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|総説|

無線伝送式pHセンサーを用いた
乳牛の亜急性第一胃アシドーシスの診断と制御に関する研究

木村淳l)t

1)盛岡地域農業共済組合紫波・盛岡・雫石家畜診療所

要約 近年，濃厚飼料の多給や飼養管理の失宜によって，亜急性(潜在性)第一胃アシドーシス

(Subacute rumen acidosis; SARA)の発生が問題となっている SARA牛が増加すると，牛群におい

て蹄葉炎，食欲減退，低乳脂肪症候群，第四胃変位や潰蕩および第一胃炎などが多発し，また，泌乳量

や繁殖成績が低下し，経済的損失が甚大となる SARAを診断するためには，第一胃液pHの正確なモ

ニタリングが必要である.近年，海外において有線式pH測定システムが開発され，第一胃液pHの連続

測定によるSARAの病態に関する研究が行われている. しかし，この測定システムは，第一胃フイステ

ルの装着が必要であることから，臨床現場での応用は困難で、あった.このような背景のもと， Satoらは

臨床現場でのSARAの摘発を目的として，経口的に投与可能な無線伝送式pHセンサーを新たに開発し

た 今回，無線伝送式pHセンサーを用い臨床現場においてSARAの診断と制御を行うことを目的とし

て以下の基礎的研究を行った.はじめに，第一胃フィステル装着牛を用いて， pHセンサーによる測定

値と採取した第一胃液pHの関係を検討した その結果，両者の聞に有意な正の相聞が認められ，無線

伝送式pHセンサーによるpH測定値は，極めて精度が高いことが明らかになった

次に，第一胃内の部位別および第一胃と第二胃液pHの関係を検討した.第一胃液pHは第二胃液pHに

比べてわずかな低値で推移し，第一胃液と第二胃液のpHとの聞に有意な正の相闘が認められた.さら

に，第一胃液のpHと温度との関係について検討した結果，濃厚飼料主体の飼料を給与した場合，第一

胃液pHは著しく低下，温度は著しく上昇する傾向を示し， pHと温度との聞に有意な負の相闘が認めら

れた.最後に，第一胃および、第二胃液pHを連続測定し， SARAの診断基準を検討した SARA牛の診

断基準として，従来の第一胃液pHによる基準に加え，第二胃液pHを用いた場合は， 1日あたり3時間以

上にわたって6.3以下の値を呈するものと定義できることが明らかとなった.以上のように今回の研究

により，無線伝送式pHセンサーは，野外の乳牛におけるSARAの診断と制御において有効なツールで

あり，高泌乳牛を対象とした栄養管理や牛群管理に広く応用可能であることが明らかとなった

一一キーワード.亜急性第一胃アシドーシス，無線伝送式pHセンサー

近年，急性アシドーシスとは病態が異なる亜急性第

一胃アシドーシス (Subacuterumen acidosis; SARA) 

が問題となっている.アメリカでは，泌乳初期~中期

牛で19%~26%程度の発生があると報告されている [1 ，

2J. SARAの定義は第一胃液pHが5.6以下となる時聞が

少なくとも 1日に 3時間以上継続する状態とされている

[3].乳牛の飼養管理は，乾乳期から泌乳初期にかけて，

低エネルギー・高繊維飼料から高エネルギー・低繊維飼

料へと変更される.これに伴い，第一胃内で発酵酸の生

成が増加するが，乳酸利用菌が十分に増殖していない場
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合や第一胃乳頭の増殖が十分で、ない場合にSARAが誘発

される [4J. SARAの発生には濃厚飼料の多給や飼料給

与の失宜など栄養管理上の問題が存在するため， SARA 

擢患牛群においては蹄葉炎，食欲減退，低乳脂肪症候群，

第四胃変位や潰蕩，第一胃炎などが発生する [5，6J. こ

のため， SARAは牛個体の問題というより，牛群全体の

問題と捉えられており，経済的損耗が大きい生産病であ

る [4，5]. 

