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|総説|

乳牛のケトーシス

及川伸

酪農学園大学(〒069-8501 北海道江別市文京台緑町582番地)

(2013年8月23日受付・ 2013年9月30日受理)

要約 ケトーシスは臨床症状の有無によって臨床型と潜在性に分類される.潜在性ケトーシスは

臨床型ケトーシスの前段階の病態と考えられている 農場における生産性の維持向上を考える場合，潜

在性ケトーシスを如何に制御するかが重要なポイントとなる.なぜなら，その病態は種々の周産期疾病

の発生に緊密に関係しているからである.本総説では，ケトーシスについて現在の分類基準に基づいて

概説するとともに，われわれの最近の潜在性ケトーシスの有病率研究についてもその概要を著述した

一一キーワード:ケトーシス，乳牛，臨床型，潜在性，予防，有病率

1 .はじめに

乳牛のケトーシスは種々の周産期疾病の基礎的な病態

と考えられており，その発生に関連していることが知ら

れている[lJ北米では，農場が大規模化してきた1990

年代からルーメンアシドーシスや乳熱と同程度あるいは

それ以上にケトーシスの重要性が再認識され，予察を含

めた予防法が検討されてきた [2，3J. 

ケトーシスは，臨床所見が見られるかどうかで臨床型

ケトーシスと潜在性ケトーシスに分類されるが，牛群の

生産性を維持あるいは向上させるために最も注意を払わ

なければならないのが潜在性ケトーシスである.北米で

は泌乳初期の潜在性ケトーシスの有病率は10~ 30%程

度と報告されている [2，4， 5J 日本では乳牛群の有病

率に関する研究は見当たらず，その状況がはっきりとし

ていなかったが，われわれの横断的研究(後述)により

ある程度の状況が把握されてきた

今回は，ケトーシスについて，移行期における発生メ

カニズム，分類，診断法，治療，予防について概説する

とともに，最近得られた潜在性ケトーシスに関する有病

率研究についてもその概要について言及する.

2.移行期における負のエネルギーバランス

(ケトーシスと指肪肝との関連性)

分娩が近づくと生理的に乾物摂取量 (DMI)は減少し，

胎児の成長に伴いエネルギー要求が増加することで，生

体のエネルギーバランスは徐々に負に傾いてくる(図1).

特に，ボディコンデイションスコアが4.0以上の牛では，

DMIの低下率は大きくなることが知られている [6].

分娩時のストレスや泌乳の開始に伴い，より多くのエネ

ルギーが必要とされるが， DMIは直ぐには増加して来

ないため，負のエネ jレギーバランス (NEB)はしばら

く続くことになる.一般に， NEBは45日間程度継続す

ると報告されている [7J.DMIの低下を促進するよう

な飼養管理状況があった場合， NEBが一層加速され，

結果として周産期疾病が発生しやすくなる.

このようなNEB状況下，生体では糖質や糖源性アミ

ノ酸が真っ先に乳生産や生体維持に使用されるため，エ

ネルギー源として脂肪組織に蓄えられた中性脂肪 (TG)

の利用が増加する.すなわち，脂肪組織において， TG 

はホルモン感受性リバーゼによって非エステル型脂肪酸

(NEFA) とグリセロールに分解される.次いで，

NEFAは肝臓に脂肪酸 (FA)として動員され，大きく2

つの経路で生体のエネルギー源としての役割を果たす.

