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|原著|

乳牛の血様液貯留を特徴とする特発性心嚢水腫症例と

心膜炎症例の臨床病理学的検査所見の比較

猪熊議 T 治木孝弘 山JII和宏 竹内俊彦 松本高太郎

石井二三都夫 古林与志安 古岡秀文

帯広畜産大学蓄産学部(〒 080-8555 帝広市稲田町西2線 11)

(2011年 10月27日受付・ 2012年 1月12日受現)一

要 約

病理学的にI仮様液!な留を特徴とする 4~'発性心嚢水腫と診断された乳牛 8fiE例CrÍll様心護17J(貯官辞)の臨床病理学的検

査所見を回顧的に取りまとめ，心膜炎7症例(心膜炎群)の所見と比較した. 1fll採心嚢水貯留~ÞI'では冷性浮腫を呈する

疲例が心)J!)~炎群に比べて多かったが，その他の臨床症状には雨群で、差がなかった.心エコー検査ではI血様心嚢水貯留群

では，心膜炎でみられる心畿内の顕著なフイプリン析/l¥はなかった.血液及び生化学検査では. 1fIl様心護:水貯溜'1l'下で、は

炎症像が弱く，心膜炎'1TY，と比較して白血球数，分葉核好中球割合， A/G比，アルブミン濃度 yグロプリン割合に有意

差がみられた.両者下でALP及びGGTの高値がみられたが，特にl(ll;様心嚢水貯留Wi'のGGT増加は顕著であった. 1血様

心嚢水lri'留症例の診断は臨床症状だけで、は困難で、あるが，心エコー検査所見，弱い炎症像， ALP及びGGTの高値など

が心膜炎との鑑別診断に有用と考えられた. キーワード:特発性心護-水臆，心膜炎， 1([1様心嚢水， -'-j二.

心室雲水腫は心脱腔内に水様液が貯fgしたもので，うっ

l血性心不全や低蛋白血症の病態時にみられる漏出液，あ

るいは炎症性疾忠や)J重湯性疾忠で、みられる渉11¥i夜の貯留

が一般的である. 一方，心裂水腫における 1Ill様i夜貯留

は，入や小動物領域においては散見されておりな， 2]，

脆務，炎症，外傷に起j主iしない特発性心嚢水躍では，心

説内からの液体除去が治療法となっている[1]. しか

し，牛では特発性心裂水脆の発生報告は少なく，また煩

似の病態を示す心膜炎との鑑別診断は容易ではない [3].

一般に牛の心膜炎は予後不良疾患であるため [4]，特発

性心誕水腕と心膜炎の鑑別診断は予後判定に有用となる

T1J能性がある.そこで今ITII，うっI航空1:心不全を呈した症

例のうち，病理学的に1flL様i夜貯却を特徴とする特発性心

嚢水)J重と診断された8痕例について，その臨床病理学的

検査所見を回顧的にまとめ，その特徴を明らかにすると

ともに，心膜炎のそれと比較し，鑑別診断のポイントを

考察した.

材料及び方法

材料は 2005 年 9 月 ~2011ofr: 3 月に病性鑑定のため帝

広資産大学に搬入された2歳以上のホルスタイン種雌乳

T連絡i1(任者:1有熊 議(ìm~広斎波大学「資産学官[1)

日;i民会誌、 65， 436 ~ 440 (2012) 

