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｜原著｜

子牛のエネルギー状態および衰弱症状に及ぼすグリセロール投与の効果

阿南智顕1) 菊池薫2) 一候俊浩3)* 

岡田啓司4) 佐藤繁4)t 

1) NOSAIみやざき 中部診療所 2) NOSAI胆江家畜診療所

3) NOSAI宮城家畜診療研修所 ＊現岩手大学農学部

4）岩手大学農学部共同獣医学科臨床獣医学講座

(2015年11月4日受付・ 2016年 1月14日受理）

要約 子牛に対するグリセロール投与の効果を明らかにする目的で，絶食した子牛と下痢症のた

めに衰弱した子牛にグリセロールを l回経口投与し，エネルギー補給効果と衰弱症状の改善効果を検討

したその結果，投与群では投与量（50～ 200mQ）および投与方法（カテーテル，晴乳ピン）にかか

わらず，投与後に血糖（Glu）が上昇して遊離脂肪酸（FFA）が低下する傾向が認められた Gluはカテー

テルおよび晴乳ピン投与牛ともに 200mQ投与午で、投与後2時間にピークを示して12時間まで持続し，

Glu上昇とFFA低下の程度や持続時間は，投与量が増えるに伴って大きくかっ長い傾向がみられたこ

のことから， 2～4カ月齢子牛に50～ 200mQのグリセロールを投与すると，量依存性にGluが高値を示

し，エネルギー補給効果のあることが明らかにされた一方，野外の下痢症子牛を対象としてグリセロー

ル200mQのカテーテルでの経口投与による衰弱症状と糞便性状の改善効呆を検討した結果，活力の低下

や消失，起立困難や歩様捨眼などの衰弱症状は，投与翌日に11頭中10頭で活力が向上し， 3頭で起立困

難と歩様鎗践の改善傾向がみられた糞便性状は投与翌日に11頭中3頭で色調， 8頭で性状，また， 3

頭で臭気に改善傾向がみられたこのことから，下痢症により衰弱症状を呈した子牛に対してグリセロー

ル200mQをカテーテルで経口投与することは，下痢症からの回復を早める手段として有効であることが

示唆された

一一一キーワード：子牛，衰弱症状，下痢症，エネルギー補給，グリセロール

1 .はじめに

グリセロール（1.2, 3－プロパントリオール）は中性脂

肪やリン脂質の構成成分で，毒性がほとんどないことか

ら，医学分野では涜腸液や利尿薬，脳圧降下剤などに用

いられている．また，グリセロールは生体内においてエ

ネルギー不足時に脂肪細胞に蓄えられている中性脂肪の

加水分解によって生じ，肝臓において糖新生の基質とし

て利用され，エネルギー源となる［1].

獣医学領域において，グリセロールは以前から糖原物

質として用いられてきたが，最近，再度グリセロールの

エネルギー補給効果が注目されている［2,3]. 成乳牛に

グリセロールをカテーテルで経口投与した場合，消化管
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から急速に吸収され，肝臓における糖新生の基質として

直接利用されるため，投与後速やかに血糖値が上昇し［4,

5］，完全混合飼料など飼料に混ぜて給与した場合，グリ

セロールは第一胃内微生物により揮発性脂肪酸に分解さ

れて利用されると報告されている［610］.グリセロー

ルの発酵により生じるプロビオン酸は牛の重要な血糖源

であり，グリセロール投与によって乳牛の周産期におけ

る負のエネルギーバランスが改善されることも報告され

ている［6,7J. 
一方，子牛下痢症の原因は多岐に渡り，各種病原体に

よる感染性下痢とその他の原因による非感染性下痢があ

る．いずれも発見が遅れて適切な治療が施されないと難

t 連絡責任者：佐藤繁（岩手大学農学部共同獣医学科臨床獣医学講座）
〒0208550 盛岡市上回三丁目18-8 fi/F AX 019 621 6203 
E-mail : sshigeru@iwate-u.ac.jp 
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治性下痢症に陥ることが多い 子牛は成午に比べて成長

