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1-27a

5-25a

消化器系Ⅱ（唾液腺，肝臓，膵臓）
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5-26a

内容見本

1-27c

5-26b

Chap.5

5-25b

馬ウイルス性動脈炎．後肢の下脚部に浮腫が認めら

図 1-27b・c

れる（写真提供：JRA 総研）
．

40

精巣白膜の膠様水腫（b）．動脈周囲と内膜から

中膜の炎症細胞浸潤（c）（写真提供：a は JRA 総研）．

第２編

造血器，リンパ性器官

1-27．馬ウイルス性動脈炎
2-18a
Equine viral arteritis

の漿膜面や肺の実質および胃粘膜面における点状出
2-18f
血，副腎における比較的大型の出血がみられる．また，

2-18b

ニドウイルス目アルテリウイルス科の馬動脈炎ウイ
ルス equine arteritis virus によって引き起こされる．
主な感染経路は感染馬との接触あるいは飛沫による感

図 5-25

リンパ球性胆管炎（猫）．不整な小結節状を呈した肝

図 5-26

銅関連肝疾患（犬）．グリソン鞘でのリンパ球浸潤と

臓の肉眼像（a）．グリソン鞘周囲性の炎症細胞浸潤（b 左）と

軽度線維化を伴う肝結節病変
（a）
．銅が黄褐色に染色される（b，

その強拡大（b 右）
．

ロダニン染色）．
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第６編

泌尿器系

5-25．リンパ球性胆管炎

5-26．銅関連肝疾患

胸水や腹水の増量，腸間膜や腸壁の水腫生肥厚や膠様

6-6a
Lymphocytic cholangitis

水腫（図 1-27b）も認められる．

胆管炎および胆管肝炎は，猫での発生が多い．胆管

銅は生命の維持に重要であり，ホメオスタシスの維

炎および胆管肝炎では，グリソン鞘への炎症性細胞の

持のため，銅の代謝は厳密に調節されている．犬では

Chap.2

組織学的には小型から中型の動脈の内膜における巣

6-7a disease
Copper associated liver

状の平滑筋細胞の変性壊死と炎症細胞浸潤がみられる

浸潤に加えて，細胆管の再生や線維増生が観察される．

ヒトと同様に，銅は食餌と飲水から吸収され，その後

となった種牡馬との交配やウイルスに汚染された精液

（図 1-27c）
．このような病変は全身の臓器および器官

経過が長く線維増生が旺盛になると，線維化の程度に

肝臓に蓄積される．したがって，銅の代謝調節に異常

による人工授精である．臨床症状は多様で，発熱，元
2-18c
2-18d

で認められるが，とくに腸，副腎，リンパ節，雄馬で

応じてその肉眼像も，肝表面が不整な小結節状を呈す

のある犬では，肝細胞に銅が過剰蓄積することにな

気消失，食欲不振，鼻汁漏出，眼結膜の充血，眼瞼の

は精巣白膜などで頻繁に観察される．流産した雌馬の

るようになる．猫の場合には，リンパ球性と化膿性の

る．これが原因で肝細胞が変性および壊死を起こす

浮腫，下顎リンパ節の腫大，後肢下脚部の浮腫（図

子宮では，馬動脈炎ウイルスの感染を伴った多発性，

胆管炎 / 胆管肝炎を区別することが多いが，両者を独

と，急性肝壊死，亜急性肝炎，慢性肝炎，肝硬変が招

1-27a）
，頚部から肩部への発疹，下痢，陰囊の浮腫

壊死性の平滑筋炎がみられる．また，キャリアーの雄

立した病態とする考え方と，化膿性胆管炎 / 胆管肝炎

来されることになる．組織学的に，過剰に蓄積した銅

馬の尿道球腺や精管にはリンパ球浸潤が観察され，馬

が急性病変で，リンパ球性がそれに引き続く慢性化病

は，HE 染色で肝細胞内に黄褐色顆粒として観察され

感染した多くの馬が不顕性感染となり，鼻汁や精液中

動脈炎ウイルスが持続感染していると考えられてい

変とする考え方の 2 つが提唱されている．なお，猫

る．また，ロダニン染色では銅は赤茶色の顆粒として

にウイルスを排出し続けるキャリアーになる．
2-18e
肉眼的には本病の基本的病変は出血と水腫で，全身

る．

の胆管炎 / 胆管肝炎の原因としては，腸管からの上行

明瞭に染め出される．ベドリントン・テリアでは銅代

性の細菌感染や免疫機序の関与が推定されている．

謝異常に関連した常染色体劣性遺伝性肝疾患が報告さ

などがみられる．妊娠馬では高率に流産する．また，

2-18g

6-6b

➡

➡

染，あるいは本ウイルスの慢性感染馬（キャリアー）

6-7b

れている．

➡

Chap.6

➡

➡

➡

➡

図 2-18a ～ e

犬の血液，Babesia canis（a）
．犬の血液，Babe

sia gibsoni（b）
．牛の血液，Babesia ovata（c）
．牛の血液，Thei

図 2-18f・g

犬の骨髄，Hepatozoon canis（f）
．マウスの脾臓，

Leishmania donovani（g）．

図 6-6

leria orientalis（d）
．リスザルのリンパ節，
Toxoplasma gondii（e）
．
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第３編

