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症 例 報 告

乳牛の蹄骨炎は，感染と炎症が蹄骨に及ぶ蹄深部

感染症の一つである１-４）。蹄骨の壊死を伴うため，

通常の蹄尖潰瘍や蹄底潰瘍と比較して治癒が難し

く，蹄骨の壊死が広範囲に及ぶ場合には断趾術の適

応症にもなる２-４）。治療は，壊死骨のデブリードマ

ンと健康蹄へのブロック装着である１, ２）。しかし，

骨デブリードマンが不十分な場合，露出した蹄骨は

肉芽組織で覆われず，坑道形成をおこして治癒は遅

延する２）。そのため，骨の壊死範囲を正確に把握し

て，適確なデブリードマンを実施する必要がある。

馬では，術前にＸ線検査を実施し，臨床検査に加え

てＸ線検査結果からデブリードマンの範囲を決定す

る５-７）。牛では通常，最初の治療は農場で実施され

るため，Ｘ線検査結果を基に骨デブリードマンを行

うことは困難である。そのため，十分な設備の整っ

ていない農場で，適確な骨デブリードマンを実施す

るための基準が必要である。しかし，牛の蹄骨炎を

伴う蹄尖潰瘍や蹄底潰瘍の症例報告は少なく８），骨

デブリードマンの基準や，治療期間および予後に関

する知見は乏しい。本報告は，乳牛の蹄骨炎を伴う

蹄尖潰瘍４例の概要を報告するとともに，その効果

的な治療方法について検討した。

症例：いずれもホルスタイン種成乳牛の雌で，蹄

骨炎を伴う蹄尖潰瘍と臨床診断された４例であっ

た。症例の年齢，罹患肢蹄，治療期間，蹄骨が健康
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生装置を用いて行い，背掌方向と側面方向から撮影

