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この記事は、機関誌や日常の出来事の中からわれわれが注目した話題を皆慢に提供するものです.

ご質問、ご要望などなんでもお寄せくだされば、今後テーマとして取りとげたいと思います。
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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。
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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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M情報  カーフサービスの冬寵り
S 

冬がやってきました!ということで力一フサービスも冬

篭りです。サイド 1¥ーティションだけの開放的な力一フ

ストールは、夏には換気も良く快適ですが、冬には天

井や壁からの冷気に子牛が曝されることでのコールド

ストレスリスク大です。

そこで冬の寒さ対策として、力一フストールの上と後側

をビニールで囲う改造をおこないました。 

Cコ夏場はこんな感じ

ー-----_._._----.-._._-_.--_.--_._._._._._._-

ストールの上部に屋根のようにビ ストールの後部は壁からの冷気 ビ、二一ルは 1頭ごとに開け閉めでき

ニー jレを張り屋根からの冷気を を遮断するためにビ、二一ルで、囲つ るようにした。

力ット。中央通路側は解放。 た。

昼間は換気のためにストール後部

のビニールをよげる。

昼間は屋根のカーテンを開けて日光を取り入れ、夜lまカーテン

を閉めて冷気を遮断する。

子牛を冷気から守ることと充分な換気との両立が冬場のマネジメントのおおきな課題です!



M情 報 �  換気は冬も重要

S ~鷲山さんからのメッセージ~


アメリ力の鷲山コンサルティングサービスからの情報の一部を抜粋します口� 

.........
・・・ ..・E・E・.. ・・ ・・� ・E ..・. ........"...."..・・・・..........................ーー・ ・� ・・E..............・
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iAmerican Society Agricultual Engineering Standardsでは、冬に泌乳牛

:が生産する水分を以下のように規定しています。

体重� 545kgの泌乳牛

水蒸気として約410g/時間

:これは呼吸由来のみの水蒸気です。

体重� 545kgの泌乳牛が呼吸から出す水分が� 1時間当たり� 41 0 gとす� 

jると、� 1日当たりにすれば 1頭で約 10kgになります。� 

~ 100頭で約� 1トンの水分が吐出されることになります。牛はその聞に糞

;も尿もするので、それから上がる水蒸気も含めれば、牛から生産される水

:分はさらに多くなります。知何に換気が重要であるかが伺えます口

:牛舎内の水分を除去するには常に外から乾いた空気を入れて中の湿った空

;気とミックスしてそれを外に出していかなければなりません口したがって

:資料でしつこく言われている『吸気口をあけておく」ということを徹底し

!なけれIまなりません(フリーストール牛舎の軒下のオープンイーブのこ

:と)。

:牛舎内よりも乾いた新鮮な空気を軒下の高いところから十分に取り入れ 

jて、さらに上の方に上がっている温まった空気をファンでゆっくりと下に

:降ろして湿った重い下の方の空気と混合して対流によってオープンリッジ 

jから出していくことが必要です。

フリーストール牛舎は真冬には非常に寒くなるため、オープンリッジやオープン

イーブなどの全ての隙聞を塞いでしまう事例が見受けられます(気持ちは分から

ないでもないのですが・・・)。厳冬期でもせめて昼間lま空気の取り入れ口を

しっかり確保し換気を十分におこなうことが牛の健康と生産性の維持には必要で

す。� 
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搾乳手順のポイン卜を分解しながら紹介し、見直していくための連載第� 2回目です。搾乳について口

すっぽく情報提供されても、続けてきた搾乳方法を変化させることはなかなか難しく、またポイントも

数多くあるため、視点を変えながら数回に分けて見直していきます。

く改めて、搾乳の見直し ~細菌学的視点から'"'""'>

前回は牛の生理学的なアプローチでの見直しで、適切な乳頭刺激とラ

グタイムを意識しましようという話でした。今回は細菌学的な視点から

搾乳を見直したいと思います。乳房炎について正しく理解し、コントロ

ーノレしていけるよう、その原因と搾乳の関係について確認しましょう。

まず、乳房炎の病原体の感染経路はただ、一つ、「乳頭口」です!