SARAの診断には第一胃液性状の検査が必須で、ある.

第一胃液採取の方法としては，カテーテルを用いた経口

T 連絡責任者木村淳(盛岡地域農業共済組合紫波・盛岡・雫石家畜診療所)

干020-0053 盛岡市上太田細田28・8n 019-659・3905 FAX 019-659-3908 
E-mail: karatekaahotakuya@yahoo.co.jp 

-51一



的採取法，または穿刺針による第一胃穿刺法が行われて

きた[l.7‘8J 経口カテーテルによる採取では，技術者

および採取部位の違いに よって第一胃液pHの測定値が

異なっており ，第一胃穿刺では，採取による頻回穿刺に

起因した腹膜炎や膿場誘発のリスクが伴うなど，第一胃

液pHの測定には技術的問題が存在する [lJ そのため，

第一胃液pHの測定は極めて重要であると認識されなが

ら，臨床的に実施されないことが多かった

牛の第一胃内恒常性は，発酵酸の生成と中和および

吸収の均衡により維持されている 第一胃液pHは， こ

の均衡の変動に鋭敏に反応するため， pH測定は第一胃

環境のモニタリングにおいて極めて重要で、ある.このこ

とから，第一胃フイステルを介した有線型の第一胃留置

型pH測定システムが開発され，第一胃液pHの連続測定

によってSARAの病態に関する研究が行われてきた[1，

9-11J 

一方， Sato et al. [12， 13Jは，第一胃液pHiP.1J定の臨

床応用を目指し外科的処置が不要で，経口的に投与可

能な無線伝送式pHセンサーと第一胃液pHiP'IJ定システム

を新たに開発した このセンサーを経口的に投与する

と，第一胃底部に留置される ことが，第一胃フィステル

牛を用いた予備実験により明らかにされている しか

し，本センサーを用いたSARA病態解析への応用につい

て十分なデータの蓄積がない。そのため，乳牛の臨床領

域において重要な課題となっているSARAの診断と制御

に無線伝送式pHセンサーを応用するための基礎的検討

送信機
(第一胃肉に留置)

送信機1

送信機8(最大台数)

通信距灘 30m-40m

一==z7=一 受信機

(畜舎内に設置)

を行った

1 .無線伝送式pHセンサーおよび測定システムの構成

第一胃液pH測定システムは無線式pHセンサー，測

定データ受信器，iP'IJ定データ中継器お よび専用アプリ

ケーションをインスト ールしたパーソナルコンピュ ー

タ (PC)によって構成されている(図 1) 無線システ

ムには日本国電波法に定められている特定小電力無線

(429MHz帯)を採用し日本国内においては無線従事

者資格がなくとも運用可能である.

直径30mm，長さ148mmの砲弾型笹体に専用設計の

pHセンサー，pHアンプ回路， CPU回路， RF回路およ

び電源が収納されており，重量は約220gで、ある (図2)

無線式pHセンサーは経口的に簡単に投入することがで

きる 僅体は体内に停留させるので，耐蝕性の高いステ

ンレス (SUS316)と溶出リスクのないポリプロピ レン

(PP)を主要材質としている また， pHセンサーには

高精度で耐久性が高い温度補償機能付きのガラス膜式電

極を採用しており，第一胃液のpHと温度を正確に同時

計測する ことが可能である 第一胃液のpHを長期間安

定して測定するため，ジヤンクション材質にテフロン

を採用して食溢による目詰まりを防止している さら

に，内蔵する電源には リチウムイオン電池 (3.6V: 1700 

mA) を採用し，無線出力時に必要な大電流の供給と長

期間の安定稼働を両立可能な仕様とした 電池は僅体内

部に収納され外部と遮断されているので¥ リチウム等が

; パ一川吋ユータ ; 
(データのモニタリング、活用) ー

時
四

慨
-

E
L
 

図 1.無線伝送式pHセンサーおよびシステムの概要
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図2. 無線伝送式pHセンサ の外観および構成

