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｜症例報告｜

結腸ラセンワナにおける腸凄・変位を呈した交雑種繁殖牛の一症例

田村倫也1)t 

庄野春日1)

工藤力1)

菊池信貴3)

佐々木理2)
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1)岩手県農業共済組合東南部地域センタ一 家畜診療所

2）岩手県農業共済組合東南部地域センタ一気仙支所

3）前東南部農業共済組合

(2015年11月28日受付・ 2016年2月17日受理）

要 約 2歳齢の未経産交雑種雌牛において食欲不振と第一胃拡張が認められたので，第一胃食滞

を疑い加療したが改善が認められなかった第5病日に直腸検査超音波検査および血液検査により，

円盤結腸の変位が関与する腸閉塞であることが推察されたので，右勝部切聞による開腹手術を行った

円盤結腸は通常よりも右側および尾背側に捻転変位し，手拳大の変性壊死部位を認め，結腸ラセンワナ

部の腸痩が認められた変性壊死部位のデブリードと腸管切除，腸管断端の吻合および円盤結腸の再形

成を行い，腹腔内へ還納して捻転整復をし開腹したその後，症例は順調に回復した本症例は，結腸

ラセンワナにおける穿孔性病変と限局性腹膜炎による機能不全が先行し 二次的に円盤結腸の変位を呈

したことで，機能的かつ物理的イレウス症状を表した稀有な例と考えられたが，腸管穿孔の原因は不明

であった．また，本症例のような病態では迅速な開腹手術が治療法として有用であると考えられた

一一キーワード：腸変位，牛，腸痩，開腹手術，円盤結腸

1 .はじめに

牛において外科適応となり得る腸疾患には，腸間膜軸

捻転，円盤結腸ならびに空回腸部での腸間膜捻転，腸重

積，出血性腸症候群および盲腸拡張・捻転などがある

[1-5］.手術では適宜，捻転整復および腸管切除吻合な

どの手技が応用される [1,4,5].

今回著者らは，初診時に第一胃食滞症状を呈したもの

の，後日結腸の変位が疑われ開腹手術を実施したとこ

ろ，結腸ラセンワナ（円盤結腸）に腸痩を伴う捻転変位

を認め，外科的治療を施した症例を経験した本稿では

その概要を報告する．

2.症例

症例は，黒毛和種×ホルスタインフリージアン種の

未経産交雑種雌牛（2010年11月15日生，妊娠1.5カ月）

で， 2012年9月20日に夕方より食欲なしとの菓告にて往

一一一一一産業動物臨床医誌 6(4): 170-174, 2016 

診した体温38.5℃，心拍数76回／分，呼吸数32回／分で

明らかな食欲不振を呈し 伏臥姿勢を好み眼球陥凹は認

めず，眼結膜所見は正常であった 少量の硬固便の排世

を認め，第一胃は拡張し内容硬固で運動性は減弱してい

た．直腸検査では右側腹腔内に弱い気腸を触知した第

一胃食滞を疑い，塩酸メトクロプラミドlOOmgの筋肉内

注射，および塩酸フルスルチアミン163.75mgの静脈内

注射を行い，塩酸メトクロプラミド経口剤200mgの1日

2回投与を指示して計5回分薬治した．

第2病日，体温39.0℃，心拍数96回／分，呼吸数32回／

分，食欲不振および第一胃拡張は変わらず，排便は少量

で伏臥を好み時々横臥した等張糖加乳酸リンゲル液3

t，ビタミンB群・アミノ酸製剤lOOmQ （レパチオニン：

ゼノアック，福島），塩酸メトクロプラミドlOOmg,

25%ボログルコン酸カルシウム剤200mQの静脈内注射，

5%ウルソデオキシコール酸散50gと酵母・消化酵素剤

t 連絡責任者：田村倫也（岩手県農業共済組合東南部地域センタ一 家畜診療所）

干0280555岩手県遠野市土湖町土測1920 7 ft 0198 62 5322 FAX 0198 60 1275 
E mail : tamura@nosai iwate.or.jp 
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図1.血清蛋自分画像

