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｜原著｜

寒冷下での新生子牛への酵母細胞壁混合飼料給与による
体重および血液生化学性状への影響
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1) NOSAI福島 白河家畜診療センター 2）同 臨床技術研修所

(2018年 1月24日受付・ 2018年 6月11日受理）

要約 酵母細胞壁混合飼料は成牛および育成牛において抗ストレス作用が期待されており，寒

冷地における子牛の発育増進に寄与する可能性がある．本研究では，寒冷期の子牛 25頭を，酵母細胞

壁混合飼料を給与する試験群 13頭と給与しない対照群 12頭とに分け，試験期間中の Temperature

Humidity Index (THI）を算出するとともに，体重測定および血液生化学性状検査を行った THIは

子午が寒冷ストレスを受ける可能性が高い数値である 50を下回る期聞が長く，平均値は49.8であった

試験群と対照群の聞で，試験期間内での増体に有意な差はなかったが，酵母細胞壁混合飼料給与から

30日目に，対照群と比べ試験群の血清中ビタミン A濃度の有意に高い値を示した酵母細胞壁混合飼

料は寒冷ストレスによる影響を低減させることで，子牛の成長に伴う血清中ビタミン A濃度の上昇を

維持することが示唆された

一一キーワード：酵母細胞壁飼料， Temperature-HumidityIndex (THI)，ピタミン A
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はじめに

酵母細胞壁，ベントナイト，ケイソウ土を含有する酵

母細胞壁混合飼料は，家畜に給与することで，免疫機能

の向上［l］や腸管内病原菌の発育抑制，カピ毒の吸着

作用などの効果を発揮する［2］.酵母細胞壁混合飼料は

成乳午において，白血球遊走機能を高め，分娩時のスト

レスを緩和，さらに免疫賦活化作用があることが報告さ

れている［3］.また，ストレス下にある牛への免疫機能

の維持効果についても検証されている［4]. 

管内地域の農家では，冬季の子牛の発育不良および疾

病の増加が確認されており，大きな経済的損失が問題と

なっている．寒冷ストレスは子牛の疾病発生率を高め，

その診療費や増体の低下など経済的な被害を及ぼすリス

クを生じる［5］.このストレス対策として，酵母細胞壁

混合飼料の給与は特別な器具等を必要とせず，実行が容

易である． しかし寒冷ストレス下の子牛に対する酵母細

胞壁混合飼料の抗ストレス効果については報告がない．

今回の試験では，酵母細胞壁混合飼料を給与された子

牛の増体および血液生化学性状の変化を調査し，飼料効

率や脂溶性ビタミンなどへの影響を調べることで，試験

飼料の抗ストレス効果を検証した

材料および方法

平成 28年2月上旬から 4月下旬の聞に福島県内の酪

農家2戸で生まれたホルスタイン種 (17頭）と交雑種

（ホルスタイン種×黒毛和種8頭）計25頭の子牛を用

いた．すべての供試牛に対し 代用乳（カーフトップ

EX：全国酪農業協同組合連合会，東京）を 1日2回給

与し粗飼料としてチモシーと牧草発酵飼料（ファイ

ノfースタート：ファームフィード，北海道）およびカー

フスターター（フ。レミアムスタート：フィード・ワン，

神奈川）を生後l週日から与え，カーフベンで飼育した

これらの供試牛を無作為に 2群に分け，抽出した試験群

13頭（ホルスタイン 9頭，交雑種4頭）は，酵母細胞

-i- 連絡責任者・岡田朔一（NOSAI福島 白河家畜診療センター）
干961-0912 福島県白河市旭町 1-240 ff 024-823-2010 FAX 024-823 2021 
E-mail shoichi.okada225@gmail.com 

-7-



壁混合飼料（試験飼料・オムニゲンーAF，バイエル薬品，

東京） 10 g／日を給与乳に混合し，生後 1日齢から 30日

齢まで給与した対照群 12頭（ホルスタイン 8頭，交

雑種4頭）は試験飼料を混合しない以外は，試験群と同

様に飼養した本試験の対象子牛が飼養されている牛舎

内の気温と湿度を記録し Temperature-HumidityIndex 

(THI) を算出した．

THI=0.8×気温＋（湿度／100）×（気温 14.4)+ 46.4 

試験開始時と終了時である 30日目に，体重推定尺（富

士平工業，東京）を用いて推定体重を測定したまた生

後 1日， 10日， 20日， 30日目で，血清分離用真空採血

管（ベノジェクト EVPHlOOK，テルモ，東京）を用い

て頚静脈より採血し，血清を分離したこれらの血清に

ついて，血液生化学自動分析装置JCA-BM8060 （日本

電子，東京）を用いて，総タンパク質（TP）を Biuret

法，総コレステロール（Tcho），グルコース（Glu），遊

離脂肪酸（NEFA）を酵素法，アルブミン（Alb）を

BCG法により測定し，また高速液体クロマトグラフイー

(LC20-AD：島津製作所京都）を用いて，ビタミン A

濃度を液体クロマトグラフィー法により測定した 測定

結呆を Student-t検定により，危険率 5%未満を有意差

ありとし，各項目の群間比較を行った得られた結果は

平均±標準偏差で示した

表 1 試験期間中における子牛畜舎内

気温，湿度およびTHIの平均・最高・最低値

平均値 最高値 最低値

気温（℃） 6.5 14.2 3.2 

湿度（%） 51.3 82.5 10 

THI 49.8 69.8 35 

表 3. 試験群と対照群の血液生化学検査結果

結果

表 lは，試験期間中の気温，湿度， THIの最高値，

最低値，平均値を示している．本試験の調査実施期間

における日中の平均 THIは49.8（最低 35，最高 69.8)