に必要な栄養要求が高く，体内における脂肪などの保有

エネルギーが少ないことから 短期間に低栄養状態に陥

りやすい．低栄養状態に陥った下痢症子牛は下痢が完治

しでも発育不良となり，成長しでも産乳性や肥育効果が

期待できないとされている［11,12]. 子牛に対するエネ

ルギー補給手段として，従来から高張ブドウ糖液の輸液

が行われてきたが，子牛は腎臓における糖闇値が低く，

投与量と投与方法の厳密な調節が必要である［11,12]. 

従って，下痢症などで衰弱した子牛に対するエネルギー

補給手段は限られているのが現状である．前記のグリセ

ロールの利用についても，成牛に対するエネルギー補給

効果は知られているが，子牛での効果は未だ検討されて

いない

そこで，本研究では健康子牛に対するグリセロール投

与の効果を明らかにする目的で，絶食した子午にグリセ

ロールを 1回経口投与し 血液生化学所見の変化からエ

ネルギー補給効果を検討した次に，下痢症子牛に対す

る効果を明らかにする目的で＼下痢症のために衰弱した

子牛にグリセロールを 1回経口投与し，臨床症状の変化

から衰弱症状の改善効果を検討した．

2.材料および方法

( 1）供試牛および試験群

岩手大学附属動物病院で飼養されている臨床的に健康

なジャージ一種子牛6頭（ 2～ 4カ月齢， 43～ 69kg,

雌2頭および雄4頭）を繰り返し用いた 試験は原則と

して週l回実施した．試験期間中，チモシー乾草を飽食

させ，日量400～ 600gの配合飼料（あゆみ，中部飼料，

愛知）を給与し常時飲水で、きる状態で飼養した 子牛

を12時間前から絶食させた後， 86%濃度のグリセロール

（日本薬局方グリセリン，花王，東京）をカテーテルあ

るいは晴乳ピンを用いて l回投与した．グリセロール投

与群のうちカテーテル牛として50mQおよび、200mQ （各

4頭），晴乳ピン投与牛として50mQ ( 4頭）， lOOmQ ( 4 

頭）および、200mQ ( 5頭）を投与し，対照群（4頭）は

無投与としたグリセロールはいずれも微温湯で2倍希

釈して投与した．なお，グリセロール投与群は投与後6

時間，対照群は試験開始後12時間の採血終了後に給餌し

た．

(2）採血および血液生化学検査

採血は投与前（ 0時間），投与後0.5, l, 2, 4, 6, 12 

および24時間に，フッ化ナトリウム加採血管とプレイン

採血管（日本ベクトンデイツキンソン社，東京）を用

いて頚静脈より行ったフッ化ナトリウム加採血管は

3,000rpm, 15分間遠心した後，血築を分離し測定まで

4℃に保存して血糖（Glu：ヘキソキナーゼ法）を測定

したプレイン採血管は37℃で15分保温後， 3,000rpm,

15分間遠心して血清を分離した直ちに血清中の遊離脂

肪酸（FFA:ACS・ACOD法），中性脂肪（TG：酵素法），

総コレステロール（T-Cho・酵素法），低密度リポ蛋白

コレステロール（LDLC：酵素法），リン脂質（PL：コ

リンオキシダーゼ・ DAOS法）を測定した 残りの血清

は－20℃で保存後， /3－ヒドロキシ酪酸（BHB：酵素サイ

クリング法），インスリン（Ins CLEIA法），高密度リ

ポ蛋白コレステロール（HDL-C：化学修飾酵素・直接法）

を測定した

(3）統計解析

得られたデータは平均値±標準偏差で表した統計処

理には市販のソフトウェア（SPSSII for Windows）を

用いた．時間経過により変動するデータについて群内お

よび群聞の平均値の差の検定には， Bonferroniの補正を

行った反復測定分散分析（ANOVA）を用いて解析した

いずれもρ＜0.05を有意差ありとした．

(4）臨床試験の供試牛および効果判定

岩手県および宮城県の A般農家で飼養され，下痢症の

ために治療依頼のあった黒毛和種子午11頭（雌6頭，雄

5頭）の患畜を供試した（表 1）.下痢症の発症日齢は

5～ 34日（13.5± 9.5, M ±SD）であったなお，供試

牛について糞便中の病原体検索は行っていないが，大部

表1. グリセロール投与日および投与翌日における下痢症子牛の臨床症状

衰弱症状2) 糞便性状2)