lOOg （トルラミン：共立製薬，東京）の経口投与を行っ

た第3病日，食欲不振が続いていたが胃腸運動の若干

の発現を認め，褐色泥～水様便をおり世した 塩酸チアミ

ン加 5%ブドウ糖液2Q, 25%ボログルコン酸カルシウ

ム剤500mQ，塩酸メトクロプラミドlOOmgの静脈内注射

を行い， トルラミン400gと漢方生薬剤150g（新中森獣医

散：中森製薬，宮崎）を薬治し， l日2回計4回の投与

を指示した第4病日，再び胃腸運動は停止したので塩

酸チアミン加5%ブドウ糖液4Q，臭化プリフイニウム

150mgの静脈内注射を行った

第5病日午前9時，体温39.0℃，心拍数80回／分およ

び呼吸数32回／分であった元気・食欲不振および眼球

陥凹を認め，第一胃運動は l回12分で極めて細弱であっ

た右勝部聴診にて鼓音・拍水音を聴取し直腸検査で

は腹腔内右方で硬度を増した腸管ルーフ。と推測される構

造物を認めた．また，経直腸超音波検査により内腔拡張

は軽度であるものの，運動性の低下した腸管断面および

ループ構造を確認したため この構造物は円盤結腸であ

ることが推察された 塩酸メトクロプラミドlOOmgを筋

肉内注射，硫酸ナトリウム500g, トルラミンlOOg，新

中森獣医散60gを経口投与した 約4時間後まで改善は

みられず排便は停止したため，円盤結腸の変位が関与し

た腸閉塞と推定し直ちに開腹手術を行った

術前に血液生化学および血清蛋自分画検査を実施した

ところ，血清カリウムおよび血清クロールの低値から消

化管閉塞が疑われ，また血清蛋自分画から亜急性炎症像

（図 1）ならびに総コレステロールおよびアlレブミンの

低値から低栄養所見が得られた（表 1) . 

3. 開腹手術および術後経過

立位右臓部垂直切開によるアプローチとし，右勝部を

剃毛・消毒， 2%塩酸リドカインによる切開部局所浸潤

表 1 血液生化学検査および血清蛋白分画値

項目 単位 値

AST IU/Q 44 

CK IU/Q 51 

LDH IU/Q 921 

FFA μEq/Q 823 

TG mg/dQ 4.6 

T-Cho mg/dQ 47 

BUN mg/dQ 10.6 

iP mg/dQ 5.0 

Mg mg/dQ 1.6 

Ca mg/dQ 9.6 

Na mEq/Q 139 

K mEq/Q 2.9 

Cl mEq/Q 93 

TP g/dQ 6.3 

AIG比 0.78 

Albumin分画 % 43.7 

Globurin分画

日分画 % 18.4 

F分画 % 14.6 

y分画 % 23.3 

AST：アスパラギン酸アミノトランスフエラーゼ， CK：クレ

アチンキナーゼ， LDH・乳酸脱水素酵素， FFA 遊離脂肪酸，
TG：トリグリセライド， T-Cho：総コレステロール， BUN：血
中尿素窒素， jp：無機リン， Mg：マグネシウム， Ca.－カルシウム，
Na ：ナトリウム， K：カリウム， Cl：クロール， TP：総蛋白質

麻酔の後，常法にて開腹した腸管は腸間膜を軸に，背

側から見て反時計回りに捻転 かっ右側および尾背側に

変位し，フイプリンの付着した円盤結腸が切開創から確

認された 続いて円盤結腸を開創部より露出させたとこ

ろ，手拳大の変性壊死部位を認めた（図 2）.慎重にデ

ブリードした結果，変性壊死部位は円盤結腸襲膜面から

腸内腔に達する腸凄にフィプリンが充満した状態であっ

たことが確認された 結腸ラセンワナ中から 2分節の壊

死腸管切除を行い，それぞれの腸管断端を4metricモノ

フィラメント吸収糸（BIOSYN,CA, USA）を用いてシユ

ミーデン内反縫合にて端々吻合し，周囲組織をUSP5マ

ルチフィラメント吸収糸（SyntheSorb,L巴ondin,AT) 

を用いて連続水平マットレス縫合して閉鎖し円盤結腸を

再形成した（図 3）.腸管を腹腔内に還納して，捻転を

整復し，常法にて閉腹した術中は生理食塩液3Q，塩

酸チアミン加 5%ブドウ糖液6QにlOOmEqのカリウム

液を混合し持続点滴を行った

術後4日（第9病日）までベンジルペニシリンプロカ

イン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン合剤20mQ/日の

筋肉内注射と輸液を中心とした術後管理を行った術
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図2. 円盤結腸内の変性壊死部位

前・術後経過中を通して 肉眼的に明らかな血便は認め

られなかった第15病日の皮膚縫合抜糸時において食欲

は良好であり，直腸検査にて若干の直腸・結腸付近の癒

着を触知するも順調に妊娠は継続し分娩に至った そ

の後，子宮癒着は認められず再び受精卵移植に供され

受JJ台した

4. 考 察

円盤結腸では，それ自身の回転による腸間膜捻転が起

こることがある [13] 結腸ラセンワナは，通常，網謹

上陥凹内において空回腸－盲腸のさらに内左側に位置

[6, 7］し，直腸検査にて全体が明確に触知されること

はまれである［3]. 本症例では，直腸検査により円盤結

腸が右側腹腔内の明瞭な構造体として触知された過去

の報告［3］の通り， 円盤結腸の変位では直腸検査によ

り特徴的所見が得られることが確認された術中所見と

合わせて考察すると，円盤結腸は通常の解剖学的位置よ

りも背側からみて反時計回りに90～ 180°の腸間膜捻転

変位を起こしていたものと推察された

また，結腸近傍での腹膜炎 （特に右勝部からの腹腔内

注射に起因する）により結腸閉塞が起こることが指摘さ

れている［8]. 本症例でも円盤結腸に限局性腹膜炎を認

めたが，特に既往歴はなく腹腔内注射は行われていな

かった また，腸痩・腹膜炎病変は円盤結腸側に限局し，

壁側腹膜には認められなかったことから， 内腔からの腸

管損傷と考えられた．その原因として想定されるものに

腸粘膜の潰蕩，腸石［9］などの異物による損傷があげ

られるが，本症例の場合，明瞭な根拠となる所見に乏し

く，原因は不明であった 牛における穿孔性消化管潰療

は，第四胃における病変が知られているものの [10]'