であり，最低気温は 3.2℃であった表2は試験開始時

および終了時の推定体重，推定増体重を示している 試

験開始時の推定体重は試験群 42.8± 2.9 kg，対照群 42.5

± 3.5 kgであり，試験終了時は試験群 59.8± 7.9 kg, 

対照群 58.2± 8.2 kgであった また推定増体量は試験

群 16.7± 7.0 kg，対照群 15.3± 7.4 kgであった試験

開始時，終了時の推定体重および推定増体量には，試験

群と対照群の聞で有意な差はなかった 表3は試験期間

中の血液生化学検査の結果を示している 試験開始時

は，すべての項目で差は認められなかった．試験飼料

給与後 30日時点におけるビタミン A濃度は試験群 56.9

土 3.4IU/dQ，対照群 45.3± 4.2 IU / dQであり，試験群

が有意に高い値を示した（ρ＜0.05）.また， Albは試験

群3.5± 0.1 g/ dQ，対照群 3.2± 0.1 g/dQであり，アル

ブミン／グロプリン比（A/G）は試験群 1.82± 0.12, 

対照群 1.51± 0.14を示し，試験群が対照群よりも有意

に高い値を示した（ρ＜0.05）.他の項目では，群聞に有

意な差は認められなかった．

表2.試験開始時と終了時の子牛の推定体重（kg）およ

び推定増体（kg)

試験群 対照群

試験開始時 42.8 ± 2.9 42.5 ± 3.5 

試験終了時 59.8 ± 7.9 58.2土 8.2

増体 16.7 ± 7.0 15.3 ± 7.4 

値は平均±標準偏差

試験開始 10日目 20日目 30日目

試験群 対照群 試験群 対照群 試験群 対照群 試験群 対照群

TP (g/dQ) 5.1 ± 0.2 4.8 ± 0.2 5.2 ± 0.2 5.1 ± 0.2 5.0 ± 0.1 5.1 ± 0.1 5.4 ± 0.1 5.5 ± 0.2 

Alb (g/dQ) 2.6 ± 0.1 2.6 ± 0.1 3.0 ± 0.1 3.0 ± 0.1 3.1 ± 0.1 3.2 ± 0.1 3.5 ± 0.1 * 3.2 ± 0.1 

Tcho (mg/dQ) 44.6 ± 5.2 42.6 ± 5.7 57.7 ± 5.6 48.8 ± 3.7 105.7 ± 8.5 87.4 ± 11.4 121.5 ± 8.4 105.3 ± 5.9 

NEF A (mmol/ Q ) 0.39 ± 0.06 0.37 ± 0.03 0.29 ± 0.02 0.32 ± 0.04 0.24土 0.02 0.21 ± 0.02 0.20 ± O.Dl 0.21 ± 0.02 

Glucose (mg/dQ) 102.3 ± 5.9 119.8 ± 12.8 100.2 ± 6.0 91.5 ± 6.6 104.1 ± 5.4 96.9 ± 6.8 107.8 ± 6.6 103.1 ± 3.2 

Alb/Gib 1.18 ± 0.11 1.26 ± 0.08 1.47土 0.12 1.53 ± 0.12 1.71 ± 0.10 1.71 ± 0.12 1.82 ± 0.12 * 1.51 ± 0.14 

VitaminA (IU/dli) 31.0 ± 4.3 30.8 ± 3.5 57.2 ± 5.1 48.5 ± 5.5 54.2 ± 4.2 51.7 ± 3.9 56.9 ± 3.4 * 45.3 ± 4.2 

＊ 対照群との聞に有意差あり（戸く0.05)

値は平均±標準偏差

-8-



考察

寒冷などの各種ストレス下では，糖質コルチコイドの

産生によって，血中ビタミン A濃度の低下が認められ

る［6］.ビタミン Aは上皮細胞や免疫機能の維持に関

わっており［7］，事故率の高い牛群はレチノールとして

の濃度が低い［8］.新規に牛群に導入された牛のビタミ

ンA濃度は著しく低下し高率に食欲低下や各種疾病

が認められる［6］.また 夏季に生まれた子牛と比較し

て，冬季に生まれた子牛は生後1カ月間の増体量が低い

傾向にある［9].