発症投与 活力 起立 歩様 色調 性状 臭気

牛No.性別日齢病日体溢脱水I）投与日 投与翌日 投与日 投与翌日 投与日 投与翌日 投与日 投与翌日 投与日 投与翌日 投与日 投与翌日

1 Z' 4 38.7 ー 沈うつ→ 向上 正常 → 正常 → 黄白色→ 黄色 泥水状 → 泥状 酸臭 → 正常

2 ♀ 4 38.9 ー 消失 → 向上 正常 → 正常 → 黄色 → 泥状 → 軟便 × 

3 Z' 7 6 38.8 + 消失 → 向上 やや困難→軽度改善 槍E良 →軽度改善 黄色 → 泥状 → × 

4 Z' 9 6 38.5 ± 沈うつ→ 向上 やや困難→ 槍践 → 黄白色→ 水様 → 泥状 酸臭 → 

5 ♀ 9 4 38.9 士 低下 → 向上 正常 → 正常 → 黄色 → 黄白色 泥状 → × 

6 ♀ 9 4 39.1 + 低下 → 向上 正常 → 正常 → 黄色 → 正常 泥状 → 正常 × 

7 ♀ 11 6 39.1 土 消失 → 向上 やや困難→軽度改善 路線→軽度改善 黄白色→ 水様 → 酸臭 → 

8 ♀ 12 3 38.8 ± 沈うつ→ 向上 やや困難→ × 黄白色→ 水様 → 泥水状 酸臭 → 正常

9 Z' 14 2 38.9 ー 沈うつ→向上 正常 → 正常 → 黄色→黄白色 クリーム状→泥水状 乳臭 → 

10 ♂ 32 1 38.5 + × やや困難→軽度改善 正常 → 黄白色→ 水様 → 泥状 酸臭 → 

11 ♀ 34 4 38.8 土 沈うつ→ 向上 やや困難→ 槍眼 → 賞褐色→ 褐色 I尼状 → 軟便 腐敗臭→ 正常

]} 
一 所見なし± 所見わずかにあり。＋ 所見あり 2）一 変化なし，× 記録なし
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分が灰白色ないし黄色の水様・泥状便を呈する，いわ

ゆる白痢の症例であった獣医師による輸液や抗生剤投

与など， 一般的な原因療法と対症療法を初診後3日以上

行っても下痢症が改善せず＼活力の低下や消失，起立困

難および歩様拾眼などの衰弱症状を呈した子牛に対し

て，補j夜療法とともにグリセロール200meをカテーテル

でl回投与した効果の判定は，投与日と翌日の活力，

起立および歩行状態などの衰弱症状と糞便性状を比較

しいずれかの所見が改善した場合に有効と判定した

なお，効果判定は，治療を担当したNOSAiij.13.江および

NOSAI宮城の獣医師に依頼した．

3.結果

(1)グリセロール投与群（カテ テル）における血液生

化学所見の変化

Gluは投与群で、投与後に急激に上昇し， 200me投与牛は

投与後12時間まで， 50me投与牛は投与後0.5および1時

間に投与前に比べて有意（ρ＜0.05，ρ＜0.01）な高値を示

した（図 la). 投与群と対照群を比較すると， 2oome投

与牛は投与後4,6および12時間に有意（p<0.05，ρ＜0.01)