牛における大腸炎 [11]では穿孔病変に関する記述は見

当たらない 本症例は結腸ラセンワナにおける穿孔性病

変を呈した稀有な病態と考えられた また，血清蛋自分

図3.再形成後の円盤結腸

画における亜急性炎症像は 限局性腹膜炎を反映したも

のと考えられた。

円盟主結腸の閉塞の原因として時折認められる疾患に脂

肪壊死症［9］があるが，本症例は臨床検査および手術

時の所見から脂肪壊死塊は認められなかった．

本症例の初診時における直腸検査で結腸変位は認めら

れず，イレウスを疑う臨床症状も明確で、はなかった。さ

らには， 血清蛋自分画所見および術中肉眼所見（既にフイ

プリン沈着が進んで、いた）から，本症例における先行病

変は結腸の損傷・炎症による機能不全であると推察され

た

腸変位における血液性状の特徴として，血清カリウム

値と血清クロール値の低下が認められる［2]. 本症例で

もカリウム値の明瞭な低下とクロール値の軽度低下が認

められ，結腸閉塞において血清クロール値と血清カリウ

ム値の測定は病態把握と輸液計画に有用であると考えら

れた

正常な牛の大腸の超音波所見は，発酵により産生され

たガスにより断面の画像化は困難とされており，結腸円

盤は数個の連続するエコー源性のアーチが花輪状に繋

がった線のように見えるとされる [12]. 本症例では，

術前の超音波検査にて結腸ラセンワナ部の断面像が明確

に描出された このことは その時点で結腸内には十分

な発酵を起こすだけの食i査が存在していなかったと推察

される。初診日から手術まで4日が経過しており，その

問吻側から結腸への腸内容物の輸送は減退していたと考

えられる一方，少量ながらもお1:1更は続いていたことか

ら，結腸内容物は検査時にはほぼ排池された状態であっ

たと推察された

結腸切除後の腸管吻合術においては，二重内反縫合が

原則J[ 4, 9］とされている 本症例において，デブリー

ドと腸管切除を経て残存した腸管断端の周囲は多くの結

合組織に取り固まれてお り，二重内反縫合が困難な状態
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であったため，端々吻合は l層のシュミーデン内反縫

合，周囲組織は連続水平マットレス縫合した結果とし

て症例は順調な経過をとったことから，結腸ラセンワナ

における今回の施術は有効で、あったことが示された．

以上より本症例は，結腸ラセンワナにおける腸痩と限

局性腹膜炎による機能不全が先行し，二次的に円盤結腸

の捻転変位を呈したことで機能的かつ物理的イレウスの

症状を表したものと推察され このような病態では迅速

な開腹手術が治療法として有用であると考えられた
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Fistula and displacement of the spiral colon in a crossbred heifer 

T. Tamura1> t C. Kudo1l 0. Sasaki2> H. Shonou N. Kikuchi3l K. I/¥「atanabe3l

1〕VeterinaryClinic, Tonanbu District Center, Iwαte Agricultur，αl Mutual Aid Association 

2) Keseれ Bγαηchoffice, Toηα＇.nbu Distγict Ceηter, Iwαte A.M.A.A 

3) Veteriηαη Cli托ic,Toηαηbu A.M.A.A (Previous) 

ABSTRACT A 2-y巴ar-oldcrossbred heifer with anorexia and a distended rumen was diagnosed 

with ruminal impaction but was not responsive to standard treatment. On Day 5 after hospital 

admission, rectal examination, ultrasonography and blood test revealed intestinal obstruction and 

a displaced spiral colon. Furthermore, laparotomy through a right flank incision rev巴aledunusual 

displacement of the spiral colon with a torsion to the right caudodorsal side and a fistula in the spiral 

colon. Necrotic tissue debridement, intestinal anastomosis and spiral colon reconstruction were performed, 

and the spiral colon was placed in the normal position before closure. The postsurgical recovery was 

steady and uneventful. This is a rare case in which ruminal signs associat巴dwith intestinal perforation 

and localized peritonitis preceded the spiral colon displacement, which then caused functional ileus. 

However, the cause of the intestinal fistula was unclear. Thus, we conclude that immediate abdominal 

surgery is useful in such cases. 

一－KeyWords : displacement of the intestine, heifer, intestinal fistula, laparotomy, spiral colon 
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