その一つは，動員されたFAが0酸化を受け，生じたア

セチルCoAがTCA回路に入り最終的にATPの産生ある

いは糖新生が活性化される経路である.もう一つは，

FAが再度TGにエステル化されてアポB-100やリン脂

質，コレステロールと一緒になって超低比重リボタンパ

ク質 (VLDL) として肝臓から末梢へと分泌される経路

である. VLDLは乳中の脂肪分を始め生体にエネルギー

源として活用されるが，血中でリボタンパクリバーゼに

よって分解されて中間比重リボタンパク質 (IDL) とな

り，さらに肝臓で肝性リパーゼによって低比重リポタン

パク質 (LDL)になる.このLDLはステロイドホルモン

-118-



-飼料摂取の減少 ・胎子の成長

・泌乳開始 ・各種ストレス

プロピオン酸 LDL IDL 

図1 肝臓における脂質代謝(指肪肝とケトーシスの関係)
TG:中性脂肪， HSL:ホルモン感受性リバーゼ， NEFA:非工

ステル型指肪酸， FA:脂肪酸， Glyc:グリセリン， Chol:コレ
ステロール， ApoB-100:アポB-100，PL:リン脂質， VLDL: 

超低比重リボタンパク質， IDL:中間比重リポタンパク質， LDL: 
低比重リポタンパク質， HTGL:肝性トリグリセライドリパーゼ

の前駆物質であるコレステロールを多く含んでいるので

卵巣や副腎において利用される.これら2つの経路のど

ちらが優位になるかは，肝臓に含まれる余剰の糖質レベ

ルによるとされる.すなわち 充分な糖質が肝細胞に存

在する場合は， TGからVLDL産生の経路が優位になる

が，負のエネルギーバランス時のように糖質が枯渇して

きているような場合はp酸化からアセチルCoAそして

TCA回路への経路が活性化され，ケトン体の産生も増

加する [8].

過度のNEFAが肝臓に流入してきた場合， VLDLの産

生が間に合わずにTGが肝臓に蓄積してくる(肝臓の脂

肪化) [9].あるいは産生されたアセチルCoAがTCA回

路に潤沢に参入できずに 結果的に多量のケトン体が産

生される(ケトーシス).このように，ケトーシス発生

の背景として肝臓の脂肪化は重要な病態と言える.

NEBを伴う移行期において，両病態の発生に関わる直

接的な因子はNEFAの著増である NEFAの増加自体は

エネルギーバランスの維持において非常に大切なメカニ

ズムであるが，肝臓の機能を越えて過度に増加した場合，

脂肪肝やケトーシスが招来される.また，われわれは

NEFAの上昇が肝細胞にアポトーシスを誘導すること

[10，11] ，あるいはインスリン抵抗性を惹起すること口2]

をLipotoxicityとして報告している[13].

3. ケ卜ーシスの分類

従来，乳牛のケトーシスは原発性，続発性および食餌

性に分類されてきた. 1996年にHolteniusら口4]が食

餌性ケトーシスを除くケトーシスをその病態生理に基づ

いて新たに分類して以来ケトーシスは I型ケトーシス

E型ケトーシスそして食餌性ケトーシスに分けて考えら

れるようになった.表lにケトーシスの分類とその特徴

を記した.

I型ケトーシス:このタイプのケトーシスは，これま

での原発性ケトーシスに近いもので，ヒトの I型糖尿病

の病態に似ていることから命名された血糖値が低く，

インスリン濃度も低値という特徴がある.しかしイン

スリンの低下はヒトで見られるように醇臓の機能低下に

起因している訳ではなく，慢性的な低血糖状態を反映し

た変化である.発生時期は，分娩後の3~6週目とされる.

その理由は，この時期に最も泌乳のためにエネルギーが

消費されるからである.一般に， 1型ケトーシスの牛は，

乾乳期には特に問題はなく，正常分娩で，最初の泌乳も

順調である場合が多い. しかしながら，分娩後の飼養管

理の失宜によって，必要とされるエネルギーが充分に摂

取できない時に本症は発生する 分離給与とTMR給与

では前者の方での発生が危慎される.なぜなら，分離給

与では，分娩初期にルーメンアシドーシスの発生を警戒

して濃厚飼料を充分に与えていないことがあるからであ

る一方， TMRでは，分娩初期から高エネルギー飼料

となっているので I型ケトーシスの発生はあまりない.

