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ホメオレシスについてー古く，新しく，

そして実践的な理論

安井 喬

はじめ に

米国科学アカデミーといえば，畜産の世界では

NRC飼養標準を出版している NationalResearch 

Councilを設立した協会として知られる。同アカデ

ミーは現在約二千名の会員からなり， 山中伸弥博士

を始めノーベノレ賞受賞者二百名を擁する。その会員

名簿を i反容司動物」というキーワードで検索する

と回答されるのは二名のみで，その内の一人は寄生

虫学の研究者，そしてもう一人が DaleBauman博士

である。彼は 1994年に同アカデミー農学部門の委

員長に任命され，農学分野における「最も引用され

た研究者jのランキングでは世界で二番目となった

(1996年から 2006年の 11年間，Thomson社調査)。

Bauman博士の名前，そして理論内容を知らなくて

も，米国民は毎日博士の理論の一端を意識せずには

いられない。なぜなら，彼の提唱したホメオレシス

理論によって米国の酪農現場に成長ホルモンが

導入され，市民は常に同ホルモン処理を受けた乳牛

由来の牛乳もしくは乳製品か，そうで無いものを

購入するかの選択をしているからである。

?eA 

成長ホルモンが使用された乳牛からの
牛乳か否かの選択肢がある

-コーネノレ大学大学院アニ7ノレサイエンス学科(TakashiYasui) 

Bauman博士がホメオレシスを最初に提唱したの

は今から三十年以上前であり (Baumanand Currie， 

1980)， 日本でも文献やセミナーで紹介された(上

家， 1994)。 しかしこの理論は，未だに進化または

深化 している。十年ほど前は，生産や繁殖といった

12分野においてホメオレシスは適用されるとされ

たが (Bauman，2000)，現在では，その範囲は生理，

栄養，環境，さらに病理学など含めた 21分野に

わたるとみなされている(表 1)。現在，ホメオレシス

理論の一部はすでに農場レベルで応用されている

ものの，その実証は未だに続いている。なぜな ら

ホメオレシス制御は楽団の指揮者に例えられる

ように，多数のシステムを同時にコントローノレして

いるからである (Bauman，2010) 0 Bauman博士の

授業あるいは個人的な講義を受けたことにより，

様々な研究者によって引用されているこの理論を，

改めて共有したいというのがこの稿の目的である。

また，ホメオレシス理論は乳牛においてよく研究さ

れているので，乳牛の代謝を中心に稿を進めて行き

たい。

表 1 ホメオレシスが適用される生理学的状況
(Bauman， 2012) 

