
180  分娩性低カルシウム血症  （乳熱、産前・産後起立不能症） 
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→類似疾病検査 

① 181 ケトーシス  ② 179 低マグネシウム血症  ③ 骨折、脱臼、筋損傷  ④ ダウナー症候群

(1) 疫学調査  

① 分娩後おおむね 48 時間以内に発症する。

② 乾乳期のリンとカルシウムの比率が不均衡な場

合に多発する。

③ 経産牛（特に3 産以上）に多発する。

④ 高泌乳牛に多発する。

(2) 臨床検査  

（初期）

① 食欲不振

② 麻痺、起立不能

③ 興奮、四肢筋肉の痙攣、歯軋り、歩様蹌踉

（伏臥期～昏睡期）

① 意識障害と混濁、犬座姿勢、瞳孔散大

② 体温・皮温の低下

③ 頸を横に曲げ頭部を腹部に傾斜

④ 昏睡状態、弛緩性麻痺

⑤ 呼吸促迫、チアノーゼ

(3) 血液生化学検査  

（治療前に採血した血液を用いる。）

① 血清カルシウム濃度の測定：7.0mg/dl 以下に

低下（5.0mg/dl 以下で神経症状が多発）

② 血清無機リン濃度の測定：低下

③ 血糖の測定：上昇することがある。

④ 血清 AST 活性の測定：上昇

(4) 診断的治療  

カルシウム剤の静脈内投与
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	170 最終案 トキソプラズマ病（めん羊・山羊）（届）文
	171 最終案 山羊関節炎・脳脊髄炎（届）図
	171 最終案 山羊関節炎・脳脊髄炎（届）文
	172 最終案 山羊伝染性胸膜肺炎（届）図
	172 最終案 山羊伝染性胸膜肺炎（届）文
	174 最終案 野兎病（届）図
	174 最終案 野兎病（届）文
	175 最終案 兎ウイルス性出血病（届）図
	175 最終案 兎ウイルス性出血病（届）文
	176 最終案 レプトスピラ症（犬レプトスピラ症）（一部届）図
	176 最終案 レプトスピラ症（犬レプトスピラ症）（一部届）文
	177 最終案 硝酸塩中毒　図
	177 最終案 硝酸塩中毒　文
	178 最終案 尿素中毒　図
	178 最終案 尿素中毒　文
	179 最終案 低マグネシウム血症　図
	179 最終案 低マグネシウム血症　文
	180 最終案 分娩性低カルシウム血症（乳熱，産前・産後起立不能症）図
	180 最終案 分娩性低カルシウム血症（乳熱，産前・産後起立不能症）文
	181 最終案 ケトｰシス　図
	181 最終案 ケトーシス　文
	182 最終案 アミロイドーシス　図
	182 最終案 アミロイドーシス　文
	183 最終案 鉛中毒　図
	183 最終案 鉛中毒　文
	184 最終案 尿石症　図
	184 最終案 尿石症　文
	185 最終案 ルーメンアシドーシス　図
	185 最終案 ルーメンアシドーシス　文
	186 最終案 大脳皮質壊死症（ビタミンＢ1欠乏症）図
	186 最終案 大脳皮質壊死症（ビタミンＢ1欠乏症）文
	187 最終案 脂肪壊死症　図
	187 最終案 脂肪壊死症　文
	188 最終案 ビタミンA欠乏症　図
	188 最終案 ビタミンA欠乏症　文
	189 最終案 白筋症　図
	189 最終案 白筋症　文
	190 最終案 銅中毒　図
	190 最終案 銅中毒　文
	191 最終案 食塩中毒　図
	191 最終案 食塩中毒　文
	192 最終案 有機りん剤中毒　図
	192 最終案 有機りん剤中毒　文
	193 最終案 エンドファイト中毒（ライグラススタッガー、フェスクフット）図
	193 最終案 エンドファイト中毒（ライグラススタッガー、フェスクフット）文
	194 最終案 セレン及びビタミンＥ欠乏症　図
	194 最終案 セレン及びビタミンＥ欠乏症　文
	195 最終案 新：キョウチクトウ中毒　図.docx
	195 最終案 新：キョウチクトウ中毒　文
	196 最終案 新：オナモミ中毒　図
	196 最終案 新：オナモミ中毒　文
	総07 最終案 主な植物中毒とその診断法
	総08 最終案 主な農薬とその中毒症状
	総09 最終案 飼料を汚染するマイコトキシン（かび毒）とその毒性
	総10 最終案 海外伝染病関係
	総10 最終案 口蹄疫と類似水疱性疾病の病性鑑定
	2） 間接サンドイッチELISA
	3） RT-PCRおよびリアルタイムRT-PCR
	2. 血清学的検査
	3. 病性の判定

	総11 最終案 口蹄疫と類似水疱性疾病の検査材料の採取と輸送
	総12 最終案 海 (195～) 海外病1～