Protozoal diseases 3-41a

図 2-18e は，リスザルのリンパ節に観察された Toxo
3-42a
plasma gondii のシストである．T.
gondii は猫科動物

ピロプラズマ目に属する Babesia 原虫および Thei

を終宿主として，さまざまな動物種に感染する．豚，

2-18．原虫性疾患

腎臓にみられた多発性点状出血（a，猫）．腎臓糸球体

図 6-7

毛細血管および輸入動脈内の硝子血栓（b，犬）
．

呼吸器系

乳頭壊死（子牛）．腎乳頭部（a）と腎盤部（b）の限

局性壊死病変．

第 11 編

6-6．播種性血管内凝固
11-23a coagulation（DIC）
Disseminated intravascular
播種性血管内凝固（DIC）とは，敗血症や中毒によ

腎乳頭部の壊死は，ヒトではアスピリンやフェナセ

れらの原虫は，赤血球内に観察される原虫の大きさに

身性の感染症を起こす．図 2-18f は，犬の骨髄に観察

るショックの際，あるいは癌などの慢性悪性疾患の末

チンなどの鎮痛薬を大量に服用した際に遭遇する特徴

より，
大型および小型ピロプラズマに分類されている．

された Hepatozoon canis である．犬がマダニを経口

期に，全身性の血液凝固亢進と出血傾向亢進とが同時

的な病変として知られている．これらの鎮痛薬および

宿主特異性が強く，各動物種に特有の原虫寄生がみ

摂取すると H. canis が腸管から侵入し，単核食細胞に

に生じる現象である．血管内皮細胞の傷害により凝固

その代謝物質の毒性と乳頭部における酸素欠乏状態と

られる．図 2-18a，b は，犬の赤血球に寄生する大型

寄生して骨髄，リンパ節，脾臓などの標的臓器に移動

系が亢進して血栓が形成され，その後凝固系因子が

の相乗作用により壊死が生じると考えられている．動

（B. canis）および小型（B. gibsoni）ピロプラズマ，図

する．このほかに，単核食細胞に寄生する原虫として

枯渇するため線溶系が活性化し出血が起こる．病理

物では，非ステロイド系抗炎症剤（NSAIDs）を投与

Cytauxzoon がある．

学的には全身の毛細血管に出血と硝子血栓とが同時

した馬やフェノチアジンを投与した子牛や子羊に生

Chap.3

リスザル，カンガルーは感受性が高く，肺炎を含む全

および小型（T. orientalis）ピロプラズマである．この

また，前述のアピコンプレックス門に含まれる原

に認められる．図 6-6a は DIC の猫の腎臓の肉眼写真

じ，脱水との関連が指摘されている．図 6-7a，b は

ほかに，赤血球に寄生する原虫として Leucocytozoon

虫のほかに，単核食細胞に寄生する原虫として Leish

で，腎臓表面と割面に多数の点状出血が認められる．

子牛の腎臓割面の肉眼写真である．乳頭部（a）や腎

や Plasmodium がある．

mania がある．図 2-18g は，Leishmania donovani を

図 6-6b は犬の腎臓の組織像で，糸球体の輸入細動脈

盤部（b）に限局性の壊死巣（矢印）が認められる．

真コクシジウム目に属する原虫は，全身諸臓器に感
3-41b
染し，
リンパ組織や骨髄組織に観察される場合がある．

実験感染させたマウスの脾臓であり，マクロファージ
3-42b
の細胞質内に多数の原虫が観察される．

や毛細血管内に硝子血栓が形成されている（矢印）．

一方，犬ではモネンシンとロキサルソンとの併用で乳

DIC に罹患した動物では，肺胞壁の毛細血管内などに

頭壊死が起こり脱水との関連はない．

11-23b
も多数の硝子血栓が観察される．

11-23d

Case

Case

図 3-41

羊の慢性進行性肺炎（マエディ・ビスナ）．肺は肉眼

的に充実性で白色を示す（a）．肺組織内にリンパ濾胞形成（b）

図 3-42

3-41．羊の慢性進行性肺炎（マエディ・ビスナ）
Chronic progressive pneumonia in sheep（Maedi-Visna）
本病はマエディ・ビスナウイルスによる羊の慢性進
行性呼吸器疾病である．潜伏期は数ヵ月から数年で，

