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|原著|

第四胃変位を擢患した乳牛における肝機能評価のための疫学調査

工藤克典1) 小岩政照2) 岡田洋之3)

1)石狩NOSAI(干066-0081 千歳市清流7-4-1)

2)酪農学園大学(干069-0836 北海道江別市文京台緑町532)

3) (法)農研機構動物衛生所(干305-8517 茨城県つくば市観音台3-1-1)

(2013年9月12日受付・ 2013年10月10日受理)

要約 北海道石狩NOSAI管轄において， 1995年 6 月~ 1997年 6月までに分娩した45頭の第四胃

変位擢患ホルスタイン種成乳牛を用い，第四胃整復手術中に肝臓生検を実施し，肝臓変性の疫学調査を

行ったその結果， 26.7% (12/45)で肝臓変性が認められなかったが(対照群)，その他の症例では肝

臓の変性が認められたその内訳は 肝細胞が腫大し頼粒状を呈する頼粒状変性が31.1% (14/45:頼

粒状群)，脂肪変性が42.2%(19/45)であった脂肪変性の程度は，脂肪滴が小葉中心性に限局した軽

度脂肪化(軽度群)が8症例，脂肪滴が広範に認められた重度脂肪化(重度群)が7症例，肝細胞全体

が小さな脂肪滴に置換し，網目状に配列している変性性脂肪化が4症例(変性群)であった

一一キーワード:乳牛，第四胃変位，肝臓変性

目的

第四胃変位は分娩後の乳牛に多発する疾病であり，

Jレーメンマットの希薄化 四胃運動低下などが主な発症

原因とされている しかし 第四胃変位整復手術に搬入

される牛で，過肥が多く，脂質代謝異常がその発症の誘

因である可能性が指摘されているが明らかではない.そ

こで我々は第四胃変位と脂質代謝異常との関連性を明ら

かにする目的で，第四胃整復術中に脂質代謝異常によっ

て形態学的変化を生じやすい肝臓を生検し，肝臓の形態

学的な分類による疫学調査を行った

材料および方法

石狩NOSAI南部家畜診療センター管轄の酪農場にお

いて， 1995年 6 月~ 1997年 6月までに分娩したホルス

タイン種成乳牛のうち第四胃変位(以下DA)整復手術

を行った45頭を供試した.全ての症例において，術前に

一般臨床検査，体重，ボディコンデイションスコア (BCS)

および血液生化学検査を実施したこれらの検査項目お

よび測定法を表 1に示した

肝臓の形態学的検査を行うために，手術時にシルバー

マン肝生検針を用いて，直接視野下で肝小片を摘出し，

速やかに10%ホルマリン液に国定した.定法に従い組織

切片標本を作成した後，日E染色を施し鏡検した

肝臓の組織検査は同ーの病理担当者により形態学的評

価に基づいて表2および図 lに示す，正常(対照群)， 

頼粒状変性(頼粒状群)，軽度脂肪化(軽度群)，重度脂

肪化(重度群)，変性性脂肪化(変性群)の 5群に分類

した.

肝臓の形態学的分類による群聞の差は，一元配置分散

分析法で分散を評価した後， post hocテストとして

Tukey KramerまたはKruskal-W allisのH検定を行った

統計学的解析はいずれも有意水準95%以上を有意とし

た.

結果

本試験で供試した45頭の第四胃変位牛の肝臓の形態学

的分類は， 26.7% (12/45) で肝臓に組織学的な変性が

認められなかった.その他の症例では， 31.1 % (14/45) 

で頼粒状変性，42.2%(19/45)で脂肪変性が認められた

脂肪変性をさらに，軽度，重度および変性性脂肪化に細

分したところ，それぞ、れ8症例 (17.8%)，7症例 (15.6%に

および4症例 (8.9%)であった(表3)

頼粒状群の血清総蛋白 (TP)は，対照群の6.8::tO.6g1

dlに比べて7.5土0.7g/dlと有意に高値を示したが (p<

0.05)，体重，血糖値， NEFA，総ケトン体は差が無かっ

た.

一方，脂肪変性をおこしている他の 3群(軽度群，重

度群，変性群)では，体重，血糖値， NEFAおよび総ケ
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表 1 検査項目および測定法

項目 | 方法

産次数および双子の有無 |繁殖記録

分娩から初診までの日数(日)I繁殖記録およびカルテ

初診から手術までの日数 (日)

周産期疾病

BW (kg) 

BCS 

Ht (%) 

TP (g/dl) 

血糖値 (mg/dl)

BUN (mg/dl) 

カルテ

カルテ

ホル協式牛体重推定尺

目視

赤血球パルス波高値検出法

Biuret法

酵素法

Urease indophenol法

総コレステロール (mg/dl)I酵素法

GOT (U/L) I ]CCLS-SOP法

GGT (U/L) 