生体へ影響を与えるリスクはない なお，内部緩衝液の

持続期間は約 3カ月 ，内蔵電池の寿命は10分間隔で測

定・送信した場合，平均 3カ月である.また，電波の到

達距離は第一胃内部から受信機 (または第一胃内部から

中継器)聞が平均30mで、ある。さらに，無線式pHセン

サーは個々のユニットに分解・分割が可能で¥それぞれ

ユニット，パーツ単位で交換可能あるため，回収した無

線式pHセンサーを再利用することも可能である

測定データ受信器は無線式pHセンサーから送信され

るデータ (無線電波)の受信，無線通信による無線式

pHセンサーの動作条件や校正指示を行うもので，樹脂

製ケースに収納されている 内部にはRF回路とCPU回

路が収納されている.また，無線式pHセンサーからの

送信電波は，生体を通過する際に大きく減衰することか

ら，無線データを直接受信器で受信する場合，無線式

pHセンサーと受信器の距離が制限されることがある

この場合，測定データ中継器を無線式pHセンサーの近

傍に設置すると，受信器との中継 (最大500m程度)が

可能となる

2 無線伝送式pHセンサーと採取第一胃液のpH比較

はじめに，フィールドで、の無線伝送式pHセンサーの

有用性を検証するため， pHセンサーと第一胃フィステ

ルから採取した第一胃液pH値を，それぞれの乾物中の

デンプン濃度が，乾乳牛の水準，高泌乳牛の水準，第一

胃アシドーシス誘発水準である 3種類の異なる飼料を給

与した牛で検討した[l2J

採取第一胃液のpHは6.36:t 0.23 (96サンプル)，pHセ

ンサーによるpHは6.22:t 0.27 (96サンプル)で， 2つの

方法による平均値の差は0.14であった。採取第一胃液pH

とpHセンサーによる測定値との聞に有意 (p<O.Ol) な

Z 
Q. 

7.5 

7.0 

~ 6.5 
Q. 

E 
司

ご 6.0。
Q. 

∞ 

5.5 

5.0 

4.5 
4.5 

. 

5.0 

n = 4 (96samples) 
y = 1.0043x + 0.11 

r= 0.986 
pく 0.01

5.5 6.0 6.5 7.0 
Continuous recording， pH 

7.5 

図3. 無線伝送式pHセンサーと採取第一胃液における
pHの比較

正の相関 (r=0.986)が認められた (図3)

A1Zahalら [9Jは，有線pHセンサーと採取第一胃液

pHの測定値の差は，採材中における二酸化炭素および

揮発性化合物の損失によると考察している.今回の実験

日2Jでは， pHセンサーと採取第一胃液による測定値

の差は0.14であり， A1Zahalら [9Jの報告した差 (0.07)

に比べて大きかった。これは， A1Zahalら [9Jの実験で

は1種類の飼料を l頭の牛で 1日3回の連続した 3日間

の測定値を比較しているのに対し，今回の実験では4頭

の牛で3種類の飼料給与前後の測定値を比較したため，

給与飼料による採取第一胃液のpH測定値に大きな差異

があったことによると推測された このように，無線伝

送式pHセンサーと採取第一胃液のpH測定値との聞に高

い相関係数が認められ，無線伝送式pHセンサーによる
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pH測定値の精度が高いことが認められた

3.第一胃内の部位別および第一胃と第二胃液pHの比較

次に，第一胃内の部位別および第一胃と第二胃液pH

の比較について検討を行った [14].供試牛には第一胃

フィステルを装着したホルスタイン種経産・非泌乳牛を

用いた 実験期間の飼料は，粗飼料主体の飼料(対照飼

料)と濃厚飼料主体の第一胃アシドーシス誘発飼料(RAI

飼料)を用いた給与スケジュールは，対照飼料とRAI

飼料をそれぞれ2週間給与し乾草のみを給与する 2週

間の休止期間を置いた後，群を入れ替え，再び2週間給

与した各飼料の給与は，等量を朝夕 2回とし，飲水は

自由とした尚，第一胃固相部のpHの測定は，第一胃フイ

ステルに有線式pHセンサーを固定して測定した.