Alveolar proteinosis in goat（Caprine arthritisencephalitis，CAE）
肺胞蛋白症では，肺胞内に好酸性微細顆粒状の蛋白
様物質が充満し，Ⅱ型肺胞上皮細胞の腫大および増生

認められる．肺は重量を増し，割面充実性で帯黄灰白

を特徴とする．肺胞内物質は PAS 陽性を示す．Ⅱ型

色から灰褐色で海綿状を呈する部位も認める．胸腔

肺胞上皮細胞の代謝異常と考えられているが，山羊関

内リンパ節の腫大がみられる．図 3-41a はマエディ・

節炎・脳脊髄炎（CAE）ウイルスに起因する慢性間質
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性肺炎や肺虫寄生の際にも認められる．肺は肉眼的

面の腹側では灰白色病巣により充実性を示し，背側で

に硬度を増し，充実性を示す．図 3-42a は CAE 罹患

気管支，血管周囲に胚中心の形成を伴うリンパ濾胞の

筋ジストロフィー（犬）．筋組織の軽度の萎縮

Control
図 11-23c・d

筋ジストロフィー（猫）
．筋組織の萎縮と脂肪

および変性と石灰沈着（a）
．筋線維の断裂を認め，免疫染色で

組織浸潤がみられる（c）
．筋組織は断裂や再生変化を示し，免

ジストロフィンの欠損が確認される（b）
．

疫染色でラミニンα2 の欠損が確認される．

11-23．筋ジストロフィー

多角形の細胞（Ⅱ型肺胞上皮細胞）によって裏打ちさ

形成がみられる（図 3-41b）
．肺胞壁は線維化と肺胞

れている．肺胞腔内には好酸性微細顆粒状物が充満し

管や終末細気管支平滑筋の過形成によって肥厚する．

ている．

大小不同や円形化，中心核や筋衛星細胞の増加，間質

Muscular dystrophy

結合組織の増生や脂肪化が認められ，石灰沈着も認め

筋原性筋疾患 myogenic myopathy は骨格筋の 1 次

られる（図 11-23a）．本疾患の確定にはジストロフィ

的障害に起因する筋萎縮および変性であり，とくに遺

ンの欠損や発現低下を証明する必要がある（図 11-

伝的な背景が明らかで，進行性の筋力低下を示す筋疾

23b）．そのほか，動物では，ザルコグリカン類の欠損

患群を筋ジストロフィーと呼ぶ．ヒトでは，多様な原

やラミニンα2（メロシン）の完全あるいは部分的欠

因遺伝子の変異が知られているが，ジストロフィン複

損に起因する筋ジストロフィーが報告されている．メ

合体を形成する蛋白の部分的あるいは完全な欠損に関
〒 113-0033 東京都文京区本郷
2-27-18
ＴＥＬ
連するものが多い．代表例として，ジストロフィンの
山羊の肺の割面で灰褐色充実性である．図 3-42b は
完全欠損によるデュシェンヌ Duchenne 型と部分的欠
https://buneido-shuppan.com
ＦＡＸ
CAE 罹患山羊の肺の組織病変で，肺胞は立方形から
損によるベッカー Becker 型筋ジストロフィーが知ら

ビスナの羊の肺と胸腔内リンパ節の割面である．肺割

を呈し皮髄境界不明瞭である．組織学的に，細気管支，

図 11-23a・b

3-42．山羊の肺胞蛋白症（山羊関節炎・脳脊髄炎，CAE）

ほぼ確実に死の転帰をとる．開胸すると肺は膨隆して

は海綿状を示している．リンパ節割面は膨隆し，白色

Control

山羊の肺胞蛋白症．肉眼的に白色充実性で（a），肺

胞内に蛋白様物質が充満する（b）
（写真提供：動衛研）
．

（写真提供：動衛研）．

267

Papillary necrosis 11-23c

leria 原虫による感染症をピロプラズマ病と呼ぶ．こ

2-18c，d は，牛の赤血球に寄生する大型（B. ovata）

運動器系

6-7．乳 頭 壊 死

03-3814-3321
03-3814-9407
生所見と結合組織増加と組織球などの炎症細胞浸潤を
ロシン欠損による猫の筋ジストロフィーでは，著明な
筋萎縮，脂肪組織浸潤，軽度の炎症所見が認められる

（図 11-23c）．骨格筋では，さまざまな程度の壊死再

れている．ジストロフィン遺伝子は X 染色体上に存

認める．凍結標本を用いた抗ラミニンα2 抗体によ

在し性染色体劣性遺伝形式をとる．類似疾患は各動物

る免疫染色で，本蛋白質の発現低下あるいは完全欠損

種でも報告されており，犬ではモデル疾患コロニーも

が確認される（図 11-23d）．本疾患はヒトでは常染

Chap.11

図 1-27a