しかし， もしTMR給与で発生した場合，エネルギー含

量の低い飼料を給与しているか，高タンパク含量の飼料

(例えば粗タンパク19%以上)が与えられているかを確

認するべきである.高タンパク飼料は，ルーメンにおい

て多量のアンモニアを産生するので，肝における解毒に

多くのエネルギーが消費されてしまい，結果として低エ

ネルギーを招くことがある. 1型ケトーシス牛では，肝

での糖新生は問題ないので予後は良好である.

E型ケトーシス:本疾病の病態は以前から報告されて

いたファットカウ症候群(脂肪肝)に関連するものであ

り，ヒトのE型糖尿病に似るところから E型ケトーシス

と命名された.牛は分娩前から負のエネルギーバランス

に陥り，脂肪組織から肝にNEFAが動員され脂肪肝の状

態に陥っているので，肝細胞の機能が低下し糖新生が円

滑に進まない状況にあると考えられる.また，インスリ

ン抵抗性を伴うことも示されている 分娩前に高血糖，

高インスリンの時期を経験していることが推察されてい

る.そのような病態で分娩を迎えた場合，分娩ストレス

や泌乳の開始に呼応して充分な糖新生ができないので，

容易にケトーシスを発症してしまう.特に，過肥牛では

ストレス暴露や低エネルギー下において脂肪組織からの

NEFAの動員が進みやすいとされている.一般にE型ケ

トーシスは分娩後1~2週日に発生しやすく，第四胃変



表 1 ケ卜ーシスの病型分類とその特徴

項目
ケトーシスの分類

I型ケトーシス E型ケトーシス 食餌性ケトーシス

関連する症状と原因 食欲減退 過肥傾向，脂肪肝 高水分サイレージ

BHBA濃度 著増 増加 著増または増加

NEFA濃度 増加 増加 正常または増加

血中成分
血糖値 低下

低下(増加する時期が想定
不定の変化 される)

インスリン
低下

低下(増加する時期が想定
不定

濃度 される)

牛の体型 削痩傾向
脂肪多い(痩せてきている

不定
時もある)

血中のNEFAの行方 ケトン体
初期は肝臓の中性脂肪，次

不定
にケトン体

肝臓での糖新生 増加 低下 不定

肝臓の病変 なし 脂肪肝 不定

発生の最頻時期 分娩後3~6週 分娩後1~2週 不定

予後 非常に良好 不良 良好

予防のための検査
泌乳初期/BHBA濃度の 乾乳後期/NEFA濃度の

サイレージのVFA分析
測定 測定

サイレージの適正調整と異
予防対策のポイント 泌乳初期の飼養管理 乾乳後期の飼養管理 常サイレージの廃棄および

酪酸摂取量の制限等

BHBA: sーヒドロキシ酪酸， NEFA:非エステル型脂肪酸， VFA:揮発性脂肪酸 (2007Oetzel [5J一部改変)• 

位をはじめとする各種周産期疾病の発生に密接に関連し

ている.また，糖新生や肝細胞の障害および重度の低エ

ネルギーは，ケトーシスの状態を長ヲ|かせるだけではな

く，非特異免疫能を抑制するので，種々の感染症(子宮

炎，乳房炎，肺炎等)も併発しゃく，予後は良好とは言

えない.

食餌性ケトーシス・本疾病は酪酸を多く含むサイレー

ジ(変敗サイレージ)の給与によって誘発されるケトー

シスである.サイレージの調整に問題があり，乳酸発酵

がうまく進まない場合，クロストリジウム属菌が嫌気的

に増殖し，ブドウ糖から酪酸の生成を促進する.一般に

ルーメン内では発酵により 1日あたり約750gの酪酸が産

生され，ほとんどはエネルギーとしてルーメンの筋組織

で代謝されるが，付加的に産生された酪酸のその75%が

血中へs-ヒドロキシ酪酸 (BHBA) として移行すると

言われている. したがって，多量の酪酸を含む変敗した

サイレージを給与すると 血中のBHBA濃度が著明に上

昇し食餌性ケトーシスが招来される.なお，酪酸を1

日に50~ 100g摂取した場合は潜在性ケトーシスが，ま

た200g以上摂取した場合は重度のケトーシスが誘発さ

れると言われている なお，泌乳初期牛あるいはすでに

I型かE型ケトーシスに擢患している牛ではより重篤に

なりやすい.

