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〈研究報告〉

ブロイラーおよびブロイラ一種鶏における Pasteurellamultocidaによる

頭蓋骨 mrspace病変と脳髄膜炎

熊谷芳浩・大山貴行1).井戸徳子1).小笠原房恵1) ・奥村亮子2) .吉田恵美・中村菊保3)

岩手県県南家畜保健衛生所，〒023-0003岩手県奥州市水沢区佐倉河字東舘41-1

1)岩手県中央家畜保健衛生所，〒020-0605岩手県滝沢市砂込390-5

2)岩手県環境生活部自然保護課，干020-0023岩手県盛岡市内丸 10-1

3)農研機構 動物衛生研究所，干305-0856茨城県つくば市観音台 3-1-5

要約

2010年 11月，異なるインテグレーションのブロイラーおよびブロイラ一種鶏(種鶏)農場で，頭蓋骨

air space病変と脳髄膜炎を特徴とする鶏パスツレラ症が発生した。発生時，ブロイラーは 45日齢，種鶏は

28週齢で，発生鶏舎の死亡率はそれぞれ8%および3%だ、った。主な臨床所見として，ブロイラーでは斜頚が，

種鶏では顔面腫脹が認められた。病理組織学的に，両発生例に共通して発症生存鶏に頭蓋骨 airspace内の

線維素化膿性炎が観察され，一部で、線維素化膿性髄膜炎を伴っていた。また，肝臓における血栓形成および

巣状壊死も共通所見として観察された。その他の病理学的所見としては，種鶏の発症生存鶏では，頭部・眼

験部の線維素化膿性皮下織炎がみられた。死亡鶏では肝臓および牌臓の血栓形成，気管支肺炎が主病変で

あった。細菌学的には，両発生例の半数の複数臓器から Pasteurellamultocida (A型， Heddleston3型)

が分離され，免疫組織学的に各部病変に同菌の抗原が認められた。以上の検査成績から，本発生例の死因

はP.multocidaによる急性敗血症と考えられ，発症生存鶏の頭蓋骨 airspac巴病変と脳髄膜炎は，

P. multocid，αが局所に波及し形成されたと考えられた。

キーワード:ブロイラー，Pasteurella multocid，α，髄膜炎， air space，頭部腫脹症候群

緒 言言・

Eコ

Pasteurella multocida (P. multocida)は鶏に対し，と

きに病原性を示し，急性経過で死亡して敗血症やうつ血等

の血管障害および肝細胞の多発性巣状壊死等に特徴づけら

れる急J性型と，祉関節炎や腹腔ないし卵管炎等の局所感染

をみる慢性型に区別される。加えて，頭部腫脹症候群

(swollen head syndrome: SHS)に類似した ，P. 