対照飼料牛とRAI飼料牛の第一胃液および第二胃液

pHの日内変動を比較した対照飼料を与えた場合，各

部位のpHは朝の給餌直後より穏やかに低下し始め，翌

朝までに回復する傾向が見られ， pHは常時，第二胃>

底部>固相部の)11i'fであった 一方， RAI飼料を与えた場

7.5 
対照飼料

7.0 

6.5 

出
品

6.0 

5.5 

給餌

5.0 
910111213141516171819202122230 1 2 3 4 5 678 

Time ofday 

合，各部位ともに午後に入ってから急激にpHが低下し，

対照飼料牛と異なり第一胃固相部よりも底部が低値とな

る時間帯が認められた.両飼料において第一胃液pHに

比較し第二胃液pHが高値で、あった(図4)

部位別のpHの関係を検討した結果，対照飼料給与期

間において，第一胃固相部と第一胃底部および第一胃底

部と第二胃において相関係数が有意 (p<O.Ol)であり，

相関係数はそれぞれ0.409および0.826であった一方，

RAI飼料給与期間においても第一胃固相部と第一胃底

部，第一胃固相部と第二胃および第一胃底部と第二胃に

おいて相関係数が有意 (ρ<0.01)であり，相関係数はそ

れぞれ0.894，0.764および0.797であった(表 1) 

飼料変更による第一胃液pHの変化は，すでに成牛

におけるSARA誘発実験において確認されている [15，

16J 今回の実験においても，飼料の変更によって第一

胃液pHが著しく変動することが確認された 対照飼料

の給与期間において第一胃液pHは高値で、安定して推移

し， 日内変動の最大値と最小値の差も小さい傾向がみら

れた.このことは，有効中性デタージェント繊維の高い

7.5 RAI飼料

7.0 

6.5 

出
品

6.0 

5.5 

5.0 
910111213141516171819202122230 1 2 3 4 5 6 7 8 

Time ofday 

図4. 第一胃および第二胃液pHの日内変動

Mean:tSE (n = 4). a pく0.05，b Pく0.01(部位ごとの9:00の値との有意差).
第一胃固相部 (0)，第一胃底部(.)，第二胃(口).

表 1.第一胃の部位別およひ。第二胃液pHの相関係数

対照飼料

n r ρ< 

固相部 VS 胃底部 4 0.409 0.01 

固相部 VS 第二胃 4 0.170 NS 

胃底部 VS 第二胃 4 0.826 0.01 
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RAI飼キ斗

n r ρ< 

4 0.894 0.01 

4 0.764 0.01 

4 0.797 0.01 

576サンプル， r:相関係数



り，唾i夜の緩衝作用を受けやすいためと考察している.

第二胃と背嚢部は隣接しているため，第二胃液pHは第

一胃各部液pmこ比較し高値を示したものと推察され

た.

