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臨床レポート

特発性多発性関節炎を起こしたミニチュアダックスフンドの症例
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約

７歳齢, 雌 (未避妊) のミニチュアダックスフンドが歩行異常にて来院, レントゲン検査で
は両側尺骨遠位端 (手根関節部) での骨の融解 (図１), 両側膝関節・足根関節での脱臼, 血
液検査ではC反応性蛋白 (CRP) 1.25mg/dl, 抗核抗体 (ANA) 640倍と高値を示した. 関節
液の細菌培養は好気性・嫌気性ともに陰性, 病理学検査では好中球を主体とする慢性炎症がみ
られ, 特発性多発性関節炎と診断された. 治療はプレドニゾロン2mg/kg/dayの投薬から開始,
投薬開始１カ月半で1mg/kg/dayに減量, さらに多飲多尿の傾向がみられたため0.5mg/kg/
dayに減量した. 治療開始から５カ月目での血液検査ではCRP 0.15mg/dl以下, ANA 100倍,
ステロイドの長期服用によるアルカリフォスファターゼ (ALP) などの上昇は認められず,
良好な状態で経過観察中である.
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図１

図２

図３

治療５カ月目の前肢レントゲン写真

図４

治療５カ月目の後肢レントゲン写真

初診時の前肢レントゲン写真

初診時の後肢レントゲン写真
考
治療と経過
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ため岩手大学農学部付属動物病院に検査を依頼

㎎/dl以上, ANA1,280倍と, ともにかなりの高

した. レントゲン像とANA, 関節液の検査の

値を示した. 当初は非ステロイド系消炎鎮痛剤

結果, 特発性多発性関節炎と診断した. レント

(コシキブ系) で疼痛・解熱管理をしていたが,

ゲン像では手根関節部で尺骨の融解像が認めら

確定診断後はプレドニゾロンを1.5㎎/㎏/dayで

れたので正式にはびらん性特発性多発性関節炎

治療開始し, 血液検査でCRP 0.57㎎/dlまで低
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