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〈業績ノート〉

キジ飼養農場において発生したコクシジウム症および壊死性腸炎

友好将也・大石大樹・入部 忠・大谷研文

山口県中部家畜保健衛生所，〒754-0897山口県山口市嘉川 671-5

要約

2012年6月，日本キジ (Phasianusversicolor)のひなが沈欝，元気消失を呈した。 7月上旬には雛の死

亡数の著明な増加が認められたため，病性鑑定を実施した。供試された 6羽の剖検では，全羽の小腸粘膜面

に白色病巣がみられ， 3羽の盲腸は腫大していた。組織所見では，腸管とファブリキウス嚢にコクシジウム

の高度寄生，壊死性空回腸炎および盲腸炎を認めた。小腸内容から，Clostridium ρerfringens (C. 
μだかingens) を105-7cfu/g検出し，分離c.μけ'Ingensは α毒素陽性であり，マウス接種試験で死亡を確

認した。コクシジウムの平均 OPGは小腸で1.94X105，盲腸で1.97X106であり，遺伝子検査では主要な 5

種の鶏コクシジウムの遺伝子は検出されなかった。本症例をコクシジウム症および壊死性腸炎と診断し，コ

クシジウムの高度寄生により腸粘膜が傷害され，C.ρ問fringensの増殖が誘発されたと推察した。また，検

出したコクシジウムはキジに特異的な種と推察された。敷料交換，キジ舎消毒，サルファ剤投与等の対策を

実施したところ沈静化した。

キーワード:壊死性腸炎，キジ，クロストリジウム，コクシジウム

緒 言

キジは肉用以外に，狩猟や鳥獣保護を目的とした放鳥用

として飼養されており，半野性的な特徴を残していること

から，家禽に含まれるものの飼養方法は鶏と大きく異なる。

キジは主に4月から6月にかけて産卵する季節繁殖であり，

勝化した雛は約 40日齢まで舎内において育雛し，その後，

野生化訓練として屋外の放飼場において飼養する11)。その

後放鳥シーズンに合わせ， 9月から 11月に出荷を行う。

今回，繁殖用キジを飼養し，放鳥用のひなを生産する 1農

場において，コクシジウム症および壊死性腸炎の発生が

あったので報告する。

発生状況

農場概要:繁殖用キジを 1125J5J，ひなを 2，016羽飼養

しているほか，ヤマドリやウズラも飼養している。飼料は，

繁殖用キジには採卵鶏用，発生群を含む雛には幼雛用の配

合飼料を給与しており，幼雛用には抗菌性物質(アビラマ

イシン 5g力価 /t，硫酸コリスチン 5g力価 /t，アンプロ

リウム 100g/t，エトパベート 5g/t，スルフアキノキサリ

ン60g/t)が飼料添加物として配合されている。また，ワ

クチンはニューカッスル病生ワクチンを年に 1回飲水投与

している。

飼養形態:瞬化から 18日齢までは，育雛前期舎において，
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木製の育雛箱で飼養している。敷料として，麻の布を敷き，

使用後は廃棄している。その後， 39日齢までは育雛後期

舎において，開放，平飼の形態で飼養し敷料には真砂土

を用いている(写真1)0 40日齢以降は放鳥まで周囲に金

網とネットを張った放飼場で飼養している。

2012年6月6日に聯化した 128羽について， 6月24日

に育雛後期舎へ移動後，数日で 1羽程度の死亡状況であっ

たが， 6日目の 6月30日に 5羽死亡した。アンピシリン

を投与したところ翌日には死亡数が低下したが， 7月2日

に23羽が死亡したため，同日に当所へ通報があり，病性

鑑定を実施した。臨床症状としては沈欝，元気消失がみら

れ，その後難死した。なお，育雛後期舎は 3棟 6室あり，

1室あたり約 100から 150羽のひなを飼養していた。発生

は育雛後期舎の 1室のみで、あった(図 1)。

材料および方法

材料には臨床症状を認めた生存2羽，死亡4羽の計6羽

(26日齢)のキジを用いた。

1. 病理学的検査

外貌観察および体重測定後に剖検を実施し，常法により

組織切片を作成後， HE染色およびPAS染色を行った。

2. 細菌学的検査

主要臓器は， 5%羊血液加コロンビア寒天培地を用いて

直接塗抹培養し，小腸内容は 5%羊血液加コロンピア寒天

培地， DHL寒天培地および卵黄加 GAM寒天培地を用い

て定量培養を行った。培養条件は，それぞれ 5%羊血液加
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写真1. 育雛後期舎
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コロンビア寒天培地は 481時間 37
0