4. 第一胃液のpHと温度との関係

さらに，第一胃液のpHと温度との関係について検討

を行った [23]. 供試牛には第一胃フイステルを装着し

たホルスタイン種経産・非泌乳牛を用いた.実験期間の

飼料は，前述の粗飼料主体の飼料(対照飼料)と濃厚飼

料主体の第一胃アシドーシス誘発飼料 (RAI飼料)を用

いた.給与スケジュールは 対照飼料とRAI飼料をそれ

ぞれ2週間給与し乾草のみを給与する 2週間の休止期

間を置いた後，群を入れ替え，再び2週間給与した各

飼料の給与は，等量を朝夕 2固とし，飲水は自由とした

対照飼料牛とRAI飼料牛の第一胃液のpHと温度の日

内変動を比較した対照飼料を与えた場合，第一胃液

pHは，わずかに低下する傾向がみられた第一胃液温

度は，第一胃液pH同様に変動の幅は小さく，また，給

餌後に低下する傾向がみられ，飲水の影響が示唆され

た RAI飼料給与牛における第一胃液pHの日内変動は，

朝の給餌後，著しく低下し，翌朝までに回復した逆に，

第一胃液温度は，朝の給餌後より徐々に上昇し21時付近

で最高値となり，翌朝までに回復した(図 5).第一胃

液pHの最低値と第一胃温度を比較したところ，対照飼

飼料を給与すると岨瞬時聞が延長し，重炭酸塩やリン酸

塩を含む唾液の分泌が促進される [17，18Jことによる

と考えられた.さらに，有効中性デタージェント繊維は，

第一胃液pHと正の相関関係にあることが報告されてい

る[17，18J. RAI飼料牛では，給餌後に第一胃液pHが

速やかに低下する日内変動を示したこれは濃厚飼料に

含まれる易発酵性炭水化物が第一胃内のデンプン分解菌

に急速に分解され，発酵酸の生成が第一胃緩衝作用を凌

駕したために第一胃内pHが低下したものと考えられた

[19J. 

Tafajら [20Jは，第一胃マット表面から 5~10cm部分

の表層部， 25~35cm下部の中央部および第一胃底より 5

~10cm上部の 3 か所から内容物を採取しその性状を比

較した.その結果，第一胃マット表層部，中央部および

第一胃底部の順に揮発性脂肪酸 (VFA)濃度が高値を

示すこと，第一胃液pHはVFAと負の相関関係を示すこ

と採取部位により第一胃液の性状が異なることを示し

た また，今回の検索においてRAI飼料牛では，朝の給

餌から夕方の給餌の聞の第一胃液pHは第一胃固相部と

比較し第一胃底部が高値であったが，夕方の給餌後は，

第一胃底部の方が低値であった.このことは第一胃の部

位および飼料内容により第一胃内環境が異なることを

示唆している [1，6， 21， 22J. 第二胃液pHは第一胃各部

液pHに比較し常に高値で推移した.このことに関し

てLiら [22Jは，第一胃の頭側領域が食道に近接してお
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図5.第一胃アシドーシス誘発飼料および対照飼料給与牛における第一胃液のpHと温度の日内変動
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料給与牛 (r=-0.722)およびRAI飼料給与午 (r=-0.650)

のいずれも有意 (p<O.Ol)な負の相闘が認められた

第一胃温度に関する研究として，疾病の急性期，発情

および分娩に関する研究がある [24，25]. Rose-Dyeら

[25Jは，肉牛に無線型の温度センサーを経口投与し，

第一胃温度の上昇により呼吸器疾患の早期摘発が可能で、

あることを示している.さらに，第一胃液pHと温度に

関する研究では， A1Zahalら [26Jは6頭の第一胃フイ

ステル装着ホルスタイン種泌乳午に有線型のpH'温度

計を装着し，対照飼料およびRAI飼料を給与して，第一

胃液pHと第一胃温度の関係を検討し SARA誘発牛に

おいて第一胃液pHと第一胃温度は負の相関関係にある

ことを報告している.今回の検索においても第一胃液

pHの低下に伴い第一胃温度の上昇が認められ，第一胃

液のpHと温度は，第一胃内発酵と密接な関係のあるこ

とが認められた [19J.

