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体蛋白の蓄積と放出:周産期における蛋白質管理が重要

周産期にエネルギーが不足して体脂肪が放出(遊離脂肪酸:NEFA)されることは、よく

知られています。不足分を体が補おうとする反応です。このことで、分娩後、牛は痩せ

ていくと考えられています。しかし、この痩せる理由のもう一つの大きな理由が、体蛋

白の動員による筋肉の削痩によるものです。 分娩後、蛋白質の不足は� 7日目 くらいを

ピークに大きくマイナスバラ ンスとなります(図1)。その後数週間かけてプラスに持

って行くわけですが、この間の不足する蛋白(アミノ酸)を、牛は体蛋白から動員しま

す。

、，� 
o 

巴 宍� 

352 
c"(言

入 」二
 
11'(l.. 


てE
主

回

葺
 
~ 

2 

7 J.1 28 

分箆後自費t Penod from calv lI'~g rd) 

乾鞠キ17ogの題蛋白と7.6メガジニLールのE味工ネルギーを給与された分焼後
の牛(80頭〉の算出された代謝蛋白バランス 個々の値は自々 の租量自接取
霊と現霊、毎週の乳成分かも劃定
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この蛋白質の動員先は主に筋肉(骨格筋)からの動員が主流になります。(図� 2) 

図� 2は、羊の実験ですが、妊娠末期に低い蛋白しか給与されなかったものと、中くらい

のもの、そして十分な蛋白が給与された羊の内臓や筋肉内の蛋白(窒素量)を見たもの

です。内臓の窒素量は不足状態でもその量を維持できているのに対して、筋肉(枝肉)

の窒素量が大きく不足してくるのがわかります。
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図3は、この代謝蛋白と体蛋白の関係を示しています。代謝蛋白(バクテリア蛋白+バ

イパス蛋白)がアミノ酸として吸収され利用されますが、余硲のある部分は、筋肉に� 

Labile protein reserve (非安定住(易利用性)蛋白リザーブ)として、蓄えられ必要

な時(分娩直後)に放出され、乳蛋白はもとより、糖の新生や様々な酵素などに利用さ

れることになります。この分娩時に利用されるタンパク量に関しても様々な報告がでて、

乾乳時からの蓄積の重要性が指摘されています。
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分娩後筋肉の直径は� 25%も減少(痩せる)してしまう� 

Reidは、分娩後の筋肉繊維の直径(牛ではない)が、25%減少すると述べ、Belyea1978， 

Botts 1979らは、分娩に関わる蛋白動員は、体蛋白の� 25・27%にも及び、それは蛋白量

として� 10-17kgに相当すると述べています。この蛋白量� 10kgは、筋肉量に換算すると

約� 60kgに相当すると� Lean(2014)は、のべています。即ち、分娩後の体重の減少の� 60 

~100k8:は、筋肉がやせ細るためにおこる現象だと述べているのです。 この筋肉での



Labile蛋白蓄積量が十分ある牛とそ うでない牛で、分娩後の乳蛋白はもちろん、初乳

の品質、周産期疾病の有無:軽重に大き く影響することは明白です。例えば本来 100%

の筋蛋白量に対して、もし蓄積が 125%になって分娩すればその 25%が失われても本来

の 100%は維持できます。しかし、それが 100%だけの蓄積のない状態あるいは、すで

に 80%しかない筋肉で分娩してしまえば、その牛の骨格筋の蛋白量は 80'"'-'60%にまで

減ってしまうことになります。もし、こうした牛が低 Ca血症で起立になってしまえば、

再び立ち上がる力がその牛(筋肉)には残っているのでしょうか? ケトーシスなどに

なり、食欲が減少したときに治療に反応してすぐに元気になることはできるでしょう

か? このため、いまは、代謝蛋白としづ指標で乾乳後期には 1100-1200gを給与すべ

きとされていますし、 Sniffenはさらに 1300gという数字を推奨しています。私が設計

するときは、 1200g-1250gくらいには、持って行きます。これによって、分娩直後に強

く動員される蛋白の蓄積を促します。この代謝蛋白を増量するには、バクテリア蛋白の

生産を促すこととバイパス蛋白の追加的給与(バイパス蛋白飼料 :アミ ックス:ソイプ

ラスなど&メチオニン製剤)があります。

脂肪太りと固太りという言葉

よく同じ肥えるのでも、ぶよぶよ太りと固太りがあって、ぶよぶよ太りは分娩して問

題をお越しやすいが、 固太りの牛は大丈夫とい う話を酪農家から耳にしますね。これが

おそらく脂肪太りと蛋白太りの差なのでしょう。蛋白太りは一つ一つの筋繊維が蛋白を

蓄積してその直径を増やすため、外からは太ったように見え、触るとピンと張った固さ

を感じるのでしょう。この固太り(筋繊維のふくらみ)は蛋白でけではなく運動も必要

ですが、最近はこの運動部分が概ね不足しているのが気になるところです。

子牛の臓器(胸腺)の出来具合にも影響する

この妊娠末期の蛋自の不足は、よほどではない限り仔牛の体重などには影響しないとい

われています。しかし、酪農大の小岩先生は、この乾乳期の蛋白不足は子牛の胸腺の発

達に大きく影響し、そう した子牛の病気(下痢や肺炎)の発症や致死率に大きな影響を

与えていると警告しています。
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図� 4は、乾乳期の蛋白供給が充足していると胸腺の発達が良好で、不足していると胸腺

も貧弱となり、貧弱な胸腺を持っている仔牛の肺炎発症率がとてつもなく高まることを

示しています。

*胸腺はなぜ重要なの?
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