牛で，うっlIlL'性心不全を呈した病畜のうち，病理解剖の

結果， 1(11;様心遊水の高度貯憶が確認され，かつ服務，炎

症，外傷，大血管の破粧等が認められずに， 1flL様it主}佐官
を特故とする特発性心護水腕と診断された8症例である

(血様心嚢水jザ官群).また対照として，心膜炎と診断さ

れた7頭の検資データを解析に供した(心膜炎iTY').各

症例については，初診時からの本学搬入までの日数，本

学搬入時の月齢，一般臨床検査所見及び各種臨床病理学

的検査所見を取りまとめた.検査項目は血液検査(多項

目自動血球計数装置， pocv-100iV，シスメックス鞠，

東京);赤血球数，ヘモグロビン濃度，ヘマトクリット，

平均赤血球容積 (MCV)，平均赤血球血色素量 (MCH)，

王子均赤血球血色素濃度 (MCHC)，白血球数，血小板数)， 

白血球百分比の算定，臨床検査センター(鞠岸本医科学

研究所・帝広ラボ，北海道)における血液生化学検査

(lf]旺液尿素窒素 (BUN)，クレアチニン (Cre)，グルタ

ミン酸オキザロ酢酸トランスアミナーゼ (AST)，アル

カリホスファターゼ (ALP)， y-グルタミルトランスベ

プチダーゼ (GGT)，総蛋白濃度 (TP)，アルブミン，

アルブミン/グロプリン比 (A/G)，血清蛋自分画)，心

電国検査(動物用心電計ME-D300BM，フクダ電子(胤

〒080-8555 ;1背広T11稲111mT際2線 11 fi・FAX0155-49-5370 E-mail: inokuma@obihiro_ac.jp 
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猪熊議 i合木孝弘IlIJII和宏他

表 1 Jlll;除心雪量水\tT~百株と心ll!Ji 0主幹の臨床所見及び心泡

ijgl検査所見の比較(大学搬入JI寺の所見)

脱線心袋水貯fg耳下 心II英炎i洋
(N出 8) (N=7) 

体 i鼠 CC) 39.1 :t 0.4 39.0土0.9

心拍数 Umin) 102:t 13 103士20

呼吸数 Umin) 34土17 39:t 22 

{本j昆が39.5"Cを超えたもの 2 (25%) 2 (29%) 

i手脇 8 (100%) 2 (29%) * 

頚l'H干!派怒張 8 (100%) 7 (100%) 

心音微弱 8 (100%) 7 (100%) 

心電図検交 (AB誘導)

Pi皮J制l国 (mV) 0.15:t 0.15 0.10:t 0.10 

Si皮振i阪 (mV) -0.80 :t 0.38 -1.10:t 0.50 

Ti皮J長幅 unV) 0.38:t 0.25 0.37土0.20

平均値±燦準偏差

*・有JJf:差あり (P<0.05) 

東京)，及び心エコー検査(超音波診断装置Prosound

2，アロカ鞠，東京)である.なお，心エコー検査は動

物を起立位で保定剃毛後，左右胸壁JJ力1M]よりコンベック

スプロープ (3.5MHz，アロカ(:!!'!;)，東京)をmいて観察

した.さらに，心嚢水は病理解剖11主に採取し，上述の方

法により白血球数，赤血球数，ヘモグロピン濃度，ヘマ

トクリツトを算定し，また服折計により総蛋白濃度を実

施した.

FHii洋の各種検査の平均1rHはStudentのt検定にて比較

した.また，碍群の各臨床症状等の発現率については，

カイ 2采検定にて比絞した.有意水準0.05未満を有志差

ありと判定した.

成 績

i自t様心議水i自宅'11101'と心膜炎鮮の，初診から搬入までの

平均日数(土標準偏差)はそれぞれ 15.8 (:t 9.4) 1::1と

11.6 (土 13.6) 日であり，搬入fl~'平均月齢(:t標準偏

差)はそれぞれ58.8 (:t 19.5) カ月齢と 44.9 (:t 31.2) 

カ月齢で，どちらも有意差はなかった. J[n様心嚢水JrrWI
群の主訴は， 食欲低下， 元気消失， 乳i呈i立上 i減成少及ぴ一下ド2宮顎~îの

i汗宇

本学i搬耳絞t入i時j待Jの|臨邸床所見を表lに示す. J[IL様心嚢水貯留

îÞ干の体温，心tl~1数及びl呼吸数の平均値は，心膜炎群と類

似しており，有志:差はなかった.また，体温が39.5
0

C

を超えた痕開の割合にも有意差はなかった.一方， 1仮様

心嚢水l!，j'留群で、は全症例に下顎又は胸垂の冷性浮臆がみ

られたのに対し，心膜炎l!下で、冷性浮胞がみられたのは7

例I:I~ 2例のみであった.主flI!fJrJ服怒張及び心音微弱所見は，

両鮮とも全例でみられた.