multocidaによる頭部腫脹病変が鶏3)や七面鳥6.9)で知ら

れ， ときに脳髄膜炎を伴うとされる。今回，同時期に異な

るインテグレーションの2つの農場で、頭蓋骨alrspaceの病

変と脳髄膜炎を特徴とするP.multocida感染症の敗血症

例に遭遇したので，その検査成績を紹介する。

材料と方法

1.検査材料

品目齢のブロイラーの生鶏6羽と死亡鶏2羽， 28週齢

のブロイラ一種鶏の生鶏4羽と死亡鶏6羽，計18羽を検査

した(表1)。
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2.病理学的検査

採材した主要臓器について常法に従いパラフイン包埋切

片を作製した。ヘマトキシリン・エオジン (HE)染色に

より病理組織学的検査を行うとともに，抗P.multocida 

ウサギ血清およびシンプルステインMAX-POMULTI (ニ

チレイ，東京)を用いた免疫組織化学的検査を実施した。

3.細菌学的検査

剖検時に採材したブロイラー8羽中5羽と種鶏10羽の主要

臓器，脳および頭部病変部からスワブを取り， 5%羊血液

加寒天培地およびDHL寒天培地を用いて好気培養を， 5% 

卵黄加GAM寒天培地を用いて嫌気培養を，チョコレート

寒天培地を用いて炭酸ガス培養を行った。分離菌は，

Api20NE (日本ピオメリュー(株))により生化学性状を

確認し薬剤感受性試験はアンピシリン (ABPC)，セフ

アゾリン (CEZ)，カナマイシン (KM)，ストレプトマイシン

(SM)およびオキシテトラサイクリン (OTC)について一濃度

ディスク法(昭和薬品化学工業(株)，東京)を用いて行っ

た。さらに， InstaGene DNA精製マトリックス (Bio-Rad

社， USA) を用いて分離菌のDNAを抽出し， Townsend 

ら11) の方法により爽膜抗原の型別を行った。併せて，

Heddlestonら5)の方法により菌体抗原型別を行った。
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表1. 病理学的所見

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

農場 ブロイラー ブロイラ一種鶏

転帰 死 死 生 生 生 生 生 生 死 生 生 生 死 死 死 死 死 生

症状

顔面腫脹 + + 十 + + + + 

肉冠・肉垂のうっ血 + + + + + + + + 

斜頚 + + + + + 十

髄膜炎 ー+++ ++ +++ ー 一 +++

頭蓋骨 airspace病変 一++++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ー+++

頭部皮下織の化膿性炎 一 + +++++ + +++ + NT +++ +++ +++ +++ ー 一+++ー NT +++ 
肝臓の血栓形成 + +++ ++ + +++ + + +++ +++ + + ++ ++ +++ + + +++ + 

11 壊死 ++ +++ ++ + + + +++ ++ 一+++ー + +++ 

牌!臓の血栓形成 + + + +++ + 
11 壊死

眼ブドウ膜炎 + + ++ + ++ 

気管支肺炎 + + ++ ++ 

内耳炎 ー++++++ 一 NT 
中耳炎 NT 一 + +++++ +++ NT NT 

判定.ー(病変なし)， + (軽度)， ++ (中等度)， +++ (高度)

NT:未検査

写真 l ブロイラーにみられた斜頚 (剖検時，No.4) 

成 績

1.発生概要と疫学調査結果

2010年11月20日，39~44 日齢のブロイラー 130，000羽を

開放鶏舎15棟で平飼い飼養する農場において， 44日齢の1

鶏舎7，290羽中90羽 (1%)が，斜頚 (写真1) ，うずくま

り行動および披行を呈 し， うち40羽が死亡， 50羽が淘汰さ

れた。発生は他の鶏舎には波及せずl鶏舎に限局し 54日

齢の出荷時までに，613~~ (8%)が死亡し， 698~~ (10 
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+ + + + + + + ++ 

+ + 

+ ++ + +++一 + 十 +++

++ + + + ++ + + 

ー+++NT +++ー

+++ +++ +++ 一

写真 2. ブロイラ一種鶏にみられた眼険，顔面の腫脹(剖

検時， No.l8) 

%) が淘汰された。

一方，2010年11月3日， 28週齢のブロイラ一種鶏20，000

羽をウインドウレス鶏舎4棟で平飼い飼養する農場におい

て，28週齢の種鶏が顔面・眼険腫脹 (写真2)，肉冠・肉

垂のうっ血を呈 し死亡した。11月7日および23日から抗生

物質 (ABPC，スルファモノメトキシン，オルトメトプリ

ム)の3日間投与が行われた。発生は2鶏舎のみ散発的に約

1カ月間続き ， 10，214羽中301~~ (3%)が死亡した。

両農場の所在地は，直線距離で65km離れており ，管轄
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写真 3. ホルマリン固定後のブロイラ ーの頭蓋骨の縦断