C5 %C02， DHL寒天培

地は 24時間 37
0

C好気および卵黄加 GAM寒天培地は 72

時間 37
0

C嫌気培養で行った。また，小腸内容から分離さ

れたc.ρ向かingensはl羽につき 8株を抽出し，毒素遺伝

子 (α ，s，ε， 'Y， NetB)についての PCR2
.
6
)を実施する

とともに，マウス接種試験として，c.ρeてかzngensの培養

上清を 2匹のマウスの尾静脈に 0.5ml接種後，48時間観

察を行った。

3. 寄生虫学的検査

小腸および盲腸内容についてマックマスタ ー法により

オーシス ト数の算出を行った。また，検出したコクシジウ

ムについて，鶏コクシジウムの主要な 5種 (Eimeria

tenella， E. acervulina， E. necatrix， E. maxima， E. brunet-

ti)に対する遺伝子検査5)を行った。

4. ウイルス学的検査

気管およびク ロアカスワブを用いて市販キットによる

A型インフルエンザウイルス抗原検出検査を実施後，鳥

インフルエンザウイルスおよびニューカッスル病ウイルス

に対する遺伝子検査は)を行った。また，各臓器をプール

乳剤として発育鶏卵培養によるウイルス分離を行った。
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成 績

1. 病理学的検査結果

外貌に異常は認められなかったが，供試キジの体重は

59.2:t9.8gで，標準体重 (20日齢:48g， 30日齢:86 g)1) 

より小さいものもおり，ぱらつきがみられた。剖検では，

全羽に共通して小腸粘膜面に白色病巣が一部融合して散発

していた(写真 2)。また，生存 1羽，死亡 2羽の盲腸は

白色を呈して腫大しており，盲腸内には，チーズ様の凝塊

物が充満していた(写真 3)。なお，小腸および盲腸粘膜

からの出血は認められず，また，ファブリキウス麗では著

変を認めなかった。

組織所見では，小腸粘膜面の組織構造は崩壊し長梓菌

および短梓菌を伴う壊死病変が散見された。小腸および盲

腸では粘膜上皮ならびに陰鶴においてコクシジウムの寄生

がみられ，炎症性細胞の高度浸潤，びらんおよび潰蕩が認

められた。病変は盲腸でより重度であった(写真4および

写真 2 膨満と白色化病巣の散在(小腸)

写真 3. 白色を呈して腫大(盲腸)
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5)。また，ファブリキウス麓においてもコクシジウムの寄 2. 細菌学的検査結果

生が認められた(写真 6)。なお，腸管の PAS染色では， 直接塗抹培養では生存 2羽，死亡2羽の心臓および肝臓

ヒストモナス原虫様構造物は認められなかった。 から E.coliが分離された。小腸内容の定量培養において，

写真 4 長梓菌，短梓菌を伴う壊死病変(小腸)HE染色

写真 5. コクシジウムの寄生(小腸)HE染色

写真 6.コクシジウムの寄生(ファブリキウス嚢)HE 

染色
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全羽から E.coliおよびc.μてかingensが分離され，菌数は

E.coliで107-8cfu/g， C.ρε吃かmgensで105-7cfu/gであった。

また，分離したc.ρeψzngensの毒素遺伝子検査はすべて

α毒素のみ陽性で A型菌と判定され，マウス接種試験で

は48時間以内に死亡が確認された。

3 寄生虫学的検査結果

小腸および盲腸内容から楕円形(平均 18.9X15.0μm) 

と前者よりやや小さく楕円から円形(平均 13.8Xll.0μm)