泌乳 運動

妊娠 暑熱ストレス

成長 慢性栄養不良

性発動 慢性疾患

繁殖 飢餓

加齢 抱卵H寺

産卵 冬眠

免疫機能 (鳥などの)渡り

体内時計 環境的制限・ストレス

季節周期 管理的制限・ストレス

生理的制限・ストレス
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ホメオスタシスとホメオレシス

生理学における周知の専門語にホメオス夕、ンス

という言葉がある。この用語の発案・定義付けをした

のは Cannonである (Cannon，1929) 0 Bauman博士

はこれを「生理学的平衡性の急激な維持」と紹介し，

異なる組織・器官が協調的に働いて生理学的平衡性

を維持している機序であると説明する (Bauman，

2012)。急激(筆者訳，原文は acute)という言葉から

も解釈されるように，これは超短期的な反応であり，

体温を維持するための温度調節や，栄養の吸収時

および吸収後の血中グルコースのホルモン調節が

好例である (Bauman，2012)。乳牛にとって，血中

グルコースのホメオスタシス調節は別の側面からも

重要である。泌乳期の乳牛においては，乳糖(その

浸透圧的調節で乳量は決定づけられる)の生成のため

に，乳腺でのグ、ルコースの取り込みが盛んになるため，

インスリンとグ、ルカゴンの相互的作用によって

急激な調整が行われ，血中グルコースレベルの維持

が保たれているからである (Bauman，2000)。

次にホメオレシスの定義を確認しておきたい。

ホメオレシスは「優先される生理学的プロセスを

サポートするために行われる，体組織における代謝

の，長期的な調整Jと定義される (Baumanand Currie， 

1980)。例えば，乳牛は泌乳初期において，泌乳と

いうプロセスに優先的に栄養が分配されるような

ホメオレシス調整が働いているので，高い泌乳生産

性を維持できる，というのが一つの例である。もし

この調整が働かなければ，摂取された栄養素は脂肪

組織に蓄積し，乳牛は過肥となるだけであろう

(Bauman博士談)0Bauman博士が示す，乳牛における

栄養の分配のイメージを図 lに示した (Bauman，

2012)。園内の a，b， c，およびdはそれぞれ， I消化

吸収J，I個体の維持要求量J，I乳合成のための代謝

エネルギ一利用効率J，および「乳生産への栄養の

分配」を示す。

泌乳初期においてはホメオレシス制御によって，

栄養素が乳生産へ優先的に分配される。図 1内の「吸

収された栄養素」は， dの個所へより多く分配される

ように調整される訳である。ホメオレシス制御には

以下の三つの特徴がある (Bauman，2012)。一つ目は，

定義内の“長期的" (筆者訳，原文 chronic)という

言葉に表れているように，何時間・何日といった

長い過程であり，秒・分単位のホメオスタシスとは

対照的であること。二つ目は，その調節によって

複数の組織，及び系が同時に刺激を受け，結果として

シンクロナイズドされた全体的な反応を引き起こす

こと。最後は，組織のホメオスタシス的反応性を

変えることによって，調節がなされる点である。

家畜は，生理学的もしくは環境的な負荷があるにも

かかわらず，健康を維持しながら効率的な生産性を

要求される (Bauman，2012)。したがって，摂取した

栄養素の内，どれだけが生産に利用され得るのか，

そしてそれをコントロールしている機序は何か，を

明らかにして行くことは日々家畜が健康状態や

生産性として表現する現象を理解し，およびそれに

対してどのような対策を取るかを考える点において

重要である。また，高い生産性と低い生産性の個体差

はどこからくるのかを理解するためにも，その機序の

解明は役立つ。乳牛においては，健康を維持しながら

牛乳の生産性を維持するために，それに関わる代謝

が調節されているはずで、ある。すなわち，栄養素の

生産性への分配(nutri巴ntpartitioning)の調整が行わ

れているはずで、ある。その調整に二つの機序，ホメ

オスタシスとホメオレシスが働いている。これが

Bauman博士の理論である (Bauman，2012)。

① 

図1 栄養の分配のイメージ (Bauman，2012) 
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ホメオレシスの機序

ホメオレシスの機序が最もよく解明・実証されて

いるのは，乳牛の周産期から泌乳初期においてである。

一つの泌乳期で 10トンもの牛乳を生産する近代の

乳牛では，分娩直後に泌乳量の加速度(日ごとの増量)

が最大となる (Ingvartsenet al.， 2003)。車の運転に

例えるならば，分娩直後がアクセルベダソレを最大に

踏む時である。それに伴って栄養要求量は増加する;

