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匿亙

携帯型血液ガス分析装置を用いた健康な黒毛和種子牛の
血液ガスおよび関連成分の測定値

樋口貞行 1) 角田元成 2) 

1) NOSAI福島、2)同臨床技術研修所

Blood gas values and related components in healthy and 
diarrhea-a妊ectedJ apanese Black calves， measured with a 

portable blood gas analyzer 

S. Higuchi， G. Tsunoda 

1) Fukushima Prefectural Federated Agricultural Mutual Aid Association (Fukushima 

PFAMAD)， 2) Veterinary Clinical Training Center， Fukushima PFAMAD 

要約 重篤な下痢症に擢患した子牛の救命率を向上させるには下痢症に伴って生ずる電解質 ・酸

塩基平衡異常の改善が重要で、あるが、黒毛和種子牛に関するこれらの情報は極めて少ない。今回、携帯

型の血液ガス分析装置を供試して、生後30日以下の黒毛和種子牛および下痢に催患している子牛の静脈

血の血液ガスおよび血液生化学成分の諸成分を測定した。その結果、健康な子牛では、pHv7.35:!:0.09、

炭酸ガス分圧 (PvCO2) 60.5:!: 12.5mmHg、総炭酸ガス濃度 (tCO2) 33.5:!: 3.5mEq/l、重炭酸 (VHC03-) 

32.5:!: 3.5mEq/l、Na+136.5士2.5mEq/l、K+4.75:!: 0.65mEq/l、Cl-99.5:!:3.5mEq/l、過剰塩基 (Base

Excess ; BE) 7:!: 4 mEq/l、アニオンギャップ (AnionGap ; AG) 9.35:!:2.65mEq/l、BUN9:!: 6 mg/ 

dl、血糖114.5:!:29.5mg/dl、ヘマ トクリット (Ht)27.55:!: 10.25%、ヘモグロビン (Hb)9.l5:!:3.35g/dl 

であった。健康な子牛における血液ガスおよびその関連血液成分の測定値は、下痢症に伴う代謝性アシ

ドーシスに陥った子牛の多くの血液成分値との聞に明確な相違を示した。子牛の救急診療あるいは日常

診療における静脈血液の血液ガス分析は、臨床的な意義が大きく、また本研究における健康な子牛の血

液ガス諸相の測定値は、黒毛利種子牛における静脈血液の基準値になり得るものと考える。

一一キーワード:黒毛和種子牛、 血液ガス、酸塩基平衡、基準値

家畜臨床誌 30 (2) :51-55， 2007 

ABSTRACT To improve the survival rate of calves a妊ectedby severe diarrhea. it is important 

to correct abnormalities in the equilibrium of electrolytes and the acid-base balance. However， 

very little information about this is available for ]apanese Black calves. In the present study. we 

measured blood gas values and some blood biochemical components of the venous blood of 30-day-

old or younger， healthy and diarrhea-a妊ected]apanese Black calves. with a portable blood gas 
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analyzer. Healthy calves had pHv 7.35士0.09.carbondioxide partial pressure (PvCOz) 60.5:t 12.5 

mmHg. total carbondioxid巴concentration(tCOz) 33.5:t3.5mEq/1. bicarbonate (vHC03 -) 32.5土3.5

mEq/1. Na+136.5:t2.5mEq/1. K+4.75:t0.65mEq/1. Cn9.5:t3.5mEq/l. base excess (BE) 7:t 4 mEq/l. 

anion gap (AG) 9.35:t 2.65mEq/1. BUN 9:t 6 mg/dl. blood sugar 114.5:t 29.5mg/dl. hematocrit 

(Ht) 27.55:t 10.25%. and hemoglobin (Hb) 9.15:t 3.35g/dl. Many of these measured blood gas 

values and related components of the healthy calves clearly di妊ered3判 fromthe values of calves 

that had diarrhea-induced metabolic acidosis. Gas analysis of th巴 venousblood of calves under 

emergency treatment and routine check-up has great diagnostic significance. Also. the various blood 

gas values of healthy calves measured in the present study could be used as reference values for 

the venous blood of Japanese Black calves. 

一- KeyWords : Japanese Black breed. blood gas. acid-base balance. reference values. 