5. 第一胃および第二胃液pHによるSARAの診断

第一胃液pHと第二胃液pHを比較し両部位の測定値

が高い相関性を示すことが既に明らかになった.また，

第二胃液pHは第一胃液pHと比較して有意な高値で推移

することも明らかになった.無線伝送式pHセンサーを

経口的に投与すると，第一胃底部に留置されるが，セン

サーが第二胃に移動する例が認められたため，第二胃に

おけるSARAの診断基準を検討する必要があると考えら

れた.そのため，第一胃フイステルを装着したホルスタ

イン種経産・非泌乳午に対照飼料およびfRAI飼料を給与

し無線伝送式pHセンサーを使用し，第一胃底部およ

び第二胃液によるSARAの診断基準を検討した [27J

RAI飼料牛の第一胃液pHは朝の給餌後，速やかに低

下し，朝の給餌からおおよそ12時間後にpH5.4近くまで

低下した一方，対照飼料牛の第一胃液pHはRAI飼料

午に比較し終日安定した高値を示した RAI飼料午の

第二胃液pHは朝の給餌から約12時間後にpH6.2付近ま

で低下した対照飼料牛の第二胃液pHは第一胃液pHと

同様， RAI飼料牛に比較し終日安定した高値を示した

第一胃液pHが5.6を3時間以上下回った典型的なSARA

牛の第二胃液pHは6.3を下回り，その持続時間はおおよ

そ3時間であった.

第一胃液pHによるSARAの診断は， 1日のうち第一

胃液pHが5.2~5.6を下回る持続時間によって判定される

[3]. 今回， RAI飼料を与えることによって第一胃液

pHが5.6を下回る時聞が3時間以上認められたため，典

型的なSARAが誘発されたと判断した.この典型的な

SARA牛では，第二胃液pHが3時間以上にわたって6.3

を下回ったこのことから，無線伝送式pHセンサーを

用いた第二胃液pHによるSARAの診断基準は， pH6.3以

下で，その持続時聞が 1日3時間以上であることが明ら

かとなった.従って， pHセンサーが第二胃に存在して

いる場合でも， SARAの診断が可能であることが明らか

となった

SARAによる影響を検討する上で考慮をしなくてはな

らないのは，第一胃環境と第一胃上皮である.第一胃液

pHが6.0未満で、ある状態が継続すると，デンプン分解性

の微生物の成長を促進し，セルロース分解性微生物の成

長が抑制される.そのうえ，乳酸利用微生物の著しい増

殖が第一胃液pH5.8で起こり，第一胃環境の変化が生じ

始める [19，28J さらに，第一胃液pHが5.6で第一胃上

皮に変化が生じる [3].Steelら [29Jは，乾乳牛を用い，

粗飼料主体から濃厚飼料主体に変更した際の第一胃粘膜

の形態的変化を観察し，飼料変更から 1週間後，第一胃

乳頭における角質層の広範囲な脱落および角質層と頼粒

層の聞に間隙が生ずることを認めている.このように，

SARAは第一胃環境の変化に生ずる第一胃粘膜の変化に

起因する病態である

濃厚飼料は第一胃内で乳酸生成を増大させるが，それ

に伴いVFA産生量も増加する [30，31] この乳酸から

VFA産生が滞るとSARAが発症すると考えられる [31J

また，第一胃液pHの主なコントロールとして頂端膜を

介し，第一胃内へのHC03 の取り込みと血中への解離

型短鎖脂肪酸 (SCFA)放出，血中へのHSCFAの親油

性拡散，第一胃上皮から唾液と同レベルのHC03 の分

泌，モノカルボン酸供輸送体を介した乳酸と水素イオン

の排世が主な第一胃内のpH緩衝作用として提唱してい

る.つまり VFA自体が緩衝剤としての作用を持つこと

が考えられている [19，21J. 

以上のように第一胃上皮からの乳酸およびVFAの吸

収もSARAの病態を考える上で重要で、ある [31J. また

第一胃上皮に生息する細菌叢は，第一胃内細菌叢と種類

の異なり飼料の違いにより変化することが明らかとなっ

ている [32，33J. 今後， SARAの病態解明のためにも，

これらのさらなる解析が期待される [31J.