心電閤検査を実施した症例 (1IlL様心議:水J!'j'留'1101'7頭，

心膜炎訴5頭)では，両l!下においてP・S'T各波の平

均値に有意差はみられなかった(表1).なお虹様心袋
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I'!!I JfIl t!~ìlìiJl'j!WI を特徴とする特発性心裂水IJ利定例 3 症例

(A-C)及び心膜炎 (D)の心臓エコー検査所見.

特発性心察水1重症例では心II支炎のようなilJi者なフイ

プリン (Fib)析11¥がみられない.

PF :心幾水， LV:左心室， RV:お心室.

水J!'j'fll群の7例/112杭例はP'S'T各i!JZの低屯{立を示

した.

心エコー検査で、はIflL様心袋水lt了間鮮の全波例で、心誕水

貯fliが石油:認された.その他，胸水j佐官，心JJ!，'UJ~厚及びフ

イプリン様構造物が認められる症例もあったが，典型的

な心膜炎所見としてみられる顕著なフイプリン析/:l'tはな

かった (1翠).

I[IL液検査所見の結果を去2に示す. 1f1L様心嚢水貯留1f1'

の赤血球数，ヘマトク 1)ット佑及びヘモグロビン濃度は

軽度に低下していたが，心膜炎群のそれと比較して有意

廷はなかった.しかし， JIlL様心'喪水貯留群の平均赤血球

幸子積 (MCV)及び平均赤Jfll球血色素量 (MCH) は，心

膜炎l洋と比較して有意に低f砲を示した.白血球数及び分

葉核好中球の割合は， J[IL様心嚢水貯腎群に比べて心膜炎

îrí'で子J13; な r\~;jffl立がみられた.

胤ii:託生化学検査の結果を表3に示す. JIlL様心嚢水貯留

1J干のクレアチニンji投度は心JJ莫炎群に比較して有意な?~S1u白

を示したが，河1洋の平均依は基準値以内であった.アル

カリホスファターゼ (ALP)及び y グルタミルトラン

スベプチダーゼ (GGT) の平均値は両群ともに基準値

より高値であったが，特に政L;f;J{心'哀:水貯留'1101'の GGT平

均値のti?加は顕著であり，心膜炎群と比lf交して有意に高

かった. JflLì;tr~告白分画解析では， filli'lU'にA/G比の低下

がみられたが，心膜炎i!下ではアルブミン濃度と割合の低

下とグロプリン濃度と割合の増加lが顕著であり， A/G 

比，アルブミン濃度及びアルブミン割合はJ[IL様心議水貯

官群に比べて有意に低下していた.また，心膜炎群の y

グロプリン割合はJ[[L様心謀:水貯留i作に比べて有意に高か

った.

日間;会誌 65 436 -440 (2012) 



I飢様液貯留を特徴とする特発性心幾水路のl臨床病迎学的所見

表2 1{1立様心饗水貯fg群と心膜炎群の血液検査所見の比

絞

i飢様心嚢水貯留者宇 心膜炎辞
(N=8) (N=7) 