グノレコース，アミノ酸，脂肪酸，およびカルシウムの

要求量は分娩直前に比べると，それぞれ 3倍， 2倍，

5倍，および4倍にもなる (Ov出 onand Waldron， 2004)。

この要求の変化に対応すべく，ホメオレシス制御が

働く。

以下，先述の三つの特徴に沿って泌乳初期における

ホメオレシス制御を説明する。一つ目は長期的過程

という点である。例えば成長ホルモンはホメオレシス

制御の重要な因子の一つであるが，成長ホルモン

レベルの変化は，分娩直前から始まり，泌乳量の

ピーク時，すなわち分娩後 50~60 日くらいまで

続く。二つめは，多数のシステムが刺激を受けて

変化する点である。例として泌乳開始によって生じる

変化を表 2にまとめた (Bauman，2010)。

この表から解るように，乳腺組織のみならず，肝臓，

筋肉，消化器官，骨，腎臓，神経系などの体内のほと

んどの臓器・システムが同時に，ホメオレシスという

「指揮者」によって調節を受け，分娩直後に生じる

「ドラマチックな栄養要求量の変化」に対応する

(Overton and Waldron， 2004)。結果として乳牛の

周産期においては，全ての栄養素，すなわち炭水化物，

蛋白質，脂肪，そしてミネラルの代謝が調節される。

そして三つ目は組織のホメオスタシス反応が変化

する点であるが，この点がホメオレシス理論の重要

個所であり，詳説されている (Bauman，2000)ので

少し詳しく記述する。

ホメオスタシス反応の変化とは，具体的にはホメ

オスタシスに関連するホルモンへ対する，生物学的

反応，すなわち対象組織あるいは器官の反応が変わる

ことを指す。例えば，インスリンに対する筋肉の

グ、ルコースの取り込みという反応が，通常の場合より

高まるあるいは低まれば，これは「変化」したと

いうことになる。この変化には，感受性変化と感応性

変化が含まれる。感受性とは対象器官の感度を指し，

インスリンの例で言えば，筋肉でのグルコースの

取り込みという反応を惹き起こすのに必要なイン

スリン濃度で決まり，その濃度が低いほど感受性が

高いといえる。指標としては， 50%の反応性を得る

のに必要な濃度 (ED50)が用いられる。感応性とは

組織反応の度合いを指し，例えとしてはインスリン

に対する組織のグルコースの取り込み量が多い

表 l 泌乳開始による代謝の変化 (Bauman，2010) 

機能 代謝変化

乳合成 栄養素の利用増加

脂肪代謝 脂肪融解の増加

脂肪合成の減少

グノレコース代謝 糖新生の増加

グリコーゲン分解の増加

グルコース利用の減少

脂肪のエネルギー源としての利用増加

蛋白代謝 貯蔵蛋白の動員

ミネラル代謝 吸収の増加

貯蔵ミネラルの動員増加

飼料摂取と消化 飼料摂取量の増加

消化管の肥大

栄養吸収容量の増加

関連組織

乳腺組織

脂肪組織

肝臓

乳腺以外の組織

主に筋肉

腸管，骨，腎臓，および肝臓

中枢神経系

全ての消化管



を保ちながら，長期的なホメオレシス的変化を可能

にしている。このホメオスタシス反応の変化は表 l

に示されるように，今や様々な生理状態かっ多くの

生物学的過程において実証されてきている。反容司動物

の泌乳開始におけるホメオスタシス反応の変化を，

表 3に示す。

その中でも飼料摂取量は好例である。ホメオス

タシス系による飼料摂取量の制御は，当然のこと

ながら泌乳牛であれ非泌乳牛であれ瞬時に行われ

ているが，その制御を開始するポイントが変化(この

場合，満腹と感じる関値が変化)することで，泌乳

牛は飼料摂取量の自発的な増加を可能にしている

(Bauman， 2000)。

表 3からも解るように，インスリンとその反応は

泌乳開始によるホメオレシス制御の重要なター

ゲットとなっており，それに対する組織反応は減弱

する。「インスリン抵抗性」という表現はたびたび

用いられ(Bauman，2000)，日本でもホメオレシス

という言葉よりも普及しているように思われる。

しかし Bauman博士は rインスリン抵抗性Jとし、う

表現の使用には慎重を要すると主張する (Bauman，

2000)。なぜならば先述したように，ホメオレシス

制御反応は全身の組織に及ぶものでは無く，組織特異

的であり，また他のホルモン(例えばカテコラミン)

との関連で画一的な結果を惹き起こす訳ではない
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4;〉感受性の低下
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I :' 感受性および感応性の

I / 両方の低下
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dι 

低い←ホルモン濃度→高い

ほど，その車邸訟の感応性は高いといえる。指標として

は最大反応度合い (Rm田)が用いられる。感受性と

感応性のイメージを図 2に示した。

凶
-
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Q
-伊
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寂

。

ホルモン抵抗性のタイプ (Kahn，1978) 

この反応性の変化は，以下のメカニズムで生じる:

組織のホルモン受容体および受容体への結合動態

の変化，細胞内シグナル伝導系の変化，および，

それによる生化学的経路の主要酵素の発現と活性

の効果の変化である。ホメオレシス制御のさらなる

特徴は，主要な代謝関連酵素とそれを制御するシグ

ナル伝達系蛋白の両方の量と活性度合いに， r組織

特異的」な効果を持つ点である。それによって，

全身的なホメオスタシス系そのものは一定の状態

図 2

泌乳開始によるホメオスタシス反応の変化 (Bauman，2010) 

変化したホメオスタシス反応によって生じる結果

食欲，および満腹関値の上昇

表 3

ホメオスタシス制御

多システムによる制御

程
-

過
一
取

/
一
摂

織
一
料

日
比
-
コ
剛
・

ψ
市
山
町

-
A
M
h
p

脂肪合成

Preformed月旨肪酸取り込み

インスリン脂肪組織

脂肪融解の刺激増加

脂肪融解の抑制

↑ 

↑ 

カテコラミン

アデノシン

グルコースの取り込み

蛋白合成

アミノ酸の取り込み

蛋白分解

1
4品
V
-
1
-
v
a
l
ψ

小
l
E

インスリン

インスリン(?) 

骨格筋

糖新生インスリン肝臓

インスリン分泌

グ、ルコース酸化

乳腺以外の組織でのグ、ルコース利用

↓ インスリン分泌を促進する因子

インスリン

勝臓

全身
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からである。例えば，秘乳期の羊においてインスリ

ンの投与は血築中酢酸，。ヒドロキシ酪酸，および

遊離脂肪酸の濃度を下げ，その下げ幅は非泌乳期より

も大きかったことが報告された (Vemonet al.， 

1990)。これは脂肪組織のインスリン感受性が，

泌乳期でより高まっていたことを示す。また，同じく

反容3動物の山羊において体蛋白の分解の抑制は，

乾乳期よりも必乳期初期の方がその度合いが大きく，

蛋白代謝の一部はインスリン抵抗ではなく，むしろ

その感受性は助長されたことが示唆されている

(Tesseraud et al.， 1993)。ちなみにこの蛋白代謝に

関しては，乳牛では分娩直後に骨格筋の筋繊維直径

が 25%も減じることが解っており (Bell，1995)， 

この時期の骨格筋のインスリン感受性は明らかに

低下する。このように反須動物種間でも反応は異なり，

それ故，表 3の骨格筋の項にはインスリンの後に

疑問符が付いている(これは原表のままである)。

他の乳牛の研究では，成長ホルモン処理した個体に

おいて，インスリンによるグルコース取り込みと

脂肪合成は減少(抵抗性が増加)したが，脂肪分解は

むしろインスリンによって助長されることが示さ

れた (Sechenet al.， 1990)。成長ホノレモン (GH)は

後述するように，ホメオレシス制御の鍵となるホル

モンで，周産期においてはその血中レベルが増加して

インスリン抵抗性を惹き起こすとされている。

さらにインスリン抵抗性といっても，感受性と

感応性の両方が減少するとは限らない。ホメオレシス

理論によれば妊娠後期においても栄養素分配の

優先度は変化し，妊娠子宮の優先度が高くなる

(Petterson et al.， 1994)。例えばグルコース代謝では

筋，脂肪，および肝臓といった組織でインスリン

抵抗性が生じ，糖の取り込みにインスリンを要しない