無線伝送式pHセンサーは，野外の乳牛におけるSARA

の診断と制御において有効なツールであり，高泌乳牛を

対象とした栄養管理や牛群管理に広く応用可能である.

また無線伝送式pHセンサーは，家畜福祉の増進に寄

与し飼養管理の改善と濃厚飼料の効率的利用によって

生産阻害要因を軽減して 我が国の酪農振興に貢献する

ことが期待される

本稿を終えるに臨み多大なる御指導を賜りました岩

手大学教授佐藤繁先生に心から深謝しミたします ま
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Studies on diagnosis and control of subacute rumen acidosis (SARA) 
in dairy cows using a radio transmission pH sensor 

A. Kimural) '1 

1) Morio初一ChiikiAgriculturαIMutuαl Aid Associ，αtion 

ABSTRACT The productivity of dairy cows has increased dramatically over the 1ast decades. A 

consequence of deve10ping dairy productivity is associated to the adequate advanced feeding strategies. 

However， with fai1ures in feeding po1icies， such as increased concentrate diets， the incidence of subacute 

rumen acidosis (SARA) has become a critica1 issue for the dairy industry， and clinica1 vet巴nnary

medicine. If SARA occurs in a cow herd， clinica1 disorders such as diminished appetite， 10w mi1k fat 

syndrome， abomasum disp1acement and ulcers， and rumenitis will increas巴， and the amount of 1actation 

and reproduction performance will d巴crease，which 1ead to serious economic 10ss. To diagnose SARA， 

accurate monitoring of rumina1 pH is needed. In recent years， a cab1e pH measurement system has 

been deve1oped， enab1e research into the morbidity of SARA by continuous measurement of rumina1 

pH. Howev巴r，the use of this measurement system in fie1d cases is difficu1t due to the need of surgically 

install the rumen-fistu1a. From such a background， Sato et al. dev巴10pedrecent1y a radio transmission 

pH sensor， which can be administered orally into the rumen to monitor SARA. In this study， we assess 

the diagnosis and contro1 of SARA using a radio transmission pH sensor in dairy cows. In a primary 

巴xperiment， rumina1 fluids samp1es was collected from the rumen-fistu1ated cows. The pH va1ues of 

collected samp1es were compared to the pH va1ues of the automated pH sensor. The both pH va1ues 

were pOSltlV巴1ycorre1ated significant1y. In the second experiment， w巴 investigatedthe accuracy of 

the sensor as well as changes in the rumina1 pH of cows f，巴ddifferent diets， and compared the rumina1 

(bottom and midd1e) and reticu1ar pH. The rumina1 pH of cows fed the high-concentrate diet tended to 

drop more than that of cows fed a roughage diet. In addition， a1though a significant positive corre1ation 

was observed between reticu1ar pH and rumina1 pH， the 1atter remained slight1y 10w compared to the 

former. Furthermor巴， the re1ationship between rumina1 pH and rumina1 temperature was investigated. 

When fed the RAI diet， rumina1 pH dropped significant1y， and rumina1 temperature tended to rise 

significant1y. A significant negative corre1ation was observed between rumina1 temperature and rumina1 

pH. In conclusion， it is revea1ed the accuracy of the radio transmission pH sensor and diagnostic criteria 

of SARA via continuous m巴asurementsof the rumina1 pH in SARA cows. Under SARA condition， the 

rumina1 pH was 1ess than 5.6， the reticu1ar pH was 1ess than 6.3 for more than 3 h per day. The radio 

transmission pH sensor may be effectiv巴 todiagnose of SARA in the dairy cows. The resu1ts of this 

study cou1d be app1ied to contro1 of the advanc巴dfeeding strategi巴sand prevention of SARA in dairy 

cows. 

一-KeyWords : Subacute rumen acidosis (SARA)， R adio transmission pH sensor 
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