最近、黒毛和種子牛に死亡事故が多発し、畜産農家に

大きな経済的損失を与えている。特に、難産等による出

生時の死亡や子牛虚弱症候群等による出生後間もない死

亡例を除けば、下痢症によるものが最も多い[5 ]。そ

のため、 黒毛和種子牛の診療現場では下痢症への適切か

っ迅速な対応が求められている。下痢症に伴って生じる

体液の喪失および電解質 ・酸塩基平衡の障害は、さらに

臨床症状を悪化させ、それが進行する場合には死に至ら

せる。 したがって、重篤な下痢症子牛の救命率向上のた

めには、体液の補給および電解質や酸塩基平衡異常の改

善に重点を置いた病勢の評価が重要である。そのために、

臨床スコア (沈欝スコア)等の臨床的判断基準も考案さ

れているが、脱水による症状と酸塩基平衡障害による症

状とを臨床症状だけから明確に判別することは極めて困

難である[5 ]。

血液中の電解質や酸塩基平衡異常を適切に診断するに

は、血液ガス検査が必須であるが、臨床現場で採血した

血液のラボでの検査では緊急救命医療には間に合わない

ことが少なくない。 しかし、近年、獣医療領域において

も携帯可能な血液検査機器の普及が徐々に広まり、血液

ガスの測定や酸塩基平衡の解析が診療現場でも簡易に行

えるようになってきた。ホルスタイン子牛(ホル子牛)

の電解質・酸塩基平衡の障害については、適切な診断基

準やそれに基づいた輸液計画に関する研究が多く報告さ

れている[5 ]。一方、わが国特有の肉牛である黒毛和

種の子牛についてはこの種の研究報告が少ないため、ホ

ル子牛における知見が応用されている現状にある。今回、

著者らは、携帯可能な血液ガス分析装置を用いて健常な

黒毛和種子牛の血液ガスおよび電解質の値について測定

する機会を得たので、その測定成績を下痢症子牛の測定

値と比較し、黒毛和種子牛の基準値としての意義につい

・… Jpn.J. Vet. Clinics 30(2):51-:)5. 2007 

て+食言すした。

本研究には、福島県内に飼養されていた生後30日以内

の臨床的に異常が認められなかった黒毛和種子牛66頭

(平均日齢10.6:t8.1日 )を供試した。また、血液検査に

供試した携帯型血液ガス分析装置は、扶桑薬品工業製

(東京)のアイスタットアナライザー(i-STAT) 300F 

であり、カートリッジECs+を用いて測定した。測定項

目は、水素イオン濃度 (pH)、二酸化炭素分圧 (PvCOz)、

総二酸化炭素濃度 (tCOz)、重炭酸イオン (HC03-)、

ナトリウムイオン (Na+)、カリウムイオ ン (K+)、クロー

ルイオン (Cl-)、BaseExcess (BE)、AnionGap (AG)、

尿素窒素 (BUN)、血糖 (Glu)、へマ トクリット(Ht)、

およびヘモグロビン (Hb)である。血液は頚静脈から

採血し、直ちに血液分析器にて測定した。

供試牛のうち、 BUN値がi-STATの測定可能範囲を逸

脱したものを除いた後、 Grubbs-Smirnov棄却検定で、棄

却されたものを除外した。さらに検査項目毎にベキ変換

を行い可能な限り正規分布に近づけた後、反復切断 (切

断SD: 2.6)によって異常値と見なされた項目を含むデー

タを棄却し、健康子牛群 (n=50)とした。また、下痢

症により臨床的に輸液が必要で、あると判断された生後30

日以内の黒毛和種子牛のうち、 BEが-5以下を示した

51例 (個体の重複あり)のデータを下痢子牛群(代謝性

アシドーシス群)として供試した。

pHおよび~PvCO z は以下の式により体温補正を行い、

補正後の値を採用した。

pH(Tp様)=pH -O.0147(Tp-37) +O.0065(7.4-pH) (Tp-37) 