妊娠子宮では，糖が優先的に利用される (Petterson

et al.， 1994)。興味深いことに，妊娠後期および

非妊娠期の羊を比べたところ，インスリンによる

血中遊離脂肪酸の抑制度合いは妊娠動物で Rmaxが

減少したものの， ED50は妊娠・非妊娠動物聞で差が

無いという報告がある (Pettersonet al.， 1994)。すな

わち，妊娠動物においては感応性は減弱したが，

感受性は変わらなかったのである。これは恐らく，

インスリンが受容体へ結合した後の反応が，ホメ

オレシス制御によって変化したことを示唆するもの

であろう。ホメオレシス制御によって，インスリン

とは逆に反応性が高まるのがカテコラミンへの

脂肪組織における反応である(表 3)。これによって

脂肪が動員され，先述のように泌乳開始によって

要求量が5倍にもなる脂肪酸の需要に応えるのである。

しかし，この反応性も単純ではない。妊娠期聞が

およそ 5カ月を要す羊においては，妊娠後期における

カテコラミンへの反応性が非妊娠期と比べ増大する。

しかし，妊娠 120日では感受性は高まるが感応性は

低くなり，分娩直前の 140日では感受性は変化せず

感応性は増大する (Guesnetet al.， 1987)。

以上の様々な研究結果から，ホメオレシス制御に

よるホメオスタシス反応の変化は以下の特徴が

あることが解る。これによって多システム的，かっ

長期的な調節が行われるのである。

①組織特異性

②機能特異性

③感受性・感応性の多様性

乳牛での理論の応用および

現場への還元

上述のように GHはホメオレシス制御で鍵となる

ホルモンの一つで，特に乳牛の周産期の栄養素分配

に重要な役割を果たす。具体的にはインスリンと

カテコラミンの反応性を変えて，泌乳へ栄養素と

エネルギーが優先的に使われるように働く。この

期間のホメオレシス制御に関連するホルモンの

動態は， Lucyら (2008) とLeBlanc(2012)が解り

やすくまとめているので，それを以下に記述する:

'GHの増加:血中 GHは分娩直前から増加し，

肝臓での糖新生増加および脂肪組織での脂肪

溶解を惹き起こす。

・インスリンレベルとその反応性の低下:血中

GHが高い間，血中インスリンは低いことに

加え，肝臓，筋肉，および脂肪組織でのインス

リンへの反応性が低くなる。その結果，血中

グルコースは乳腺組織(グルコースの取り込み

にインスリンを必要としなし、)で優先的に取り

込まれる。この乳腺での取り込みの結果，肝臓

での糖新生が増加するにもかかわらず，血中

グルコースは低い状態が続く。

'GH受容体数の減少によるインスリン様成長因

子(IGF)一1の低下:IGF-1はGHが肝臓の GH

受容体へ結合することにより分泌され，負の
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フィードパックによって GHのレベルをコン

トロールしている。その GH受容体は分娩 2目

前から減少し，その状態が 2週間続く。よって，

インスリンと同じく IGF-1レベルも低い。この間，

IGF-1によるGH分泌の抑制(負のフィードパック)

は，低レベルのIGF-1のために生じず， GHレベ

ルは高い状態が続き，脂肪溶解と遊離脂肪酸の

上昇が促進される。

.lEのエネルギー状態による GH受容体の増加:

GH受容体の増加にはインスリンを必要とする。

負のエネノレギーバランスは分娩後 10 日ごろ

最大となるが，負のエネノレギーバランス自体は，

肝臓からのグノレコース供給がその要求量を

超える， 6週間まで続く。乾物摂取量が泌乳の

ための栄養要求量を上回って血中グ、ルコース

が増加すると，正のエネルギーバランス状態と

なる。そしてそれがインスリンの増加を来たし，

肝臓の GH受容体増加を惹き起こす。結果，

肝臓からの IGF-1の分泌増加，そして負の

フィード、パックによる GHの減少を惹き起こす。

この時点が，分娩から乳量のピーク時まで続く

ホメオレシス制御の終末である。

実は，この周産期から泌乳初期の一連のホルモン

動態は完全に解明されている訳ではない。 GHが鍵と

なっていることは角卒っているが，そもそもイ可がGHを

増減させるか，また分娩前から始まる GH受容体の

減少の起因は何か，その減少は何故肉牛には生じず

乳牛にだけに生じるか(Lucy，2008)，などの不明な

点もある。しかしながら， GH受容体が反応すること

による IGF-1の分泌が，エネノレギーバランスによって

支配されていることは解明されている(Baurnanet 

al.， 1999)。すなわち，負のエネルギー状態では GH

受容体が減少しているので， IGF-1の分泌は減少して

いるが，逆に正のエネルギー状態では， GH受容体が

増加し IGF一lの分泌が増加する。この理論の実践が，

牛ソマトトロビン (bST) の現場での実践である。

すなわち分娩直後のエネルギーバランスは負の

状態なので，GHによる IGF-1分泌増加は起こらず，

この時期に外部から GH(すなわち bST) を投与し

でも乳量には反応しない。すでに内因性GHも増加

しており，ホメオレシス制御が働いて，乳腺への

栄養素の優先分配は行われている。しかし，泌乳

ピークを越えてエネルギーバランスが正の状態に

なった牛に bSTを適用すると，肝臓の GH受容体に

結合して IGF-1レベルが上昇するため，乳腺への

栄養素の取り込みが増加し，泌乳量が増加する。

もちろん，この乳量の増加は IGF-1の上昇だけの

ためではなく，分娩直後に認められるホメオレシス

制御による栄養素の乳腺への優先分配が， bST投与

によって再現される結果でもある。官頭に述べた

ように， bSTの使用は今や乳製品が人体に安全か

否かの議論の対象として主に注目されているが，

自らの理論(ホメオレシス)を実践し，現場で証明し，

普及させたという点で Bauman博士の業績は米国

乳牛科学界で超然としている。

ホメオレシス理論の今後

周産期の脂肪の動員，インスリン抵抗性，という

部分部分の現象をターゲットにして対策を立てる

のも確かに重要ではあるが，何がそれらの現象を

惹き起こしているかとし、う全体像を理解することが，

乳牛技術者・研究者には必須であろう。例えば，

筆者もよく使っていた，分娩直後の脂肪動員を抑える

ためにエネルギーを補給する，という考え方はあい

まいさが残る。周産期のホメオレシス制御を考慮、

すれば， I脂肪組織でのインスリン低感受性によって

脂肪動員は必ず惹き起こされ，動員そのものを抑える

ことはできない。一方，動員された脂肪をエネル

ギーに変えると同時に糖新生を増加するために，

(ホメオレシス制御によって)肝臓は肥大し機能が

更新している。その時期には，肝臓そのものへの

エネルギー供給が増える澱粉などの易発酵'性炭水

化物の給与が適しているのではないか」という考え

方ができる。またヒートストレスにおいては，逆に

インスリン濃度が上昇し，暑さで摂食量が落ちても，

脂肪動員が起こらないホメオレシス制御が働く

ことが解っている (Bauman，2010)。この場合の

エネルギー供給は，インスリン濃度は高いので脂肪

の動員を気にせず，バイパス油脂の給与が良いので

は，とし、う考え方ができる。以上は数例であるが，

全体像を把握しながら現場の現象を考えるのは，

次の一手，あるいは次の研究課題を考えるときに

役に立つはずである。

GHが指揮者となって行われる周産期のホメオレ

シスは，米国では理論が実践に移って，すでに確立

された概念となっている。しかし先述のように，
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全てのメカニズムが明らかになっている訳ではない。

高泌乳牛が高 GH・低グルコース・低インスリン状態

となる(低泌乳牛は逆)のは(Lucy，2008)，何が要因

であろうか。またインスリン抵抗性は，分娩前の方が

大きいことが解って来ているが(Smithet al.， 2006)， 

抵抗性の度合いを決めるのはなんであろうか。実際，

分娩前の脂肪組織のインスリン感受性を高めるだけ

で，分娩後の生産性の改善が認められている (Smith

et al.， 2007)。さらに表 2に示したように，周産期

のホメオレシスにおいてアデノシンは脂肪動員を

抑えるが，この逆説はどう説明されるべきであろうか。

Bauman博士は， GHよりも上位にいる指揮者は，

実は妊娠関連ホルモンではなし、かと推測している

(個人面談より)。

筆者自身は代謝あるいは内分泌の研究者では

無く，また筆者自身の勉強不足を大いに考慮すべき

であるが，ホメオレシス理論の米国での一般化と，

それを積極的に吸収しようとする隣国の動き(例えば

Bauman博士はここ数年で 3回中国に招かれて講演

している)を鑑みて，僅かでも本理論の新たな側面・

概要を共有してみたいというのが本稿の目的で

あった。拙文は何卒ご容赦頂き，また現場で当理論が

議論の対象になり，さらなる研究課題となれば幸甚

である。拙い意思疎通に辛抱強く対応頂き，多くの

資料を提供頂いた Bauman博士に心から謝意を表し

たい。
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