面 (No.3， .印は移住形骨)air space内にチーズ

様物が充満 (矢印)。

する家畜保健衛生所が異なっていた。飼養鶏が同じチャン

キ一種であったものの異なるインテグレーションに属し，

ひなおよび飼料の導入元に共通性はなかった。また両農場

I隊員の養鶏研修会への同時参加など人的な交流もなかっ

た。家畜保健衛生所が把握する範囲では，同時期に県内に

おいて同様の疾病発生は確認されなかった。

ブロイラ ー農場では飼養する全期間において無薬飼料を

給与しており，衛生プログラムとして，コクシジウム症と

マレック病(初生時)，ニューカッスル病と伝染性ファブ

リキウス嚢病 (12，19日齢)のワクチン接種が行われてい

た。種鶏農場では導入元においてコクシジウム症，ニュー

カッスル病，伝染性気管支炎，伝染性ファブリキウス嚢

病，マイコプラズマ症，鶏貧血ウイルス感染症，鶏痘， ト

リニューモウイルス感染症，鶏脳脊髄炎のワクチン接種を

行なった後に14週齢で導入されていた。

2.病理学的検査

剖検により，ブロイラー農場および種鶏農場の生鶏10羽

(No.3-8， No.lO-12， 18)で忠司蓋骨alrspace 内および周

囲に，黄白色のチーズ様物が充満していた (写真3)。こ

の病変は，ブロイラーでは外耳道周辺の側頭骨から蝶形骨

に至る部位で，ブロイラ一種鶏では前頭骨から頭部皮下と

眼l険周囲の部位で顕著で‘あった。なお，斜頚を示した生鶏

6羽の頚椎に異常は認められなかった。

組織学的には，頭葉骨alrspace，中耳，内耳，頭部皮

下，髄l良肝臓および牌臓に特徴病変が観察された。すな

わち，頭蓋骨を構成する骨のうち 眼筒周囲の前頭骨，側

頭骨および、底蝶形骨のairspace 内に，菌集族と線維素の

析出を伴った多数の偽好酸球，マクロファージおよびリン

パ球の浸潤が観察され，多核巨細胞またはマクロファージ

に包囲された凝固壊死巣が散見された(写真4)。同質の

炎症病変が内耳，中耳および頭部皮下にも観察され，大脳

72 

写真 4. ブロイラ一の蝶形骨~仮側1頭骨骨，の組織{像象 (No.3
HE染色，叩Hは蛸牛)air spaceや蜘牛肉の壊

死巣形成，線維素析出，炎症細胞の浸潤。

写真 5 ブロイラーの大脳の組織像 (No.3， HE染色)

脳髄)J美の線維素析出，炎症細胞浸潤。

半球，視葉，小脳背側および大脳脚腹側の髄)J英では線維素

の析出を伴う偽好酸球浸潤が認められた(写真5) 。肝臓

および牌臓では線維素血栓の形成が観察され，肝臓では巣

状壊死が散見された(写真6)。その他，眼球のブドウ膜

炎，化膿性ないし壊死性化膿性肉芽腫性気管支肺炎が観察

された。免疫組織学的に，髄膜に浸潤したマクロファ ー

ジ，頭蓋骨airspace 内の集族菌とマク ロファージ，肝臓

の菌栓塞に一致してP.multocida抗原が検出された (写真

7)。これらの病変の頻度には個体による違いが認めら

れ，頭蓋骨alrspace，髄膜および中耳，内耳病変は生体

に限られて観察され，頭蓋骨alrspaceの病変程度が強い

鶏で，頭部皮下織の化膿性炎，髄膜炎，内耳炎または中耳

炎の病変程度が強かった(表1)。一方，死亡鶏では肝臓

および牌臓の血栓形成，気管支肺炎が主体であった。
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表 2. 細菌検査成績

No. 