<乳房炎と体細胞>

体細胞とは� 99%ほどが白血球(他は乳腺上皮細胞など)で、

乳頭口から侵入してきた細菌と戦うために、血液から乳汁

中に移行してきます。体細胞が高いと乳質悪化、乳量減少、

乳房の損害などにつながります。

<乳頭口の雑菌>

唯一の感染経路である乳頭口の菌数を減らすことが何

より重要です。新しい感染には乳頭の状態が大きく影響

します。荒れた乳頭端で、は清潔にすることは難しく、ユ

ニットを装着する際のバクテリアが多くなります。また、

細菌は目では見えません。見た目がきれいでも殺菌され

ていない布での清拭では感染を拡大しますし、布が清潔

でも手袋が汚染されていたり、クロー内やデ、イッピング

のカップ内が汚れていたら意味がありません。

「美味しい安全な牛乳は、清く美しい乳頭から!J 

Nickerson 



<基本的搾乳手順> 

4・先搾り

目的

・しっかり乳頭刺激(強い刺激→短い搾乳時間→健全な乳頭ロ→感染の減少)

・最初の一搾り目 で、乳頭口内の菌を排除

・乳房炎の発見(乳汁の異常、乳房の異常を観察)

.プレディッピング 

-乳頭全体を確実にディッピング� 

.~20-30 秒のコンタクトタイム J をもっ-ディップした薬剤

が付着している時間� 

4砂清拭と乾燥

・一頭一布以上での清拭。

→使い捨てベーノ守一� or布タオル (布タオルは自分の顔が拭ける以上に情潔に消毒を!) 

・きちんと ふき取る→強く	 ねじり込むように


撫でるように拭けばよいのではなく、細菌の感染を阻止することが目的です!


※ 消毒された搾乳手袋(搾乳中も定期的に託浄)

手は� SAをはじめとした雑菌の温床です!ゴム手袋も搾乳

の過程であっという聞に汚染されていきます。搾乳中も定

期的に消毒しましょう。(殺菌剤入りバケツなど。)� 

3，2頭ごと! 異常乳のあと!

治療牛や問題牛のあと!と いう のが目安です� !

.ミノレカー装着、機器調整

ラグタイム:先搾りからユニット装着までは 60~90 秒

・乳房に垂直に装着(斜めだったり、捻じれたりさせない)

・エアーを吸わせない(真空庄の低下、 ドロップレッツ現象の原因になります。)

・調節フ ック、ひも、ワイヤーを使ってチューブが牛体に沿うように

時間電縮と感染子防/)ためにも引き続きラグタイムをF識し去しよろで

-離脱 →過搾手しと乳頭ロへの負担を考える

・バキュームを遮断して、一呼吸おいてから離脱する。

(吸も されたさミミルカーを引き抜， /"':ょ.想像，).J ~;=

乳頒[1-、白但小� J ‘iぺl主寸!) 

)。リットノレ以上� 0.45-後搾りは最小限に(残乳 



.ポストディッピング

.搾乳後速やかに。

-十分な量を十分な面積に。

(全体がコーティングされていることを目視。)

<乳房炎や高体細胞数による損失>

。経済的損失

廃棄乳、乳量低下による損失

治療費

増える労働時間

牛の淘汰

。精神的損害

搾乳者のストレス

経営者、従業員のイライラ

体細胞リニアスコアと乳の損失

乳の損失(kg/305日)

