
古谷ら：シンバイオティクスを利用した哺育期の黒毛和種子牛の管理技術の確立 

シンバイオティクスを利用した哺育期の黒毛和種子牛の管理技術の確立 

 

古谷道栄１）・齋藤隆夫２）・茨田潔３） 

１） 県西家畜保健衛生所 ２）県南家畜保健衛生所 ３）農業総合センター農業大学校 

 

Establishment of nourishing method to use Synbiotics for Japanese Black Calf 

 

Michihisa FURUYA,Takao SAITOH and Kiyoshi BARATA 

 

要 約 

 

黒毛和種子牛に制限哺乳を利用し，シンバイオティクス給与の効果を検討した。その結果，乳酸菌群に

対する大腸菌群割合の有意な低下が認められた。しかし，乳酸菌群割合及び下痢発生日数，１日増体量には

影響を及ぼさないことが示唆された。これは，制限哺乳ではあるが，母乳を哺乳させたため，母牛由来の乳

酸菌が対照区・試験区ともに移行した可能性が示唆された。 
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         緒 言                                         

 

哺乳期の子牛は，気温・環境の変化や病原体な

どにより，下痢を発症することが多く，特に黒毛

和種はホルスタイン種に比べ体格が小さく抵抗力

も弱いため下痢を発生しやすい傾向が知られてい

る１）。また，哺乳期の下痢は発育停滞の原因の１

つであり，繁殖農家の経済的損失を引き起こす。 

ホルスタイン種子牛を用いた研究では，代用乳

へのシンバイオティクス添加により，腸内の乳酸

菌群が増加し，下痢発生の低下及び１日増体量の

増加傾向が確認されているが２），黒毛和種子牛で

の報告はほとんどない。 

そこで，本研究では下痢に着目し，黒毛和種子

牛における制限哺乳を利用したシンバイオティク

スの効果を検討した。 

 
材料及び方法 

 

１ 供試牛 

黒毛和種子牛25頭 

対照区：11頭，試験区：14頭 

２ 試験期間 

 生後７日から３ヶ月齢まで 

３ シンバイオティクスの給与方法 

制限哺乳（哺乳回数：朝夕２回，哺乳時間：15

分）３）後にシンバイオティクス10gを50ml，38℃

の水道水に溶解して哺乳瓶で給与した。 

４ 飼養管理 

６日齢までは初乳給与のため，母子同一単房に

て飼育した。その間に哺乳瓶への馴致を行った。

７日目から母子分離飼育を開始し，子牛用通路を

用いて制限晡乳を行い，試験区にはシンバイオテ

ィクス給与を行った。また，人工乳の給与も開始

し，３日間残飼がなければ増量し４），離乳時に

2,000g/日給与を目標とした。同時に，オーツヘイ

(表１，オーストラリア)及び水も自由摂食，自由

飲水とし，３ヶ月齢で離乳を行った。 
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表１ オーツヘイの一般成分 

項目    成分（％） 

Ｃ Ｐ   6.86 

ＡＤＦ   26.13 

ＮＤＦ   47.59 

水 分   14.20 

ＴＤＮ   67.33 

 

５ 調査項目 

（１）下痢発生調査 

便は性状により，正常便(通常)，軟便（柔らか

いが流動的ではない），泥状便(柔らかく流動的)，

水様便（水分を多く含む）の４段階に分類し，毎

日目視にて判定した。泥状便，水様便を下痢と判

断した。 

 

図１ 正常便 

 

図２ 軟便

 

 

図３ 泥状便 

 

図４ 水様便 

 

（２）細菌検査 

糞便中の大腸菌群数及び乳酸菌群数は，寒天平

板表面塗抹法５）を用いて計測した。糞便1gを滅菌

蒸留水にて，107 倍まで段階希釈を行った。大腸

菌群は，希釈液をマッコンキー寒天培地（関東科

学，東京）に塗布し，好気培養（37℃，24時間）

した２）。乳酸菌は，希釈液をde Man Rogosa Sharpe

（MRS）培地（関東化学，東京）に塗布し，アネロ

パックを用いて嫌気培養（37℃，48時間）した。

糞便1g中の菌数は，培養後のコロニー数から算出

した。 

（３）発育調査 

子牛の体重は，２週間毎に午前に測定した。 

（４）統計処理 

R を用いて，T 検定及び二元配置分散分析，

Bonferroni法を用いて分析した。 



古谷ら：シンバイオティクスを利用した哺育期の黒毛和種子牛の管理技術の確立 

 

結  果 

 

１ 下痢発生日数 

下痢発生日数及び下痢性状別発生日数を分析した

（表２）。下痢発生日数は泥状便日数及び水様便日

数の合計を表している。統計処理の結果，下痢発生

日数，泥状便日数，及び水様便日数に，有意差は認

められなかった。 

 