の少なくとも 2種類のコクシジウムのオーシストが検出さ

れた。検出比率は前者と後者がおよそ 8対 2であった。

OPGは，小腸内容で平均1.94X105，盲腸内容で1.97X 106 

であった。なお，鶏コクシジウム主要5種の遺伝子検査は

陰性であった。

4. ウイルス学的検査結果

すべての検査で陰性であった。

考 察

検査成績から，本症例をコクシジウム症および壊死性腸

炎と診断した。コクシジウムの寄生によって腸粘膜が傷害

され，c.ρ町fヤingensの増殖が誘発されたものと考えられ

た10)。発死の原因は，コクシジウムの高度寄生による組織

傷害およびc.ρ町fringensが産生した α毒素によるものと

推察された。検出されたコクシジウムは鶏の主要な 5種に

対する遺伝子検査が陰性であり，種は不明であったがコク

シジウムは宿主特異性が高いことおからキジに特異的な種

である可能性が示唆された。なお，心臓および肝臓におい

てE.coliが分離されたが，病理学的検査において，大腸

菌症の所見は認められなかったことから銘死の原因となっ

た可能性は低いと推察した。

本症例のコクシジウムの感染源について検討を行った。

育雛前期舎はひなが移動後に敷料をすべて廃棄しているの

に対し育雛後期舎では一部の敷料を交換後，すぐに次の

ひなを入れていた。また，キジのコクシジウムは 10種が

知られており 9) 感染後，新生されたオーシストがはじめ

て体外に排池されるまでの時間であるプレパテントピリオ

ドは不明な種もあるもののおおむね 5日から 6日間4)であ

り，育雛後期舎へひなが移動後，発症するまでの期間とほ

ぼ一致した。これらのことから，汚染された育雛後期舎の

敷料が感染源であったと推察された。

対策として育雛後期舎の敷料交換およびオルソ剤の散布

による消毒，衰弱個体の淘汰を実施したところ通報日翌日

より死亡率は低下した。その後 1週間後に再度発生があ

り，一過性に死亡率の上昇がみられたが，サルファ剤の投

与およびキジ舎消毒等の対策を継続して実施後，沈静化し，

その後の発生はみられなかった(図 2)。なお，再発生は
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図 2. 死亡羽数の推移

指導していきたい。
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Outbreak of Coccidiosis and Necrotic Enteritis in a Breeding Farm of Green Pheasant 
(Phαszαnus veγsicolo吟

Masaya Tomoyoshi， Daiki Ooishi， Tadashi lribe and Akifumi Ootani 

Chubu Livestock Health and Hygiene Service Center， 671-5 kagawa， Yamaguchi-shi， Yamaguchi 754-0897， J apan 

Summary 

In June 2012， green pheasant chicks exhibited prostration and depression. In the beginning of July， 

chick mortality was significantly elevated. Autopsy was conducted to examine the cause of death. Six 

necropsied chicks all had white foci in the mucosa of the small intestine， and three chicks exhibited 

swelling of the cecum. Histopathogically， severe infections of Coccidium in the intestinal tract and bursa 

of Fabricius， necrotic ileojejunitis， and cecitis were observed. Clostridium ρe乙fringenswas isolated in a 

concentration of 105-7cfu / g from the content of the intestine. The isolated C.ρ町fringenswasαtoxin 

gene positive and mice died in an animal inoculation test. The average number of OPG was 1.94 x 105 in 

the small intestine and 1.97 X 106 in the cecum. The genes of five major chicken Coccidium were not 

detected in Coccidium isolated by PCR. This case was diagnosed as necrotic enteritis and coccidiosis， and 

increase of C.ρerfringens was caused by severe infection of Coccidium damaging small and large 

intestines. It was thought the detected Coccidium was pheasant-specific. An epidemic of the disease was 
reduced by changing litter， sterilizing pheasant houses， and administering sulfa drugs. 

(J. Jpn. Soc. Poult. Dis.， 50， 219-222， 2014) 

Key words : necrotic巴nt巴ritis，pheasant， Clostridium， Coccidium 
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