リニアスコア� 体細胞数 初産 経産� 

0-2 -0 7 

3 7.1- -90 -180 

4 14.2- -180 -360 

5 28.3- -270 -540 

6 56 6- -360 -720 

7 113. 2- -450 -900 

搾乳は酪農における「食品を収穫する行程」であり、食の安全および人の健康への責任が伴います。

また、収穫とは乳を搾るまでの流れ、つまり子牛として生まれてから飼養してきた投資コスト、エサを

作るための土作りから畑づくり、牧草収穫から貯蔵や管理、日々のミキシングや給餌、分娩と泌乳を目

指しての発情発見の努力と人工授精等の投資、分娩監視の労力� etc...といった多様な投資の結果を実りと

して回収する最後の行程です。言いたいことは、たくさんの努力の結晶である宝石のような生乳を、搾

乳が損失の原因になるような手技で搾っていてはいけません、という当たり前のことです。ましてや、

今は乳価も最高値経営者も従業員も、笑顔につながる搾乳を目指しましょう。

参考

搾乳方法の見直し編 デーリィ・ジャパン社

乳房炎との戦いに打ち勝っために デーリィ・ジャパン社� 

DavidA.Reid獣医師講演資料(株式会社ナスアグリサービス)� 

THMS黒崎獣医師講演資料

今年も残すところあとわずか。今年も皆さまには大変なご迷惑をおかけしました。来年は僕が別海に

いられる最後の年となります。これまで自分のことばかり考えてきて、うまくし、かなかったことが多い

ように思います。来年は修行がどうとか考えずに、小さなことでも、一つでも多く農家さんのためにで

きることをやる一年間にしたいと思っています。どうか少ない時間ですが、よろしくお願い致します。� 

1".1 三ユ咽� f~ ~与 JL 

~，;らヨ3 h寸弓勺�  :45〆l



e恒国S事務員からの按拶だモ~・� 

l呑じめ苦し亡、� 12月か局λ祉し苦し定、中酉晴香官官S。

小さ捗頃1J'局牛1Ji大S予告官、高校を卒業しZか弓ずっと酪農に携わる仕事をし亡き苦し定。入祉

しt:2週間が経とうとし乞い号ますが、私。大崎e1Ci牛に携われる仕事毒事ぬで毎日がとZ毛楽しく、� 

1自由1恐ろしいI事と早〈過ぎ乞い〈毎日を送ってい手電。制移さIt.f.こ領っt:I事力"J穆ぬ官、� 1固定毛

阜〈仕事を覚えt:1f客様や先輩宵に迷惑をかけるごとG鎮いように頑強っ乞いき号告すぬ官、とう

を宜しく抗願い致し号豊富昔。

?、
皆様、防じめ苦し亡。� 4月か局入祉ぬ〈吉川欠義〉官官� S。

入祉か句、阜い志向芭8ヶ月が経ち苦し定。官僚へぬ鎗拶が遅れ亡し苦い申し訳a;;'J幸

世九芭し定。今回、中酉さえlこ便乗しZ按拶させ乞いE疋き号告す(築)ごれを機に皆様に少しで事� 

~d=しかわく副〉という存在を覚えZ毛局え定局と思っ乞前'J事:~。

特債といEし苦し亡陪・・・・、


女私跡事務員。中古� 1吾首相高い官官，"� (事務F耐こ事局れ定際、号引いをかい定局老れ陪弘吉~)
0

と亡事、分自"Jやすいと思い手~(築)

生善れ毛育ち志別海町官、高校卒業後l呑仙台に進学し動物白勉強をし乞い寺し定。をぬ後陣、北

海道に震'J道具にある某動物施語芭働去、� 7ヴロウや家畜動物G世話をし、� 7ヴロウを荊隠し乞

ショーをし乞い苦し定。をしτ、故郷に震'J現在THMS古事務をさせ乞いEだいτい号豊富宮。� THMSId

皆様、ご存じ向通'J署長厳守先生育、橿しい事務向先輩。本当に恵参れ定職場で働� I寸乞いると、毎

日実感しτ街'J曹司。をま1ぎをまだ覚えるごと志多く、皆様に陪逮惑を1J'けるごとち多いと患い手替が、

日々精進し� IA前に怒れるよう頑張'J手可。

今徳竜~d=ろしく抗おかいし審昔。

生 金
さえ.， 0."'"'11 M 会百 ~ c ， 

退社向ご按拶

いつ毛前世話に怠っ!:~'I手可。事務白山口官官官。

~C;)慮、 12 月~，っI#~'を毛弓手し!:THMSを退社寄ることとおり苦しE。

昨年9月かよう前世話にfJ 'l、1年と3内問。宮舗にf'a:本当に前世話に怒り苦し定。� 

恥ずかし桔が句、地元出身に毛かかわ弓?t酪虚業に閉しτ全〈知器がfJ<、いろいろ捗場面官官績

に大変ご逮惑を~かけし記ごとと患い苦言t. ~C;)場を借り!:~詫び申し上げ寺置す。

~~、私自身と致し苦しτ陪大変勉強に硲'1、手記、地域産業についZ毛考え直すことぬでき定#常

に漕蜜で勉強に怒る1年と3拘同とfJ 'l手し定。

こぬ先、直持酪患に携わる機舎が高るかどうかわかり幸世Aが、ここでぬ経職や知鑓を、徳力芭f歩a 
'1蓉:ëf"が何弓かぬ形で役立τ、賓館官さることが串れ隠と思っτ~'I曹司。

短い間宮し定か前世話にfJ'J苦し定。

これか局並々 寒さが厳しくfJ'J、大変@季節に谷川手lf1J'‘体調に陪十分に蔚気を付けください。

山口学藁