表２ 下痢の発生日数 

 対照区 試験区 

下痢発生日数 2.5±0.7 2.5±0.5 

泥 状 便 日 数  0.9±0.3 1.5±0.4 

水 様 便 日 数 1.5±0.5 1.0±0.3 

平均±標準誤差で表示 

対照区：n = 11，試験区：n = 14 

 

２ 細菌検査 

糞便中の大腸菌群数及び乳酸菌群数の推移を分析

した（図５，６）。馴致期間中の大腸菌群数及び乳

酸菌群数に有意な差は認められなかった。馴致期間

の大腸菌群数及び乳酸菌群数を基準に変動割合を算

出したその結果，大腸菌群数で有意な差が認められ

たものの乳酸菌群数においては有意な差は認められ

なかった。 

 

 

図５ 大腸菌群割合，平均±標準誤差で表示 

対照区：n = 11，試験区：n = 13 

✝p < 0.1，*p < 0.05（Bonfferrni法） 

 

 

図６ 乳酸菌群割合 

対照区：n = 11，試験区：n = 14 

 

３ 発育調査 

発育調査の結果から，１日増体量を算出した（図

７，８）。雄は増体能力が非常に高い父牛の子牛が

対照区に偏ったため，同一種雄牛産子で比較した結

果，１日増体量に有意な差は認められなかった（図

７）。雌では同一種雄牛産子では十分頭数を確保で

きなかったことから，全頭を用いて比較した結果，

１日増体量に有意な差は認められなかった（図８）。 

 

 

図７ 雄１日増体量，平均±標準誤差で表示 

対照区：n = 3，試験区：n = 7 

図８ 雌１日増体量，平均±標準誤差で表示 

対照区：n = 3，試験区：n = 5 

✝ 
✝ 

* 
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考   察 

 

哺乳子牛は，母牛の乳成分変化や飼料の影響，摂

食量，病原体などといった要因に対してまだ順応性

が乏しいため，消化不良や病原性の下痢などを引き

起こしやすいことが知られている。そこで，本研究

ではシンバイオティクスを黒毛和種子牛に給与する

ことで，黒毛和種子牛においても腸内細菌叢へ影響

を及ぼし，子牛育成に有益な効果が得られることを

期待して実施した。 

本試験では，試験区において乳酸菌群に対する大

腸菌群割合に有意な差が認められたものの，乳酸菌

群割合や下痢発生日数，1 日増体量には大きな影響

を及ぼさないことが示唆された。 

先行研究において，本研究と比較して通常飼育区

において乳酸菌群数の大幅な低下が確認されている

ものの６），本研究では母牛にトウモロコシサイレー

ジを給与していたことから，母牛との接触により，

乳酸菌が移行した可能性が考えられた。ホルスタイ

ン種の先行研究においては，シンバイオティクス給

与により下痢発生日数は低下傾向が認められている

2）７）。また，子牛への乳酸菌給与やデキストランオ

リゴ糖給与も体重増加・下痢防止効果があることで

知られている８），９）。 

本研究においては，下痢発生日数及び１日増体量

に有意な差は認められなかった。しかし，本研究の

下痢発生日数を先行研究と比較すると，本研究の対

照区及び試験区の下痢発生日数は先行研究のシンバ

イオティクス給与区に近い発生日数であった２）。 

以上のことから，本研究におけるシンバイオティ

クスの顕著な効果が認められなかった主な原因は，

制限哺乳を行った際に母牛由来の乳酸菌が移行した

ことが影響した可能性が推察された。 

本研究では制限哺乳を利用したシンバイオティク

ス給与を検討した結果，大腸菌群割合の有意な低下

が認められた。しかし，乳酸菌群割合及び下痢発生

日数，１日増体量には影響を及ぼさないことが示唆

された。これは，制限哺乳を利用したため，母牛由

来の乳酸菌が対照区・試験区ともに移行した可能性

が推察された。以上のことから，今後，黒毛和種子

牛においてもホルスタイン種同様に代用乳を用いた

シンバイオティクス給与の効果を検討する必要が考

えられる。 
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語句説明 

シンバイオティクス：胃で分解されずに腸内まで届

き，特定の有用細菌に選択的に作用する食物成分（プ

レバイオティクス）と，生きたまま腸内に届く乳酸

菌等の善玉菌（プロバイオテｲクス）をあわせたもの。 
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人工乳：哺乳中に給与する配合飼料。固形飼料。 

代用乳：母乳の代わりに給与する粉ミルク。お湯に

溶解して給与する。 

 