な高値を示した．また， FFAは投与群では投与後に低

下傾向がみられたが，200meと50me投与牛のいずれも

120 ,. a 

100 

言昔剖

60 

40 。4 8 12 16 20 24 

900 ,. c 

［：~ 
。。 4 8 12 16 20 24 

投与後時間

投与後6時間までの間，投与前に比べて有意差は認め

られなかった（図 lb）.対照群ではFFAが上昇し，投

与後6および12時間に投与前に比べて有意（p<0.05,

ρ＜0.01) な高値を示した投与群と対照群を比較する

と，投与後 6時間に200me投与牛は有意（Pく0.01) な

低値，投与後12時間に50meおよび、200me投与牛は有意

(p<0.05，ρ＜0.01）な低値を示した

BHBは，200me投与牛では投与後6時間にかけて低

下傾向を示し投与後2および4時間に投与前に比べて

有意（p<0.05）な低値を示した（図 lc). 50me投与牛

および対照群では低下傾向がみられず，投与前に比べて

有意差はみられなかった投与群と対照群を比較する

と，投与後4時間に200me投与牛は有意（p<0.05）な低

値を示した TG （図 ld）のほか，Ins,T-Cho, PL, 

LDL-CおよびHDLCは，投与後に一定の変化や有意差

がみられず，対照群との聞にも差異が認められなかった

(2）グリセロール投与群（晴乳ビン）における血液生化

学所見の変化

Gluは投与群では全ての牛で投与直後から投与後2時

間にかけて上昇傾向がみられ， 200me投与牛では投与後

0.5, 2, 4および12時間に，lOOme投与牛では投与後0.5

時間に投与前に比べて有意（ρ＜0.05，ρ＜0.01)な高値を

b ー・－力テーテjレ200111£
『・ーカテーテル some

E，ベ〉ー対照

ミ800

〈且凪4 400 

。。 4 8 12 16 20 24 

24 ,. d 

20 

官百E--< 
12 

8 

4 

。。 4 8 12 16 20 24 

投与後時間

図1.カテーテルによるグリセ口ール投与後の血糖（Glu;a），遊離脂肪酸 （FFA;b），日 ヒドロキシ
酪酸（BHB;c）および中性脂肪（TG;d）値の変化

M士SD，らく005，車、く0.01 （同投与群における投与前との有意差）, apく0.05,bpくO目01 （同時間におけ
る対照群との有意差）
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示した（図2a). 投与群と対照群を比較すると， 200me

投与牛では投与後6および12時間に有意（戸＜0.05，ρ＜0.01)

な高値を示した．なお， H甫乳ピン投与牛ではカテーテル

投与牛に比べて， someで投与後4～ 6時間にわずかな

高値を示し， 200meでは投与後4～6時間にわずかな低

値を示した また， FFAは投与群では投与後12および

24時間に投与前に比べて有意（p<0.05，ρ＜0.01) な低値

を示し（図 2b），投与群と対照群を比較すると，投与

後6および12時間に晴乳ビン投与牛では有意（p<0.05.

ρ＜0.01）な低値を示した なお， H甫乳ピン投与牛ではカ

テーテル投与牛に比べて， 200meでは差異はみられな

かったが， someでは投与前と投与後6時間までの問，

わずかな低値を示した

BHBは全ての投与牛で投与後2時間まで低下傾向が

みられたが，投与前に比べて，また，投与群と対照群の

聞にも有意差はみられなかった（図 2c）.なお，投与群

ではカテーテル投与牛に比べて， 200me投与で投与後

4および6時間にわず、かな高値を示した TGは200me

投与牛で投与後1～4時間に著しい高値を示す例が5例

中3例で認められ，投与後2時間には投与前に比べて有

意（ρ＜0.01) な高値を示したが，投与後6時間には投与

前と同様の値に低下した（図 2d). Ins, T-Cho, PL, 
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LDL CおよびHDLCは，投与後に一定の変化や有意差