PvCOz (Tp) =PvCOz X 100019 (T，，-371 

※) Tp:検査時の体温

健康子牛群の測定値の範囲は、標本平均値±母集団標準

偏差 X1.96 (95%信頼区間)により算出した。
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表 1.健康子牛および下痢子牛における血液ガスおよび関連成分の測定値

血液成分&子牛の日齢
健康子牛群 (n=50) 下痢子牛群 (n=51) 有意差

平均 標準偏差 平 均 標準偏差 F検定 U検定

子牛の日齢 11.3 8.3 14.5 5.4 

pH 7.35 0.05 7.17 0.08 p<O.Ol p<O.Ol 

PvC02 (mEq/J) 60.0 6.7 44.8 10.4 pく0.01 pく0.01

tC02 (mmHg) 33.8 2.1 17.5 4.5 pく0.01 p<O.Ol 

HC03 ~ (mEq/J) 32.1 2.0 16.2 4.3 p<O.Ol p<O.Ol 

Na+ (mEq/J) 136.2 1.6 133.1 5.3 p<O.Ol pく0.01

K+ (mEq/J) 4.75 0.38 4.68 1.00 pく0.01

C1-(mEq/l) 99.4 2.1 102.9 4.7 p<O.Ol p<O.Ol 

BE (mEq/J) 7.0 2.4 -12.0 5.2 p<O.Ol pく0.01

AG (mEq/l) 9.3 1.4 18.6 3.9 p<O.Ol p<O.Ol 

BUN (mg/dJ) 8.9 3.3 26.7 19.9 pく0.01 p<O.Ol 

G1u (mg/dl) 114.8 15.5 95.5 38.7 p<O.Ol pく0.01

Ht (%) 27.6 5.3 32.1 8.1 p<O.Ol p<O.Ol 

Hb (g/dJ) 9.1 1.8 10.2 2.6 p<O.Ol pく0.05

注)供試血液は頚静脈血液
tCO， :総炭酸ガス濃度 pCO， :炭酸ガス分圧
HC03-:重炭酸イオン BE : base excess過剰塩基
AG : anion gapアニオンキ、ヤツフ。

表 2.健康な黒毛和種子牛の静脈血液における血液ガスおよび関連成分の信頼範囲

血液成分

pH 

PvCO， (mEq/J) 

tCO， (mmHg) 

HCO 3 -(mEq/J) 

Na+ (mEq/l) 

K+ (mEq/l) 

Cl-(mEq/l) 

BE (mEq/l) 

AG (mEq/l) 

BUN (mEq/l) 

G1u (mEq/l) 

Ht (%) 

Hb (g/dl) 

供試した黒毛和種子牛のうち、健康子牛群 (n=50)

および下痢子牛群 (n=51)の静脈血血液ガスおよび血

液生化学成分の分析値を表 1に示した。K+がMann-

WhitneyのU検定で有意差が認められなかった以外は、

健康子牛群と下痢子牛群との聞には全ての項目で有意差

が認められた。下痢子牛群は健康子牛群と比較して、

pH、PVC02、tCO，、HC03-、BE、およぴ、G1uで明らか

に低値を示し、 AG、BUN、Htで高値を示した。健康子

牛群および下痢子牛群の静脈血血液ガスおよび電解質の

平均値および信頼範囲

7.35 :t 0.09 ( 7.26 - 7.44) 

60.5 :t 12.5 ( 48.0-73.0) 

33.5:t 3.5 ( 30.0-37.0) 

32.5:t 3.5 ( 29.0-36.0) 

136.5:t 2.5 (134.0-139.0) 

4.75土 0.65( 4.1- 5.4) 

99.5:t 3.5 ( 96.0-103.0) 

7:t 4 ( 3.0-11.0) 

9.35 :t 2.65 ( 6.7-12.0) 

9:t 6 ( 3.0- 15.0) 

114.5 :t 29.5 ( 85.0-144.0) 

27.55土10.25( 17.3- 37.8) 

9.15 :t 3.35 ( 5.8 - 12.5) 

