
186  大脳皮質壊死症  （ビタミンB 1 欠乏症） 
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→類似疾病検査 

① 183 鉛中毒  ② 11 アカバネ病 ③ 50 ヒストフィルス・ソムニ感染症  ④ 179 低マグネシウム血症 
⑤ 21 破傷風  ⑥ 177 硝酸塩中毒  ⑦ 52 リステリア症  ⑧ 一年性ライグラス中毒 
⑨ 193 エンドファイト中毒  ⑩ 脳腫瘍 
 

(1) 疫学調査  

① 育成子牛（2 ～12 ヵ月齢）に好発する。 
② 発育状態の良い牛に発生することが多い。 
③ 濃厚飼料多給の牛に好発する。 
④ 年間を通じて発生する。 
⑤ ビタミン B1が投与されなければ、2 ～4 日の経

過で死亡することが多い。 
 

(2) 臨床検査  

① 食欲廃絶 
② 歩様蹌踉、鈍麻または知覚過敏、身体各部の

振戦、痙攣 
③ 後弓反張 
④ 起立不能、流涎、歯軋り 
⑤ 昏睡 

 

(3) 剖 検 

大脳半球の腫脹、退色、軟化 
 

(4) 血液生化学検査  

血糖値の上昇 
 

(5) 診断的治療  

初期症状の段階で、ビタミンB 1製剤を静脈内投

与した場合、臨床症状が改善する。ただし、投与後

血液、臓器材料のチアミン濃度は上昇するため、投

薬前に採血しておくことが望ましい。また同居子牛

についても全血ビタミン B1濃度測定を行うことが望

ましい。 
 

(6) 理化学検査  

新鮮または凍結保存した脳を使用する。新鮮な

ホルマリン材料は判定可能。大脳表面および割面

に紫外線（365nm）を照射すると、高い確率で、大

脳皮質に黄白色の自家蛍光がみられる。 
 

(7) 生化学分析 （分析にはビタミンB 1 投与前に

採取した血液を用いること） 
① 全血中ビタミンB1濃度の測定 1) ：13ng/ml以下

に低下（HPLC 法） 
② 死亡例については臓器中ビタミン B1濃度の測

定 1) ：大脳皮質 0.7、肝臓 1.0µg/g 以下に低下

（HPLC 法） 
 

(8) 病理組織検査  

① 大脳皮質、特に深層における層状の神経細胞

の乏血性壊死、毛細血管の増生およびマクロフ

ァージ（脂肪顆粒細胞）浸潤 
② 小脳や中脳にも同様の病変がみられることがあ

る。 
 

（参考文献） 
1) 日本ビタミン学会編: ビタミン学実験法Ⅱ. 101-105、

東京化学同人 (1985). 
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	047 最終案 プロトテカ乳房炎図
	047 最終案 プロトテカ乳房炎文
	048 最終案 肝膿瘍図
	048 最終案 肝膿瘍文
	049 最終案 伝染性角結膜膜炎図
	049 最終案 伝染性角結膜膜炎文
	050 最終案 ヒストフィルス・ソムニ感染症図
	050 最終案 ヒストフィルス・ソムニ感染症文
	051 最終案 放線菌症図
	051 最終案 放線菌症文
	052 最終案 リステリア図
	052 最終案 リステリア文
	053 最終案 デルマトフィルス症図
	053 最終案 デルマトフィルス症文
	054 最終案 趾皮膚炎（旧 趾乳頭腫症)図
	054 最終案 趾皮膚炎（旧 趾乳頭腫症)文
	055 最終案 皮膚糸状菌症図
	055 最終案 皮膚糸状菌症文
	056 最終案 真菌性胃腸炎図
	056 最終案 真菌性胃腸炎文
	057 最終案 牛エペリスロゾーン病図
	057 最終案 牛エペリスロゾーン病文
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