THIが50以下になるような寒冷期に出生した子牛は，

50以上の時と比較して病気の発生が多くなるとの報告

[5］から， THI50以下を寒冷ストレスの基準とした．

本試験期間は THIが平均で 50を下回っており，供用午

は寒冷ストレスを受けていたと推測できる．

寒冷などのストレスにより分泌される糖質コルチコイ

ドはビタミン A濃度を低下させ，さらに免疫力を抑制

する [10］.本試験では糖質コルチコイドの測定を行っ

ていないが， THIより試験期間中に寒冷ストレスを受

けていたことが推察され，供試牛は糖質コルチコイドの

分泌が尤進していたと考えられる．

本試験では，試験飼料給与 30日日の試験群の血中ビ

タミン A濃度は対照群と比べ有意に高かった酵母細

胞壁混合飼料として販売されている試験飼料はストレス

に対する牛の免疫機能を維持する作用がある．分娩前

後3週間の泌乳牛に対して試験飼料を給与することによ

り，乳房炎の起因病原体である Staphylococcusaureus 

やEscherichiacoliに対する好中球の貧食作用を高め，

分娩時のストレスによる免疫低下を防いだと報告がある

口lJ. また，糖質コルチコイドは白血球と血管内皮細胞

との接着に関与する Lーセレクチン遺伝子の発現低下

を引き起こすが［12］，羊に対して糖質コルチコイドを

連日投与してストレス下にある状況を作出したとき，試

験飼料を給与することで， L－セレクチンの発現が維持

されたという結果も存在する [13］.これらのことから，

試験飼料にはストレス下での免疫維持を補助する作用が

あり，ビタミン Aの消耗を抑えることにより本試験で

の結果に反映されたのではないかと推察される．

肥育午において，血柴ビタミン A濃度と血清アルブ

ミン濃度聞には正の相闘があり，ビタミン A給与を制限

するとアルブミン濃度は低下したとの報告がある［14].

さらにこの報告では，ビタミン A濃度と TPとの相聞

は見られなかったと記載されている．本試験では，この

報告とは，供試牛の発育ステージや種が異なるが，試験

群ではビタミン A濃度と血清アルブミン濃度が共に高

値を示すという同様の傾向が観察されたビタミン A

は肝臓でのアルブミン合成を促進する甲状腺ホルモンと

相闘がある［15］とのことから，今回の結果はビタミン

Aによるアルブミン合成が促進されたのではないかと

考えられる．また， TPは変化がなかったため， A/Gに

関しでも有意な差が確認されたと推察される．

寒冷ストレスによる糖質コルチコイドの分泌が存在

し，酵母細胞壁混合飼料によってストレスが抑えられて

いるのであれば， Glu濃度においても差異はあると思わ

れたが，今回の結呆では確認できなかった．また，栄養

摂取量の上昇の指標となる Tcho口6］には差異は認め

られなかった また，本試験での推定増体に群間の差異

はなかったが，ホルスタイン種だけでなく交雑種も供試

牛に含まれていたため，種差によって試験飼料の増体効

呆が見えづらくなった可能性は否定できない．

本試験では，寒冷ストレス下で飼養されていた子牛に

対し，酵母細胞壁混合飼料であるオムニゲンーAFの給

与することで，血中ピタミン A濃度の高値を確認した．

本試料は寒冷ストレスの軽減作用を有しており，成長

に伴う血中ピタミン A濃度の上昇を維持することに寄

与したのではないかと推察される． しかしながら，試験

群と対照群の聞に，推定増体の有意な差異は観察できな

かった今後は，供試牛の種を選定することに加え，今

回行えなかった疾病スコアリングや免疫機能の評価など

の更なる検討が必要である
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Evaluation of effects of OmniGen目AFin calves in a cold environment 

S. Okada u 1", K. Tagawa u, N. Suzuki u, 

S. Higuchi u, T. Katagai u, H. Y amanobe 2l 

1) ShirakawαVeterinary Clinical Center, NOSAJ Fukushima 

2) Veterinary Clinical Training Center, Shirakawa Veterinary Clinical Center, NOSAI Fukushima 

ABSTRACT Few studies have investigated how the administration of a yeast cell wall feed 

supplement affects weight gain and blood biochemical profiles in calves. In this study, OmniG巴n-AF

(Bayer Japan, Tokyo), a yeast cell wall feed supplement, was administered to calves and investigated 

for its anti-stress effects at two dairy farms. Body weight was measured at the start and the end of 

the study, and blood samples were collected at four different time points for blood biochemical analysis. 

A thermometer was installed on巴achfarm to calculate the temperature humidity index (THI). 

The results show巴dno significant difference in weight gain between the treated test group and the 

untreated control group. For blood biochemical parameters, the test group showed significantly higher 

serum vitamin A and albumin at the last sampling point compared to that in the control group. Low 

serum vitamin A has been associated with cold and transportation stress, which can lead to increased 

mortality rates in calves. OmniGen-AF may help to reduce the risk of mortality by suppressing cold 

str巴ssand preventing low serum vitamin A in calves. 

一一－KeyWords : yeast cell wall, temperature humidity index (THI), vitamin A 
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