組織球性肉腫(血管内皮腫)，中皮腫，頼粒膜細

胞腫，騨臓腺腫，線維腫，線維肉腫，線維性腺腫，胆管

腫，上皮小体腺腫， リンパ性白血病様腫蕩などの種々の

腫蕩を作出している。なお， 山極ら19)は17例の骨化石

症に催患した成採卵鶏(I2~62 週齢)において， 3例の

MLがあったとしている。 Arshadら1)は，野外で MLに

擢患した成ブロイラ一種鶏 (6例)や ALV-J接種した

ブロイラーヒナ (4例)において， ALV一Jと関連した組

織球性肉腫について報告している。肉眼病変は主に牌臓

にみられ，組織学的には牌臓の赤牌髄，ときに鞘組織周
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囲や白牌髄に多形性組織球様細胞がリンパ様細胞を伴っ

て増殖していた。 6例中 3羽には， MLがみられた。

HPRS-103を接種した 360羽中 4羽のブロイラーの若

鶏にも，牌臓，肝臓，腎臓に同様に組織球性肉腫がみら

れた。

M Lと骨および骨髄病変について

骨髄球腫症に特徴的な病変である骨および骨髄病変に

ついて筆者らはその病理発生を考察した。それによる

と，本症では全身の骨髄において骨髄球が増殖する。特

に，長管骨では骨端の造血の活発な部位で著しい傾向が

あった。骨髄で増殖した腫蕩細胞は骨髄内を増殖し，皮

質骨ではハパース管，フォルクマン管などの管系統を通

じて，外骨膜に達する。外骨膜で増殖して腫蕩細胞は結

節をつくる。特に，皮質骨の薄い胸骨，肋骨，脊椎骨，

複合仙骨における結節が著明である。長管骨では，皮質

骨が厚いためここを通過して外骨膜へ達することはほと

んどない。なお，脊髄の硬膜においても腫蕩細胞が増殖

し， 脊髄の圧迫をする像もみられた9)。脊髄硬膜は脊椎

骨の外骨膜でもあり，外骨膜に腫蕩が増殖することには

変わりない。また，一部の鶏において外骨膜における軟

骨塊を伴う新生骨形成がみられた9)。なお，鶏の骨化石

症では，全身の骨(とくに腔骨で著明)における外骨膜

造骨を特徴とする 12)。また， Dammrichらのは，鶏の骨

化石症では外骨膜において軟骨形成に後続して骨形成生

じると報告している。これらについては，単に骨の萎縮

による弱体化した骨をを補強するための物理的反応で骨

新生が起こったのか，あるいは骨化石症的病変なのか今

後検索する必要がある。

人の MLでも，鶏の MLと同様に肋骨，胸骨などの表

面に結節をつくるものがある 18)。これらは，肉眼的に緑

色を示すことから，緑色白血病 (chloromas) というこ

ともある。 MLに権患した鶏の腺胃あるいは腎臓に石灰

沈着をみることがある9，1的。おそらく，骨融解による血中

のカルシウム濃度の上昇による転移性石灰沈着と恩われ

る。人の骨髄腫でも骨融解がしばしばみられ，これと関

連して高カルシウム血症を示す症例が骨髄腫の 20%で

みられる16)。本症では，海面骨骨梁，骨髄骨，皮質骨の萎

縮，ひ薄化，消失などの変化がみられた9)。骨吸収には，

骨融解性と破骨細胞性の 2つの方法がある8)。本症では

萎縮した骨組織周囲に破骨細胞はみられなかった。よっ

て，今回の海面骨骨梁，皮質骨の萎縮，ひ薄化，消失な

どの変化は，骨融解性の骨吸収によると恩われる。

おわりに

ALV-Jによる M Lの病態は不明な点が多い。その理

由としてあげらることは，感染と疾病がパラレルではな

いことである。ウイルス性の腫聖書性疾病の常であるが，

感染はあくまで，必要条件であり，腫蕩化が起こってい

るか否かが重要である。 ALV-J感染については， ほと

んどが実験感染例についてものであり，野外での実態が

不明であることも理由のひとつであろう。 1990年代はじ

めの英国での野外発生，ここ 2、3年の米国での野外発生

などについての情報はきわめて少ない。この病気の今後

の研究の進展を期待したい
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