はみられず＼対照群との間にも差異が認められなかった

(3）下痢症子牛におけるグリセロール投与後の衰弱症状

と糞便性状の変化

投与子牛における衰弱症状および糞便性状の変化を表

に示した．投与日に沈うつ 活力の消失や低下が認めら

れた10頭全てで投与翌日に活力の向上がみられ，投与日

に起立がやや困難であった6頭中 3頭（No.3,7, 10）で，

歩様脂眼であった4頭中 2頭（No.3,7）で，それぞれ投

与翌日に軽度改善がみられた 糞便の色調は，投与日か

ら投与翌日にかけて11頭中 3頭（No.1,6, 11）で黄白色

から黄色あるいは黄色から正常に，性状は8頭（No.1,2, 

4, 6, 8-11)で水様から泥状あるいは泥状から軟便に改善

しさらに，投与日において臭気に異常があった 7頭中

3頭（No.l,8. 11）で投与翌日に正常となった．

4.考察

FFAはエネルギー不足により Gluが低下した場合，ホ

ルモン感受性リバーゼが活性化し，体脂肪に蓄積してい

るTGが加水分解されて産生される［lJ.そのため， FFA

はGluの変化に鋭敏に反応し 急激なエネルギー不足の

指標となる また，エネルギー不足時には糖新生の允進
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図2. 日南乳ビンによるグリセロール投与後の血糖 （Glu;a），遊離脂肪酸 （FFA;b), 。ヒド口キシ酪
酸（BHB;c）および中性脂肪（TG;d）値の変化

M士SD，らく0.05，ホホpくO01 （同投与群における投与前との有意差） ' "pく0.05,bp<0.01 （同時間におけ
る対照群との有意差）

157 



によりオキザロ酢酸が不足するため， FFAの/3－酸化に

より生じるアセチjレCoAが利用で、きず，ケトン体，特に

BHBが生成される [l]. このように血中のGlu. FFA. 

BHBの変化は互いに密接な関係があり，エネルギー不

足の指標となる．本試験において12時間絶食後の供試牛

のGluは60～ 74mg/dQ, FFAは345～ 650μEq/Qで，

いずれも正常値に比べて低値および高値を示したことか

ら，絶食によりエネルギー不足の状態、であったことが示

唆された

グリセロール投与群では投与量および投与方法にかか

わらず，投与後にGluが上昇傾向を示した Gluの上昇は

カテーテル投与牛，日甫乳ピン投与牛ともに投与後2時間

にピークを示して 6時間まで持続しその程度や持続

時間は投与量が増えるに従って，大きくかっ長い傾向

がみられたこのことから， 2～4カ月齢子午に50～

200mQのグリセロールを投与すると，量依存性にGluが

高値を示すことが示唆されたグリセロール投与群では

FFAとBHBも投与方法にかかわらず投与後に低下傾向

がみられた. Gluと同様，投与量が多いほどFFAとBHB

の低下程度が大きく，低値の持続時間も長い傾向がみら

れた グリセロール投与群では，グリセロールが吸収さ

れて直ちにGluに変換され，血中のGlu値が上昇したた

め， FFAとBHBが急激に低下したものと考えられた．

TGはカテーテル投与午では投与後0.5～2時間にわず

かに上昇したが， H甫乳ピン200mQ投与牛で、は投与後2時

間に著しい高値を示す例が認められた 晴乳ビン200m

t投与牛においてTGが急激に上昇した理由は，グリセ

ロールが第四胃内に早期に流入したことによると考えら

れた. Linkeら日3］は，成牛に対してグリセロール (1

Q）を，飼料に混ぜて摂取させる，口から飲ませる，チュー

ブを用いて経口投与するという 3つの方法で投与し

GluとInsの上昇率はチューブを用いた方法が最も高く，

これはグリセロールの吸収部位への到達時間に起因した

差であると考察している．子牛では晴乳ピンもしくは晴

乳バケツで液体を飲ませると食道溝反射により第四胃に

直接流入する口4］ので，カテーテルで第一胃内に投与

する場合より，早く下部消化管へ運搬される．晴乳ピン

200mQ投与牛では腸管から急激にグリセロールが吸収さ

れて，肝臓で多量のTGが生成されたと考えられた [l].