4.症状

臨床型では，元気活力および食欲の低下，乳量の減少

および消化管機能の低下(反努の減少等)が認められる.

また，濃厚飼料よりも粗飼料(青草や乾草)を好むこと

が多い.時として，過敏，麻痔等の神経症状を示すこと

もある. しばしば，尿，乳汁，呼気からは特異のアセト

ン臭を放つ.潜在性ケトーシスの場合，明確な臨床症状

を示さないが，乳量の損失量 [15Jや繁殖成績の低下 [16，

17Jや非特異免疫能の低下口8Jや他の第四胃変位の発

生を助長する日9Jと言われている.なお，食餌性ケトー

シスの場合，程度の差はあるが，食欲減退や乳量低下の

ほか，糞便の軟化や消化スコアの悪化が見られる.

5. ケトーシスの診断基準 [20J

ケトーシスの確定診断は血中BHBA濃度である

(BHBAはケトン体の中で最も安定的に測定できる).従

前から血中BHBA濃度が1.4mM以上を示した場合にケ

トーシスと診断されてきたが，最近ではその基準として

1.2mMが推奨されている [21.22J. 臨床症状を明確に

示すような牛では， 3.0mM以上の場合が多いと言われて

いる.ケトーシスの発生は泌乳初期にほとんどが限定さ

れるので，潜在性ケトーシスを牛群レベルで評価する場

合は，分娩後3~ 50日の牛を対象に12頭サンプリングし，

その異常割合で評価する (75%信頼区間) 特に臨床症
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状を呈さない12頭中3頭以上が異常値を示した場合，潜

在性ケトーシス牛群と判断される.陽性が1~2頭の場

合は警戒牛群となる.なお，著者は陽性の割合が40%を

超えた場合，食餌性ケトーシスを疑うケースが多くなる

ことを経験している.なお，血液以外でも搾乳時の乳汁

を採取しそのBHBA濃度をスティックで診断する方法

も有効である 牛群レベルのモニタリングでは尿中のア

セト酢酸濃度を評価することもある程度有用と言われて

いる.

また. II型ケトーシスの予防を考える際，乾乳期にお

ける低エネルギーの状態を把握することが必要となる.

その場合，分娩2~ 14日前の牛を対象にNEFA濃度を測

定することが有効である.経産牛で、は0.4mEq/L以上の

時に低エネルギーと診断される.牛群レベルでの判断基

準(潜在性群，警戒牛群)は上述のBHBA濃度と同様で

ある.しかし，サンプリングは1日の中でBHBAとNEFA

が最も高くなる時期に行うことが望ましく，それらは，

前者では飼料給与4~5時間後，後者では給与前である.

乳検成績から牛群におけるケトーシスの発生状況を把

握する場合，乳汁成分の蛋白率と乳脂肪率の比 (P/F)

が有効である. P/Fが0.7より低い牛が散見される場合

ケトーシスの問題を考える必要がある.乳脂肪率が5.0%

以上の個体はケトーシスの疑いが極めて強い.

6.治療

I型ケトーシスは，肝臓の糖の前駆物質(ルーメンか

らのプロピオン酸や小腸から吸収されるアミノ酸)の供

給が円滑に進めば容易に回復する. したがって，糖質等

による治療(経口投与あるいは静脈内投与)にはよく反

応する. しかし E型ケトーシスは多くが脂肪肝を伴う

重篤な病態を示すことから，基本的には脂肪肝に対する

治療と同様となる.糖質の経口投与，グルコースやキシ

リトール，果糖，マルトースの持続点滴， さらにインス

リン抵抗性を示す場合には遅効性インスリンの併用が必

要となる.食餌性ケトーシスの場合は飼料中毒の一種と

言えるので，問題となっている飼料給与を中止すること

が解決となる.なお，治療に関する詳細はFoster[23J 

やJessicaら [24Jの総説を参照されたい.