測定値を散布図で比較した (図 1~ 5)。健康子牛群で

は、何れの分析項目においても、測定値が密に集約し、

下痢子牛群とは議離していた。特に、 HC03一、BE、

AGでは、両群の聞に明確な分布の違いが認められた。

健康子牛群における静脈血液中の血液ガスおよび酸塩

基並びに関連成分の平均値および信頼範囲を表2に示し

た(上限値および下限値の丸め処理後に中央値を算出し

たため、表 1の平均値とは異なる)。

血液ガスや酸塩基平衡の異常は、 呼吸性疾患、代謝性
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20 

く、 tC02(vHC03-) がアルカリ仮IJにシフ卜することに

よって、 pHのバランスを保っているものと考えられた。

健康子牛群のPvC02の偏差幅は、その母集団を吟味し

たにもかかわらず、ホル子牛のそれ(動脈血 50::!::5 

mEq/l [5 J)に比べて広い値であった。これは供試血

液の違い(動一静脈血差)によるものと思われるが、ま

たは黒毛和種子牛における呼吸器機能の成熟がホル子牛

と比べて遅いかまたは弱いことにも原因があるのではな

いかとも考えられる。また、Na+が低く

::!:: 4 mEq/l [5 J )、Cl-(ホル子牛 95::!::3 mEq/l [5 J) 

および、tC02(ホル子牛 27::!::4 mmHg [5 J)の高いこ

とが特徴的であると思われた。両子牛群における炭酸系

の分布図の比較では、 PVC02よりもHC03 で差が明確

であったが、この病態が代謝系の病因に依存しているこ

とを示したものと考えられた。下痢子牛群のAGは健康

子牛群よりも高位にあったが、これは下痢に伴う不揮発

酸の増加、 すなわち乳酸性アシドーシスの病態が存在す

ることを示唆するものと思われた [2，3，5J。本研究

における健康子牛群のAG備は、ホル子牛の基準値(動

脈血)に比べて著しい低値であったが、これは子牛の品

種の相違によるものではなく 、むしろ動静脈血の違いに

よる差であると考えられた。 静脈血のAGに関する 8~

66日齢のホル子牛14例の調査では、4.37::!::1.96mEq/lの成

績が得られている(成績未発表)0 AG はNa++K+ 
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疾患、または腎臓病で発生しやすく、特に幼獣の代謝性

疾患では血液ガスや酸塩基平衡障害の病態の進行が臨床

症状に先行して重篤になりやすいことが知られているが、

子牛の下痢症はその代表的な例である。血液ガスの検査

は動脈血を用いて行うのが基本であるが、獣医療におい

ては動脈からの採血は一般的であるとは言えない。子牛

下痢症に伴う血液ガス異常は、ほとんどが代謝性(非呼

吸性)であるため、静脈血血液ガスでも臨床的に信頼性

のある評価が可能でーあると考えられている[1 ， 5 J。黒

毛和種子牛の静脈血液のPvC02は、ホル子牛と比べて

高値で、アシドーシス傾向が強いと考えられる。このこ

とはpHを酸性側にシフ トさせる原因となり得る。また、

Na+とClーが高いことも同様で、、強イオン性アシドーシ

スの傾向が考えられる。一方で'pHには大きな違いがな
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(Cl-+HC03-)で算出されるが、実際には、蛋白質、

乳酸、尿酸、ケト酸等の増加によ って上昇するこ とが多

い。ルーチンで測定不能な陰イオン動態の指標でもある。

子牛下痢症に伴う酸塩基平衡障害では、重度脱水に伴

うL型乳酸の増加や腸管内異常発酵によるD型乳酸の増

加等、乳酸動態の解析が重要視されている。しかしなが

ら、AGの大部分はアルブミンを主とする蛋白質で占め

られているので、蛋白質濃度が異常な場合、 AGを乳酸

の指標とすることは困難で、ある。 したがって、子牛下痢

症に伴う酸塩基平衡異常における乳酸の影響を判断する

ためには、蛋白質等の影響も考慮した診断モデルが必要

であり、 Stewartの強イオンモデルやConstableの簡易強

イオンモデルが有用であると期待されている [4，5 ]。

ただし、これらの診断モデルは黒毛和種子牛に最適化さ

れていないので、今後検討していく必要がある。

以上の成績から、本研究における健康な子牛の血液ガ

ス諸相の測定値は、黒毛和種子牛における静脈血液の基

準値となり得るものと考える。
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