TGは脂肪細胞でも合成されるが，脂肪細胞にはグリセ

ロールをリン酸化するグリセロールキナーゼが存在しな

い [l]ため，吸収されたグリセロールからのTG合成は，

肝臓で行われたと考えられた

Insはグリセロール投与後に一定の変化がみられず＼

Gluとの聞にも関連は認められなかった これはグリセ

ロール投与後によってGluが急激に上昇したが，その程

度は子牛の正常値内であるため， Ins上昇の反応がみら

れなかったと考えられた．また， T-Cho. PL. LDL-Cお

よびHDLCはグリセロール投与後に一定の変化が認め

られなかった．グリセロール投与によって短期間ではこ

れら脂質の代謝に影響を及ぼさないことが示唆された

成牛におけるグリセロールの吸収動態は2つの経路が

報告されている． lつは腸管から吸収されたグリセロー

ルが血流により肝臓へ運ばれ糖新生の基質として利用

されて血中のGluが上昇する［4. 5］ものである．グリ

セロールはグリセルアルデヒド3ーリン酸として， TCA

サイクルを経ずにGluに近い上位で、糖新生経路に入るた

め，プロピオン酸に代謝されTCAサイクルを経た後に

Gluとなるプロピレングリコールよりも効果的にGlu産生

に利用される［4. 5］.一方，第一胃内のグリセロールが

微生物叢によりVFA，特にプロピオン酸に代謝され，

エネルギー源として利用される経路もある［4SJ.本試

験では，グリセロールを経口投与した全ての牛で投与後

速やかにGluの上昇とFFAの低下が認められ，酪酸代謝

産物のBHBが低下し， TGが晴乳ピン200mQ投与牛で、急

激に上昇したことから，子牛に経口投与されたグリセ

ロールの主な代謝経路は 第一胃内ではなく腸管から吸

収されて肝臓で糖新生の基質として利用されることが示

唆された

グリセロールの投与方法ごとに血液生化学所見を検討

した結果，日甫乳ピン投与牛ではカテーテル投与牛に比べ

て， 50mQあるいはlOOmQ投与後4～ 6時間にGluが高

値， FFAが低値を示す傾向がみられたこれは，晴乳

ピン投与牛ではカテーテル投与牛に比べて投与前のGlu

が高値， FFAが低値であったことに起因したと考えら

れた 今回の結果から，グリセロールを50～ lOOmQ投

与する場合は，カテーテルと晴乳ピンのいずれでも効果

のあることが示唆された．同様に， 200mQの晴乳ピン投

与午では，カテーテル投与牛に比べてGluの上昇とFFA

の低下は同程度であったが， BHBが投与後4.6時間に

高値を示す傾向がみられ， TGが急激に上昇した例もあっ

たことを考えると，グリセロールを200mQ投与する場合

は，カテーテルを用いて第一胃内に投与し腸管からの

吸収速度を緩やかにすることが望ましいと考えられた

なお，グリセロール投与後にTGが著しい高値を示した

子牛では，臨床的異常が認められなかったが， Goffら［4]