赤H江球数 (x106;μl) 558:1:77 612:1: 136 

ヘモグロビン濃度 (g/d[) 9.2土0.8 9.3土1.9

ヘマトクリット(%) 26.4:1: 2.9 25.8土5.1

MCV (fll 47.7士3.1 42.8土3.8*

MCH (pg) 16.7土1.5 15.3土1.5地

MCHC (g/dZl 35.0:1: 13.8 35.6:1: 1.3 

血小板数 (x101;μl) 35.5:1: 13.8 53.3:1: 21.0 

白血球数 (!μl) 8.350:1: 3.601 16.486 :1: 4.264 * 

Sta (%) 4.3:1:5.3 1.2:1: 1.6 

Seg (%) 66.4:1: 11.4 76.3土4.1本

Lym (%) 23.4土13.4 19.8:1: 5.8 

Mon (%) 4.1土2.0 2.2:1: 2.6 

Eos (%) 1.6:1: 1.7 0.3土0.5

Bas (%) 0.3土0.5 0.0:1:0.0 

王子均依±標準偏差， *: ;{?fYA:差あり (P<0.05) 

MCV:王子均赤1U立球容積， MCH:王子均赤血球血色素琵

MCHC:王子均赤瓜l球鼠色素濃度， Sta:祥状核好中球，

Seg:分菜各好中球， Lym:リンパ球， Mon:単球，

Eos:好酸球， Bas:好塩主主球

なお， 1但様心嚢水貯留j洋のうち 7頭で心嚢水性状を解

析した.その性状は赤色耳11様で凝lJI!lはみられず，赤血球

数 2.37土0.88X 106/μ1，ヘモグロビン濃度 3.8土

0.8g/dl，ヘマトクリット 11.5土4.9%，白血球数

7，750土8，007/μ1，総蛋白質濃度4.3土1.8g/dlであっ

た.一方，心膜炎群4頭で解析した心嚢水性状は赤血球

数 0.25土0.50X 106/μ1，ヘモグロビン濃度 0.0土

O.Og/dl，ヘマトクリット 0.0土0.0%，白血球数550土

1，100/μ1，総蛋白質濃度4.2土1.9g/dlであり，総蛋白

質濃度以外はいずれも有意差がみられた.

また，病理解剖の結果，いずれのjfll様心議水IlT留症例

においても心臓大血管の破綻は認められなかった.また

病理組織学的検索においても肝臓のうっ鼠以外に特記す

べき所見はなかった.心臓では，いずれの症例において

も単核炎症性細胞の浸潤を伴う中皮組織の乳頭状増生が

散在牲に認められたが，心膜炎でみられるび漫性炎症像

はみられなかった.

考 察

午における血様心嚢水貯留は発症がまれであるとされ

ており[記，これまで医原性心膜炎 [5，6J，心臓腫蕩

[7， 8Jの発生に伴うもの，あるいは原因不明の貯留，い

わゆる血様液貯留を特徴とする特発性心嚢水腫 [3J，が

報告されている.医学領域では，炎症・ JJ重傷・外傷など

の明らかな原因がみられない特発性心嚢水腫では，

29%の患者にj急性心タンポナーデが生じて症状が悪化

するが，多くは慢性経過をたどり，心膜腔穿刺やドレナ

ージによる心嚢液!徐去が治療に有効とされている[1]. 

表 3 1血様心嚢水貯留群と心膜炎群の血液主主化学検査所

見の比較

i阪様心袋水貯wl群心膜炎群
(N=8) (N=7) 

BUN (mg/dt) 12.1士6.5 13.2:1: 8.7 

Cre (mg/dl) 1.0土0.1 0.8:1: 0.2* 

A訂 (IU/t) 93土41 116:1: 69 

ALP (IU/t) 300:1: 518 259:1: 101 

GGT (IU/t) 212:1: 120 70:1:37ネ

TP (mg/dl) 7.2:1:0.7 7.3:1: 1.0 

NG 0.68:1: 0.10 0.37土0.07*

アルブミン (mg/dt) 3.0:1:0.3 2.0土0.4*

アルブミン(%) 40.2土3.6 27.0会 4.0*

αグロプリン (mg/d[) 1.1土O目1.4ま0.2*

αグロプリン(%) 15.2:1:1.8 18.9:1:4.5* 

Fグロプリン (mgldt) 0.9:1: 0.1 0.8:1: 0.1 

Fグロプリン(%) 12.2:1: 1.1 11.4:1:2.6 

yグロブ戸リン (mgldt) 2.4:1: 0.5 3.2 :1: 1.0 

yグロプリン(%) 32.5 :1: 4.8 42.8土8.2*

平均値土標準偏差*有意義あり (P<0.05)