農場

CNS 

l 2 3 

NT + 

4 5 6 7 8 

ブロイラー

+ + NT NT + 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ブロイラ一種鶏

+ + + + + 
頭部皮下

肝臓

NT NT NT NT NT NT NT NT NT + + NT NT + NT NT NT + 

+ NT + NT NT 

目削減 NT NT NT 
腎臓 + NT + NT NT 

心臓 NT + NT NT 

mli + NT NT NT 

表 3 薬剤感受性試験成績

薬剤
由来

フ'ロイラー ブロイラ一種鶏

ABPC 感受性 感受性

CEZ 感受性 中間

KM 感受性 耐性

SM 中間 耐性

OTC 感受性 感受性

写真 6.ブロイラ ーの肝臓の組織像 (No.2.HE染色)

線維素血栓を伴い，肝組織は巣状に壊死。

3.細菌学的検査

両農場15羽の，肝臓，牌臓，腎臓，心臓，肺，大脳およ

び頭部病変部スワブからP.muLtocidaが分離された (表

2)。特に，大脳からは15羽中9羽と高率に分離された。分

離菌株は ，両農場とも 爽膜型A型で，菌体抗原型は

Heddlestonの3型と同定されたが 薬剤感受性試験では感

受性パターンが相違していた (表3)。病変部から他の細

菌は分離されなかった。

+ + + 

+ + + + 

+ + + + 

+ + 

+ + + + 

写真 7. ブロイラーの蝶形骨の免疫組織化学 (No.3)

air space内の集線菌に一致して P multocida 
抗原が観察された。(挿入国は NO.3の大脳髄

膜，マクロファージ内のPmultocida陽性抗原)

考 察

鶏パスツレラ症は.P. multocid，αによる急性敗血症であ

る急性型，局所感染に起因する慢性型の病型があり，脳髄

膜炎は慢性型の病態で観察 されている2)。 また.P

multocida!惑染による病態のーっとして頭蓋骨airspaceや

頭部皮下の化膿性炎を主病変とする頭部腫脹が報告され，

ときに脳髄膜炎が観察される4.6.7.9)。

本発生例では，慢性型または頭部腫脹で認められる頭部

皮下，頭蓋骨alrspace.内耳および中耳の炎症病変とと

もに，少ない頻度ではあるが脳髄膜炎が観察され，それら

に関連すると考えられる症状が認められた。すなわち，今

回のブロイラ ー病例では斜頚， うずくまり行動および披行

の神経症状が，ブロイラー種鶏では顔面 ・眼験腫脹による

頭部腫脹が主に認められた。観察された頭蓋骨airspaceお

よび脳髄膜病変は，線維素の析出と偽好酸球， リンパ球お

よびマクロファージで構成される炎症細胞の浸潤により特

徴づけられる線維素化膿性炎であり，既報の病理組織

- 73一



鶏病研究会報

{象1-4.6.9.10) と類似するものであった。また，脳髄膜を含む

脳組織からP.multocidaが分離され，病変部に一致してP.