総ピリルピン (mg/dl)

直接ピリルピン (mg/dl)

遊離脂肪酸 (mEq/L)

総ケトン体 (μM/L)

肝臓形態学的分類

]CCLS-SOP法

パナジン酸酸化法

パナジン酸酸化法

酵素法

酵素法

鏡検

トン体に特徴が認められた脂肪変性の認められた牛の

体重は750.3:t114.9kgで、あり，対照群 (564.4:t190.0kg. 

p<0.05)に比べ有意に重く，頼粒状群の680.0:t 97.7kg 

よりも増加傾向が認められた脂肪変性を起こしている

牛では，血糖値が64.7:t 22.5mgl dlで、あか頼粒状群の

93.6 :t 38.8mgl dlよりも有意に低かった (p<0.05) 一方，

図2に示すように，脂質代謝異常と関連の高いNEFAお

よび総ケトン体は，脂肪変性群でl.48:t0.32mEq/Lおよ

び2520.5:t 1744.8μmol/Lで、あった これらは対照群およ

び頼粒状変性群の値よりも有意に高値であった (p<

0.05) . 

考察

DA手術の対象とな った乳牛において， 肝臓の形態学

的分類を実施したところ 肝臓に脂肪肝などの何らかの

病理組織学的変化を示唆する所見が73.3% (33/45)で

認められた これは. DA牛の 4頭に 3頭という高頻度

で脂質代謝異常が生じていることを示している.また，

肝臓の組織学的変性を精査すると，頼粒状変性が

31.1 %.軽度，重度および変性性脂肪化を含む脂肪変性

所見が見られたものは42.2%であった頼粒状変性牛で

はTPが，脂肪変性牛ではNEFAおよび総ケトン体が高

いことが明らかになった 従って. DAの整復手術にお

いて護肝治療の必要性が強く示唆された

ミトコン ドリアが膨化し エネルギー産生が低下 して

いる穎粒状変性では，有意にTPが高く ，蛋白合成機序

表2 肝臓の形態学的分類(病理組織学的診断と特徴)

群 |病理組織学的| 特徴

診断

対照群 |正常

頼粒状群頼粒状変性 肝細胞が腫大し頼粒状を呈

する

軽度群 |軽度脂肪化 |比較的大きな脂肪滴が小葉

中心性に認められる

重度群 |重度脂肪化 |脂肪滴が大型となり片縁に

まで拡がり網目状を呈する

変性群 |変性|主脂肪化|肝細胞全体が小さな脂肪滴

に置換し，網目状に配列し

ている

正 常 頼粒状変性 軽度脂肪化重度脂肪化変性性脂肪化

図 1

表3 肝臓の形態学的分類 (頭数および出現割合)

群 | 症例数 (頭) I出現割合 (%)

対照群 12 26.7 

頼粒状群 14 31.1 

軽度群 8 17.8 

重度群 7 15.6 

変性群 4 8.9 

(mEq/L)市一5

0.5 

。

(μmollL) 3000 

2000 

可000

。
対照群 頼粒状群 脂肪変性(軽度・重度・変性群)

図2 NEFAおよび総ケトン体の比較

(* : p<O.05 * * : p<O.01) 

が障害されている可能性を認めた 一方，脂肪変性を呈

した症例では，血糖値の低下. NEFA.総ケ トン体の増
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加など，いわゆるケトーシスの生化学所見が得られた.

一般に，頼粒状変性は，軽度の肝臓の組織学的変化であ

り，脂肪変性に至る前段階ととらえることもできるが，

本研究では，それぞれ異なる血液生化学パターンを呈し

たことから，病態が異なるのか，または病態の進行によ

る差異なのかを明らかにするまでには至っていない.ま

た，変性性脂肪化は，肝細胞が細かい脂肪滴で埋め尽く

され，経験的に他の脂肪化より難治であることが知られ

ているが，何らかのプロセスの違いで軽度脂肪化から重

度脂肪化へ移行せず¥変性'性脂肪化へ移行すると推察さ

れ，本症例の病態の解明，ならびに治療方法はさらなる

研究が待たれる.

DA曜患牛の多くは，肝臓の脂肪化を伴い，血糖値の

低下， NEFA，総ケトン体の増加が認められた従って，

これらの症例の治療には，ケトーシスの治療を兼ねて糖

液の静脈内投与や護肝を目的とした処置が必要であるこ

とが明らかとなった今後は糖液を中心とした治療プロ

グラムの構築が望まれる

以上のことより，第四胃変位擢患牛では，脂肪化を主

体とする変性が高率に存在することが明らかとなった.

このことは，肝臓の変性が原因で診療回数が増える可能

性が高いことを示している.従って， DAの治療に際し

でも脂肪代謝に伴う肝臓の変性があることを十分考慮す

べきである.
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