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ホルスタイン牛における好銀性グラム陽性分節性
フィラメント状細菌が関連した多病巣性肉芽腫性空腸炎
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Multifocal granulomatous jejunitis associated
with argyrophilic gram-positive segmented ﬁlamentous bacteria in a Holstein
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SUMMARY
Invaginating multifocal, protruding, ulcerative, indurative nodes were noted in the
jejunum of an 8-year-old Holstein. The cut surface of the nodes showed a yellowishwhite color. Under a light microscope, the lamina propria mucosae was dilated due to
the marked infiltration of epithelioid cells, multinuclear giant cells, lymphocytes, and
neutrophils. Many bacteria were present in the granulomatous lesions. These bacteria
were argyrophilic, gram-positive, PAS-positive, segmented, partly some branched, and
thin-long ﬁlamentous (length: 2-28 μm, diameter: 0.2-0.35 μm). On observation of the
ultrastructure, a low-electron-dense cell wall was noted. This pathogen was apparently
different from previously reported argyrophilic, gram-negative, non-segmented
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ﬁlamentous bacteria observed in jejunal granuloma in Holsteins. It was clariﬁed that the
bacterial species has not previously been reported based on comparison of the 16S rDNA
gene sequence (GenBank accession number AB539875). This is the ﬁrst case report of the
initial development of bovine jejunal granuloma associated with an argyrophilic, grampositive, segmented, ﬁlamentous bacterium.
Journal of Comparative Pathology, 145, 118-121(2011)

要

約

重積を伴った多病巣性，隆起性，潰瘍性，硬結性の結節が８歳齢のホルスタイン牛の空腸
にみられた．その結節の割面は黄白色であった．光学顕微鏡下において粘膜固有層が類上皮
細胞，多核巨細胞，マクロファージ，リンパ球及び好中球の著しい浸潤によって拡大してい
た．多数の細菌が肉芽腫病変内に見られた．これらは好銀性，グラム陽性，PAS 陽性で分
節を持ち，まれに分枝し，細長いフィラメント状の細菌であった（長さ 2-28μm，直径 0.20.35μm）
．超微細形態の観察では，電子密度の低い層をもった細胞壁がみられた．その病
原体は以前報告された，ホルスタイン牛の空腸肉芽腫に認められた好銀性，グラム陰性で分
節を持たないフィラメント状細菌と明らかに異なっていた．16SrDNA 遺伝子配列の比較解
析 に よ り， そ の 細 菌 は 未 報 告 種 で あ る こ と が 判 明 し た（GenBank accession number
AB539875）．この症例は好銀性，グラム陽性，分節状のフィラメント状細菌が関連した牛
の空腸肉芽腫の初発の報告である．
Journal of Comparative Pathology, 145, 118-121（2011）
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