は，成午に3Qのグリセロールを経口投与し沈欝症状

を認めたと報告している．グリセロール自体は毒性が少

なく，安全な物質であるとされているが，日甫乳ピンで投

与する場合は，投与量に注意が必要で、あり， 200mQのグ

リセロールは量が多過ぎる可能性もある．

以上のように， 2～4カ月齢の子牛にグリセロールを

経口投与するとGluの上昇， FFAとBHBの低下が認めら

れ，エネルギー補給効果のあることが明らかにされた．



また，カテーテル投与と晴乳ピン投与では，下部消化管

への到達速度および第一胃内での希釈などに差があるた

め， 50～ lOOmQ投与する場合は晴乳ピンを用いる方法，

200mQ投与する場合はカテーテルを用いる方法が，より

安全で効果的であると考えられた今後，子牛の月齢ご

とのグリセロールの投与量や投与方法について，さらに

検討が必要である．

一方，野外の下痢症患畜で衰弱症状を示した子牛にグ

リセロールを投与した結果投与翌日に11頭中10頭で活

力の向上がみられた慢性下痢症の子牛は低栄養状態に

陥り，衰弱症状の回復が阻害されるが，栄養補給により

衰弱症状が改善する［12,15］.今回，衰弱症状として

活力，起立および歩様状態を観察したが，これらは慢性

下痢症における脱水や循環障害のほか，低血糖や低脂血

症に起因したエネルギー不足と密接な関連がある．投与

子牛で活力が向上し起立および歩様状態の改善傾向が

みられたことは，グリセロール投与により一時的にエネ

ルギーが充足されたことによると考えられた．また，グ

リセロール投与子牛では11頭中8頭で糞便性状の改善傾

向がみられた 特に水様ないし泥状便は水分含有量が減

り，泥水状ないし軟便へと変化したグリセロール投与

が直接的に糞便性状を改善させたとは考えられないが，

グリセロール投与によってエネルギーが補給された結

呆，一時的に腸管の運動や機能が回復し，糞便性状が改

善したと考えられた

以上のことから，下痢症が慢性化し，衰弱症状または

低血糖を呈した子牛に対して グリセロール200mQをカ

テーテルで経口投与することは，エネルギー補給の手段

および下痢症からの回復を早める手段として有効である

ことが示唆された しかし前記のように，グリセロー

ル投与は血中T-Choに対して短期間では影響を及ぼさな

いと考えられるため，低脂血症のために栄養不足に陥っ

た子牛に対する投与効果は不明である．この点について

は，さらに検討する必要がある．また，今回の試験にお

いて，投与したグリセロールは腸管から吸収されると考

えられたが，ウイルス感染などにより腸粘膜が広範に傷

害され吸収不全に陥った下痢症［9］においても，同様

の効果がみられるか否かは不明である．ウイルス性下痢

症あるいは腸粘膜が広範に傷害された下痢症でのグリセ

ロール投与による衰弱症状と糞便性状の改善効果につい

ては，さらに検討する必要がある．
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Effects of glycerol administration on the energy status and 
debility in calves 
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ABSTRACT Glycerol was orally administered to calves fasted for a short term and those with 

debility from diarrhea, and its effects on energy and debility status were evaluated. Six fasted Jersey 

steers (2～4 months of age) w巴reused by repeated administration of glycerol in different volume and 

method to receive 50 or 200 mQ of glycerol via a catheter or 50, 100 or 200 mQ of glycerol using a 

feeding bottle. One calf served as a control in each experiment, and each f巴巴dingregimen was given to 

four to five calves. Regardless of the regimens, blood glucose increased and free fatty acid decreased 

after administration. Blood glucose peaked at 2 hours after administration and lasted until 12 hours 

after administration in calves received 200 mQ of glycerol via a catheter and a feeding bottle. The 

degr巴eand duration of elevated blood glucose and decreased FF A increased with increase in glycerol 

dosage. These results indicate that oral administration of glycerol (50～200 mQ) is a good energy 

supplementation in calves at 2～4 months of age. On the other hand, administration of 200 mQ glycerol 

via a catheter to diarrheal calves (n=ll) with debility signs, such as lethargy, dysstasia and unstable 

gait, resulted in improved vitality in 10 calves and improved ambulation in 3 calves. On the following 

day of glycerol administration, improvements in fecal color (n=3), consistency (n=8) and odor (n=3) 

were also observed. These findings suggest that administration of 200 mQ glycerol using a cath巴terto 

debilitated calves with chronic diarrhea may accelerate the recovery. 

一－KeyWords . calf, debility, diarrhea, energy status, glycerol 
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