multocida抗原が検出されたことから，本発生例の脳髄膜

炎の病理発生にP.multocidaが深く関わっていたことが示

唆された。鶏のP.multocidaによる髄膜炎の病理発生に関

する記載は少ないが， Olsonら叩)は，七面鳥の自然発生事

例および感染事例において，頭蓋骨や中耳への感染の関連

を報告し外耳道，エウスタキオ管(耳管)または血管か

ら頭蓋骨airspace 内へP.multocid，αが侵入することを考察

している。

七面鳥1.9.10) 白色レグホン種3)や平飼い採卵鶏4)で報告

のあった過去のP.勿lultocidaによる髄膜炎や頭部腫脹の事

例とは異なり，両病例の死亡鶏と発症生存鶏に共通して，

急性型の病変2) に類似する線維素性の血栓形成，またはそ

れを伴う肝細胞の多発性巣状壊死が観察され，複数の臓器

からP.multocidaが分離されたことから急性敗血症の関与

が示唆された。死亡鶏では，頭蓋骨airspaceに病変は観

察されず，気管支肺炎と共に肝臓牌臓病変が観察された

ことから，P. multocidaの呼吸器感染に起因する急性敗血

症により死亡したものと推察された。著者らが検索した範

囲では，肝臓病変と髄膜病変の両者が観察された事例は岸

本らの報告7) に限られ，急性敗血症と局所感染や頭部腫脹

が同時に存在する病態は，それほど多いものではないと思

われた。

今回の病例は，死亡鶏にP.multocidaによる急性敗血症

死の病変がみられ，発症生存鶏にこれまでの慢性例の報告

と同様に頭蓋骨airspaceの病変が認められた。発症生存

鶏にも急性敗血症を示唆する所見が得られ，かつ，頭蓋骨

air spaceの病変部と脳髄膜炎病変部の直接的な関連は見出

されなかったことから，P. multocidaが局所に波及し病変

を形成したと推察された。 Fenstermacherら1)は頭蓋骨ま

たは中耳への感染が無く，中枢神経系への感染のみで斜頚

を呈した事例を報告しており，局所感染のみならず，本発

生例のように急性敗血症と脳髄膜炎の二つの病態が同一個

体に観察される場合等，P. multocidaによるブロイラーの

脳髄膜病変形成には複雑な病態が存在するように思われ

た。

萩野ら4)は，平飼い採卵鶏に沈うつ，顔腫れ，頭頚部旋

回を呈する病鶏に頭部皮下織炎，海面骨炎および髄膜炎を

確認し爽膜型A型， Heddleston3型のP.multocidaが分

離された成績からP.multocida感染によるSHSを報告して

いる。本発生例の分離菌株は，萩野らの報告と一致してい

た。なお，両分離菌株の薬剤感受性が相違したが，ブロイ

ラー農場では無薬飼育が行われており，種鶏場で用いられ

ていた抗生物質への耐性は確認されなかった事実から，投

薬が薬剤感受性の相違に関与した可能性は低いと考えられ

た。

本発生例の発生状況はブロイラー農場が15鶏舎中1鶏舎

のみ，種鶏農場が4鶏舎中2鶏舎のみに限局し，他の鶏舎へ

の波及は認められず既報4.8)と同様であった。鶏舎におけ

る発症誘因を明らかにすることはできなかったが，両農場

とも平飼いで飼養されており，鶏同士が直接接触する飼養

形態と鶏舎内の感染経路に関連があるように思われた。加

えて，ブロイラーは種鶏に比べて若齢であり，全期間無薬

飼育が行われていたことから，死亡羽数を増加する要因と

して日齢による差や抗生物質の投与の有無が挙げられた。

稿を終わるにあたり，分離P.multocida菌の菌体抗原型

別同定を実施していただいた農研機構動物衛生研究所の星

野尾歌織主任研究員に深謝する。
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Summary 

In November 2010， avian pasteurellosis characterized by the cranial air space lesions and cerebral 

meningitis was found at two different farms (Broiler farm : broiler chicken， 45 days old. Breeding 
farm : broiler breeder flocks， 28 weeks old). Mortality was 8% on the broiler farm. The characteristic 
symptom was torticollis. In contrast， the mortality was under 3% on the breeding farm. The main clinical 
sign was facial swelling. Histopathologically， the principal lesion was fibrinous suppurative inflammation 

in the cranial air spaces. Fibrinopurulent exudate and infiltration of heterophils were also found in the 

meningis. Additionally， the formation of thrombi and multi-focal necrosis of hepatic cells were found on 

two farms. Those lesions were similar to previous cases of acute septicemia. Cellulitis in the head and 

eyelids were present in chickens on the breeding farm. Pasteurella multocida (P. multocida) was isolated 
from all chickens on the two farms. In addition， P. multocida antigen was detected in macrophages that 
infiltrate into the meningeal lesion. These cases suggest that cranial air space lesions and cerebral 

meningitis due to P. multocida infection， and the cause of death is consider巴dto be acut巴 septicemiadue 

to P.飢 ultocidα.
(J. ]pn. Soc. Poult. Dis.， 50， 70-75， 2014) 

Key words : Broiler， broiler breeding flocks， Pasteurella multocida， meningitis， swollen head syndrome， 

torticollis 
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