BUN:政1液尿素窓索， Cre:クレアチニン，

AST:グルタミン酸オキザロ酢酸トランスアミナーゼ，

ALP:アルカリホスファターゼ，

GGT: y グルタミルトランスペブチダーゼ，

TP:総資自，NG:アルブミン/グロプリン比

牛の;場合には，これまで特発性心護水践の疲例数が少な

く，その予後は不明で、あるが，人と向様に心嚢液除去に

より症状が改善する可能性も考えられ，血様液貯官を特

徴とする特発'性心議水艇と心膜炎との臨床的鏡加診断は

重要と思われる.

今回，血様i夜貯留を特徴とする特発性心裳水腫8症例

と心膜炎7症例の一般臨床所見を比較したところ，冷性

浮腫の発現割合が心膜炎群で、は低かったものの，主訴，

f本i鼠，心拍数，呼吸数，発熱を呈する{間体割合，頚静紙

怒猿を呈する個体割合，及び聴診時の心音減弱を呈する

個体割合には閥幹で差が認められなかった.臨床所見だ

けから両疾患を客観的に鑑別することは困難であると考

えられた.

心電関検査では，血様心嚢水貯留症例は低電位を示す

ものもいたが，示さないものもおり，また心膜炎症例の

波高と比較して有意差はみられず，必ずしも診断に有用

な一貫した所見が得られないと思われた.

血様心議水貯留ft下の心エコー検査では，心膜炎群に比

べてフイプリン析出の少ない心嚢水貯留が特徴的であ

り，現場において本検査が実施できれば診断的価値が大

きいと思われた.今田の検索では症例の心室壁や収縮率

を評価していないが，フィプリン析出の少ない漏出性心

嚢水は拡張型心筋症等でも貯留することがあるため，心

エコー検査では心室壁の厚さや収縮率などの心機能に関

する項目についても考慮すべきと思われた.さらに，血

様液貯留を特散とする特発性心議水IJ重症例の心嚢水性状
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は，心膜炎と比絞して血液成分を多く含んでいるため，

心膜穿刺により心'議水性状をW{i'Ji-で、きれば診断的価値は

大きいと思われる.

1fJl液検査所見で、は， 1fJ1様心議水貯留群及び、心JJ英炎とも

に赤山i球系の値が恭準値より低い傾向を示したが，心膜

炎'1rf:では王子均赤血球容積及び王子均赤血球1fJ1色素濃度が1Il1

様心嚢水貯習群よりも有意に低値を示した.これは心膜

炎群では慢性炎疲像が強く，それに1*う非再生性の貧血

が~t:.じているためと忠われた.実際， 1frl様心議水jff留lrf:

では白血球数及び好中球割合の増加はみられず，また，

BJf[IJ;j(数及び分:葉核好中球の割合は，心膜炎鮮で有意な

it百億がみられた.さらに血液生化学検査においても， [f[1 

様心議71<貯留1洋のアルブミン濃度の低下， A/G比の低

下，及び yグロブ1)ン濃度地加の程度は心膜炎群に比較

すると軽度であり，炎症像が心膜炎よりも弱いことが特

徴であることが明らかとなった.