7. 予防対策

予防するためには臨床型を捉えるのではなく，上記診

断基準に基づき，あくまでも潜在性ケトーシスに焦点を

あてるべきである.

I型ケトーシス:泌乳初期牛に対して充分なエネル

ギーを供給しうる飼料設計を立てる必要がある.さらに，

飼料を充分に摂取させる飼養管理として，特に飼槽幅(理

想76cm以上)と飼養密度(フリーストーJレの場合85%

以下)と水場を充分に確保すべきである.居住環境を整

備しカウコンフオートを高めることが肝要で、ある.なお，

泌乳初期の飼料への油脂の添加はエネルギー自体上昇す

るが，脂肪酸酸化において肝臓に一層の負担をかけるこ

とになるので，ケトーシスの予防には有効で、はない.肝

臓で糖に変えることのできる糖質の供給が重要で、ある.

E型ケトーシス:乾乳期の適正な飼料設計と乾物摂取

量が低下しない飼養管理に留意することが大切で、ある.

また，過肥は分娩前に乾物摂取量を低下させる最も危険

な要因の一つであるので. BCSの制御には気をつける必

要がある.また，乾乳期の牛の移動は乾物摂取量を低下

させることがあるので，分娩予定の概ね2週間前からは

牛の移動は避けるようにする.飼槽幅，飼養密度，水場

等の飼養環境に関しては I型ケトーシスの予防と同様

である なお，移行期における肝臓の脂肪化を軽減ある

いは改善するために添加飼料としてルーメンバイパスの

コリンやメチオニンが有効で、ある.上述のように，乾乳

後期牛群が低エネjレギーに陥っているかどうかを判断す

る目的で血中のNEFA濃度のモニターは有用である.

食餌性ケトーシス.サイレージを適正に調整すること

が予防の第一歩である.サイレージのサイロへの詰め込

みの際には，飼料の適正な水分調整と踏圧，密聞が重要

であり，乳酸発酵を促進させるために添加物を加えるこ

とも有効である.ほとんどの場合，変敗サイレージは，

酪酸臭が強く，色も黒っぽく見られる.なお，サイレー

ジ、のpHが5.0より下がっているかどうかを見ることは，

発酵の状況判断には有用である(変敗サイレージの場合，

5.0以下に下がらないが良好な発酵では4.0台になってい

る).ケトーシスを予防するためには，少なくとも酪酸

の給与量を1日l頭あたり50g未、満に抑える.

8. 潜在性ケトーシスの有病率

北米における研究によると 泌乳初期牛における臨床

型ケトーシスの発生率は2~ 15%程度であるのに対し，

潜在性ケトーシスの累積発生率は40%に上ると報告され

ている [24J.潜在型は 臨床型の前段階の病態であり

明らかな臨床症状を示さないために，ほとんど見逃され

るのでその経済的な損失は甚大である.本疾病は周産期

の他の疾病の発生と密接に関係しているので，その有病

率を把握しておくことは牛群の健康管理上大切である

これまで， 日本において潜在性ケトーシスの有病率に

関する確固たる報告はなかった.そこで，著者および研

究協力者らは，北海道の道東のある酪農地帯において，

潜在性ケトーシスの有病率に関する横断研究を実施し

た.期間は.2012年12月から2013年2月までの冬期間で

あり.26農場を対象に調査した対象農場の飼養経産牛

頭数 (26ヵ月令以上)は，中央値148頭(最小値74頭，
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最大値452頭)であり，総頭数は4，953頭であったまた，

飼養形態はフリーストールが20農場，つなぎ形態が6農

場であった 採血は分娩3日から概ね50日の牛を対象に

実施され，計310頭から採血されたまた，同時に分娩

予定の2日から14日前の乾乳後期牛計227頭からもサンプ

リングされた.