した。３例（症例２，３，４）で蹄骨輪郭の不正が観察

された（図２- a）。また，術前にＸ線検査を実施し

た症例３と４では，蹄骨尖端に限局した骨溶解像が

観察された（図２- a，b）。

治療経過：４例とも治癒し，治療に要した期間は

18～36日であった。症例２，３，４では，術後１週間

後の包帯交換時に患部から膿汁と共に微細な腐骨片

が摘出された。いずれの症例も，術後１週間では蹄

骨は健康な肉芽組織で覆われず，脆弱な肉芽組織の

形成を認めるのみであった（図１- c）。蹄骨が健康な

肉芽組織で覆われる（図１- d）までに要した期間は

10～21日であった。

考　察

蹄骨からの点状出血が観察されるまで外科的に骨

デブリードマンすることで，壊死骨を適確に除去で

きると考えられた。デブリードマンは，創傷の修復

機転を円滑に進行させるうえで極めて重要な処置で

ある９）。本症例では，蹄骨からの点状出血を基準と

した外科的な骨デブリードマンを実施した結果，露

出した蹄骨は全て健康な肉芽組織で覆われ，新しい

角質形成が観察された。点状出血は，骨デブリード

マンが健康な骨組織に到達したサインであり７），人

の骨髄炎治療では，パプリカサインとして知られて

いる。点状出血を基準とした外科的な骨デブリード

マンは，牛の臨床現場での蹄骨炎の治療において有

効であると考えられた。

な肉芽組織で覆われるまでの期間，跛行消失までの

期間を表１に示した。全ての症例で，初診時に農場

で蹄病手術を実施した。また，症例１と２は２診目

に，症例３と４は初診時に，Ｘ線検査を実施した。

なお，本症例の治癒は，蹄骨が全て健康な肉芽組織

で覆われ，新しい角質形成が観察されることとした

（図１- b）。

蹄病手術：手術は，起立位枠場保定・静脈内局所

麻酔下で実施した。静脈内局所麻酔は，罹患肢の管

近位に駆血帯を巻き，外側趾静脈に２％塩酸リドカ

イン20 mLをゆっくり注射した２）。はじめに，遊離

角質および壊死組織を蹄刀とメスで除去した後，壊

死骨のデブリードマンを鋭匙，もしくは電動ドリル

で実施した。骨デブリードマンは，骨から点状出血

が観察されるまで行った（図１- b）。また，健康蹄

には木製ブロックを装着した。なお，骨デブリード

マンは，いずれの症例も初診時の１回のみ実施した。

創傷は滅菌生理食塩水１Lで洗浄し，ワセリンを患

部に塗布してビニールで被覆した後，伸縮性包帯お

よび粘着性包帯で保護した。蹄処置および包帯交換

は１週間間隔でおこなった。

臨床症状：いずれの症例も初診時，重度の跛行を

呈していた。挙肢検査では，全ての症例で蹄尖患部

から蹄骨が触知され，症例３と４では，初診時に蹄

骨の腐骨片が摘出された。また，いずれの症例にお

いても，蹄球，繋ぎ，蹄冠部には熱感，腫脹，圧痛

は認められなかった。

Ｘ線検査所見：Ｘ線検査は，ポータブルのＸ線発

表１　症例の概要

 1 2 3 4

年齢 4.5 5.0 1.6 2.5

罹患肢蹄 右後肢外蹄 右後肢外蹄 左後肢内蹄 右後肢外蹄

治療日数 21 21 36 18

蹄骨が健康肉芽組織で
覆われるまでの日数 10 16 21 14

跛行消失までの日数 5 7 14 3

蹄処置回数 3 7 4 2

症例
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今回の４例において，創傷が健康な肉芽組織で覆

われ，新しい角質形成が観察されるまでに要した期

間は10～21日であった。術後１週間では，いずれの

症例も蹄骨は露出しており，血餅と脆弱な肉芽組織

が形成されていた。単純な蹄底潰瘍の治癒過程にお

いては，治療後９日目には角質形成が観察されたと

されている10）。一方，蹄骨炎を伴う蹄病に関する過

去の報告では，創傷が健康な肉芽組織で覆われるま

でに要する期間は，馬では術後10日６），牛では30～

60日11），あるいは平均26日８）とされている。蹄骨炎

を伴う蹄病では，健康な肉芽組織の形成に単純な蹄

底潰瘍や蹄尖潰瘍より時間を要することが示されて

おり，今回の症例においても同様であった。そのた

図１　 症例２の治癒過程。a．初診時のデブリード
マン後の患部。蹄骨尖端が露出している（矢
印）。b．デブリードマン後蹄骨の拡大写真：
蹄骨から，点状出血が観察される（矢印）。c．
第７病日：病変部位は，脆弱な肉芽組織（米印）
で覆われている。d．第21病日：蹄骨は全て
健康肉芽組織（米印）で覆われ，その周囲から
新しい角質形成（矢印）が観察される。

図２　 症例３のX線像。a．側面像：蹄骨尖端のX線
透過性亢進（矢印）が観察される。蹄骨背面，
および伸腱付着部の骨膜反応（矢頭）が観察さ
れる。b．背掌像：罹患趾の蹄骨の辺縁は不
整で（矢頭），蹄骨尖端にX線透過性亢進領域

（矢印）が観察される。

め，骨デブリードマンが十分であったか否かの判断

は，術後２～３週間程度経過してから行うべきであ

ると考えられた。

蹄底潰瘍や蹄尖潰瘍の治癒機転は，皮膚の外傷と

同じであり10），治癒を早めるためにはドレッシング

剤の選択が重要である９）。今回の症例では，ワセリ

ンとビニールによるドレッシングで，蹄処置から１

週間後も創傷は湿潤状態に維持されており，創傷の

洗浄時には膿汁と共に微細な腐骨片が摘出された。

これは，創傷を湿潤環境に維持することによる，自

己融解的デブリードマンの効果であると考えられ

た。自己融解的デブリードマンとは，閉鎖性湿潤環

境で活性化する好中球やマクロファージの貪食作用

や，タンパク分解酵素の働きによるデブリードマン

である９）。創傷の閉鎖性湿潤環境の維持は，肉芽組

織の増生促進に加えて，自己融解的デブリードマン

も促進される９）。ワセリンとビニールによる創傷の
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保護は，創傷を閉鎖性湿潤環境に維持することがで

き，蹄骨炎を伴う蹄尖潰瘍の治療においても有効で

あると考えられた。

今回の症例は，健康蹄へのブロック装着，蹄骨か

らの点状出血を基準としたデブリードマン，創傷の

閉鎖性湿潤環境の維持で予後は良好であった。また，

創傷が健康な肉芽組織で覆われ，新しい角質形成が

認められるまでに要した期間は10～21日であった。
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Four cases of toe ulcer associated with pedal ostitis in dairy cows
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SUMMARY
A bovine toe ulcer associated with pedal ostitis is a refractory hoof disease, which requires a long 
time to heal.  In this study, bone debridement was performed on four cases of toe ulcer associated 
with pedal ostitis in dairy cows until dot hemorrhages were confirmed from their hoof bones 
after the removal of isolated dead skin cells and necrotic tissues. The wounds were coated with 
petrolatum, covered with vinyl, and then protected by wrapping in bandages. All wounds were 
confirmed to heal with all hoof bones covered with healthy granulation. New keratogenesis in their 
hoof bones was observed at 10 to 21 days, while claudication disappeared at 3 to 14 days. The 
findings suggested that dot hemorrhage-based bone debridement and maintaining wounds under the 
occlusive humid environment is an effective treatment of toe ulcer associated with pedal ostitis in 
dairy cows.

【Keywords: bone debridement, pedal ostitis, dot hemorrhage】
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