ALP 及びGGT平均1r立は両群ともに基準1fElより高f前を

示したが，これは循環障害による肝臓のうっlfllに起因し

ているものと忠われる，しかし，特に1fil様心議水l!'i'留ln

にみられた GGTの顕著な噌加は，心膜炎群と比較して

有意に I~~S く，特徴的所見と忠われたが， ~iÎH!Jl*ll織検索で

Ilniì~r系の障害は認められておらず，顕著に噌加した理由

は不明であった.なお，心議水貯留ftはうっ1(11の程度及

び各穂検査結楽に関係すると考えられるが，今|凶の検索

では貯fff量を定量しておらず，検査結果との関連を考察

することができなかった.

Ifll様心誕71<1百二の病理解剖においては，いずれも血管の

破綻，あるいはIJ長湯性変化は認められず， 1f[1様心嚢水貯

留の)京国は不明であった. しカかミし， 特発fぞ伺性!ヨ生1:心心、誕水!臆IJj控!重E症例

の心心、誕

)度主に希釈されていたこと及びび、うつi血1飢祉削削1'1'↑世性j'巨世雪立'1生i主:心心、不全症状を呈し

ていたことを考!泌慮岩長:すれば， 1fl1様心嚢水はIfll液と漏出液の

混合したものであると考えられる.最初に滑走や転倒な

どで心臓の1tlZ*1II1血管が破綻して心膜腔内に11:l1filが生じ，

二次的にうっ血性心不全が進行した可能性が考えられ

る.また，心頭水内の白血球数が増加している症例もあ
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ったが，これら症例は，人で、報告されているような急性

心膜炎に続発して1([1様心嚢水が貯留したものの，炎症自

体は終息した症例である可能性が考えられた.

心膜炎に類似した臨床症状を呈する病態として，今後

Jfil様液貯留を伴う特発性心裳水艇を鑑別診断リストに含

めることが必要と思われた.また， [[[1様心嚢水貯留症例

の診断ーは臨床症状だけでは困難で、あるが，心エコー検

査，炎症像の有無， ALP及びGGTの測定，心膜穿刺が

心膜炎との鑑別診断に有用と考えられた.

本研究は l-ff~JJJl業共済組合との共同研究として行われた.
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Comparison of Clinicopathological Findings of Idiopathic Hydropericardium 
Characterized by Blood-Like Fluid and Pericarditis in Dairy Cattle 

Hisashi INOKUMA*t, Takahiro AOKI, Kazuhiro YAMAKAWA, Toshihiko TAKEUCHI, 
Kotaro MATSUMOTO, Mitsuo ISHII, Yoshiyasu KOBAYASHI 

and Hidefumi FURUOKA 

* Obihiro University 0/ Agriculture and Veterinary Medicine, Inada, Obihiro, 080-8555, Japan 

SUMMARY 

Clinicopathological findings of eight cases of idiopathic hydropericardium characterized by blood-like fluid 
(HBF-group) that were confirmed by necropsy were retrospectively summarized and compared with those of 
seven cows with pericarditis. Although the numbers of cows that showed edema in the HBF-group were larg
er than those in the pericarditis-group, the frequency of other clinical signs in the two groups was similar. 
Echocardiography revealed a reduced quantity of fibrin in the pericardial cavity in the HBF-group compared 
with the pericarditis-group. In blood and blood chemical examinations, cows in the HBF-group showed sig
nificantly weak inflammation findings in terms of the numbers of white blood cells and neutrophils, albumin
globulin ratio, albumin concentration, and gamma-globulin ratio compared with those in pericarditis-group 
cows. Increased alkaline phosphatase (ALP) and gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) activity were record
ed in both groups; however, GGT in the HBF-group was significantly higher than that in the pericarditis
group. Although diagnosis of blood-like pericardial fluid is difficult with clinical signs alone, findings such as 
reduced fibrin in the pericardial cavity, weaker inflammation findings in the blood and blood chemical exami
nation, and increased ALP and GGT activity would be helpful for a differential diagnosis with pericarditis. 

Key words: idiopathic hydropericardium, pericarditis, blood-like pericardium, cow. 
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