泌乳初期におけるBHBA濃度(中央値)はつなぎ形態

で、0.734mM(25パーセンタイル値 (Ql): 0.609mM， 75パー

センタイル値 (Q3): 0.915mM)，フリーストール形態

で0.769mM(Ql: 0.613mM， Q3: 1.003mM)，全体で

0.764mM (Ql: 0.613mM， Q3: 0.953mM) であり，飼

養形態による有意差は認められなかった.また，潜在性

ケトーシスの基準をBHBA濃度1.2mM[21， 22J として

有病率を見たところ，つなぎ形態で7.5%，フリーストー

ル形態で12.8%，全体で11.6%であった.分娩後の発生

時期によって潜在性ケトーシスを分類したところ， 2週

間以内に発生したE型が44.4%，それ以降に発生した I

型が55.6%であり，現場では飢餓性の単純なケトーシス

の他，難治性に分類されるケトーシスが相当数問題に

なっていることが推察された なお，産次によってE型

潜在性ケトーシスの発生割合に有意差は認められなかっ

た.なお，サンプリング数が充分あり農場レベルで評価

できた21農場の内，潜在性ケトーシスの警戒農場と診断

されたのは，つなぎ形態で50.0%(2/4)， フリーストー

ル形態で64.7%(11/17)，全体で61.9% (13/21)であっ

た.

一方，乾乳牛のBHBA濃度(中央値)はつなぎ形態で

0.611mM (Ql: 0.526mM， Q3: 0.749mM)，フリーストー

ル形態で、0.581mM(Ql: 0.471mM， Q3: 0.703mM)，全

体で、0.587mM(Ql: 0.482mM， Q3: 0.714mM) であり，

泌乳初期より明らかに低値であった.また，潜在性ケトー

シスの有病率はつなぎ形態で0%，フリーストーlレ形態

で'1.6%，全体で1.3%であり，泌乳初期に比べてかなり

低くかったしかし NEFA濃度を測定して低エネルギー

牛の割合を調べたところ (O.4mEq/L以上)，両飼養形態

ともに11.5%であり，分娩7日以内では4頭に1頭が低エ

ネルギー状態であることが示されたこのような分娩前

のエネルギー状態が分娩後の潜在性ケトーシスの発生に

関連しているのかもしれない.なお， NEFA濃度におい

て異常を示した牛はすべてl産以上であり，未経産では

問題なかった.

9.最後に

乳牛が分娩初期にケトーシスに陥った場合，程度の差

はあるにしても乳量の低下は勿論，その後に各種疾病を

発症したり，受胎成績が低下したりと気づかないうちに

生産性低下がヲ|き起こされている.ある意味ケトーシス

が起点となって生産性低下シンドロームが巻き起こって

くるとも言える. したがって 臨床的な症状を示す前の

潜在性ケトーシスの制御をターゲットに，血液あるいは

乳汁をはじめとして身体的項目のモニタリングをするこ

とは牛群の健康管理に有効な取り組みと考えられる.
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ABSTRACT 

Ketosis in dairy cattle 

Shin Oikawa t 

Veterinary Herd Health， Deρartment 01 Health and Environmental Sciences， 

School 01 VeterinαηMedicine， Rakuno Gakuen University 

Ketosis in dairy cattle is classified into a clinical type and subclinical type based on 

the presence or absence of clinical signs. The subclinical type is regarded as a precursive condition of 

clinical ketosis. When practicing the maintenance and improvement of the productivity of dairy herds， it 

is extremely important to detect and control subclinical ketosis because the pathosis is closely 

associated with various periparturient diseases. In出isreview an outline of ketosis is presented based 

on the present classificatory criteria. In addition， our study on the prevalence of subclinical ketosis in 

dairy cattle is also summarized. 
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