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効率的に乳合成を制御している高泌乳牛の内分泌調節機構の解明を目的とした。泌乳期における成長ホ
ルモン(GH)の分泌増大とインスリン作用の抑制が栄養素を泌乳に優先的に利用するのに重要であることを
示した。また、グレリンによる乳牛の GH 分泌調節や増乳作用も高泌乳の維持に関与していること、逆に、
泌乳の阻害要因である暑熱が、泌乳牛の乳生産を調節する内分泌系に及ぼす影響についても明らかにした。
はじめに
乳牛は、牧草などの粗飼料に含まれる植物性の繊維質等、人が栄養素として利用できない成分から、栄
養素バランスに優れた高品質な動物性の食品である乳を生産する。高泌乳牛は、飼料摂取と摂取した栄養
素を効率よく乳生産に利用する能力に優れた家畜である。この高泌乳牛のすばらしい能力を飼養管理によ
って最大限に発揮させるためには、高泌乳を制御する乳牛内分泌調節機構の解明が不可欠である。今日ま
で、多くの研究者によって泌乳調節機構の解明がなされ、その結果、泌乳には成長ホルモン(GH あるいは
somatotropin)を中心としたソマトトロピン軸と呼ばれる、内分泌による代謝調節機構が関与していることが
わかってきた。本研究では、高泌乳とソマトトロピン軸に焦点を当て、主要な泌乳調節ホルモンである GH
の分泌と増乳作用、新規ホルモン、グレリンが泌乳調節に果たす役割と、酪農業において重大な問題であ
る夏季の暑熱ストレスによる乳量の低下と泌乳調節機構の変化の関係について検討した。
泌乳期の GH 分泌における消化管ホルモン、グレリンの役割
ソマトトロピン軸とは、GH の分泌を調節する機
構であり、種々の内分泌や代謝系を制御している。
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図1. ソマトトロピン軸による泌乳調節の概念
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が確認されている。そこで、本研究では、これまで知られていた GHRH とグレリンの GH 分泌促進作用と
内因性のグレリン分泌動態について、ホルスタイン種乳牛の成長と泌乳にともなう変化を調べた 1)。実験に
は、ホルスタイン種哺乳子牛、育成牛、泌乳前期、泌乳中・後期と乾乳期の乳牛を用い、グレリンを頸静
脈から投与し、採血する方法を用い
GHRH とグレリンの投与によって、
血中 GH 濃度は、すべての生理ステ
ージの乳牛において増大した。また、
グレリンによる GH 分泌促進作用は、
子牛に比べて泌乳前期には増大し
は、哺乳子牛では GHRH 投与によ
はるかに強力であったが、成牛では
この差が小さくなり、特に泌乳前期
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た。図２と図３にその結果を示す。

図3. 乳牛の種々の生理ステージにおける血中GHと
グレリン濃度

前期には再び上昇していた。血中のグレリン濃度は、他の生理ステージに比べて泌乳前期に最も高かった。
以上の結果は、成長期の子牛における GH 分泌には中枢性の GHRH の寄与が大きいのに対し、泌乳促進の
ための GH 分泌ではグレリンの役割が増大することを示唆する。
泌乳牛の糖代謝関連ホルモンの分泌に対するグレリンの作用
次に、グレリンが乳牛の糖代謝とそれを制御する主要なホルモンであるインスリンとグルカゴン、コル
チゾールの分泌に及ぼす影響について検討した 2)。グレリンの頸静脈投与により、泌乳牛(泌乳中期)では持
続的な高血糖が観察された。インスリンとグルカゴンの血漿濃度は、泌乳牛ではグレリン投与によって一
過性に上昇したが、子牛では逆にインスリン濃度は低下した。コルチゾール濃度は、子牛、泌乳牛、乾乳
牛のすべてにおいてグレリン投与によって一過性に上昇し、生理ステージの違いによる差は認められなか
った。泌乳牛に特徴的な反応として観察されたグレリン投与後の血糖値、インスリン、グルカゴン濃度の
上昇は、後述するインスリン抵抗性(インスリン作用の抑制作用)の亢進など、高泌乳を維持するための内分
泌・栄養素代謝の特性を反映したものであると考えられる。
泌乳牛において GH が生体のインスリン抵抗性と乳生産に及ぼす作用
GH が泌乳を促進するメカニズムについて、特に泌乳牛の生体でのインスリン作用と糖代謝に対する調節
に焦点を当てて検討した 3-5)。実験には、ユーグリセミック・インスリンクランプ法と[6, 6-2H2]グルコース
を使った同位元素希釈法を併用する方法を用いた。泌乳中・後期の乳牛に対して外因性に GHRH や GH を
投与すると、血中の GH や IGF-1 濃度が上昇し、インスリン抵抗性が増大した。泌乳牛では、GH の作用に

よりインスリン感受性組織(主に筋肉や脂肪組織)におけるグルコースの取り込みが抑制され、それによりイ
ンスリン非依存的にグルコースを取り込む乳腺に優先的にグルコースが分配され、乳合成に利用されるこ
とが明らかとなった(図１)。
泌乳牛のインスリン抵抗性の亢進においては、インスリン依存性にグルコースを取り込むGLUT-4の脂肪
組織における発現には乳期による差はないが、GLUT-4を調節するシグナルとして作用するインスリンの血
中濃度は泌乳期に低下することが明らかになった6)。逆に、インスリン非依存性にグルコースを取り込む
GLUT-1の乳腺における発現は泌乳期に増大していた6)。また、泌乳期には脂肪組織におけるレジスチン(イ
ンスリン作用を抑制)の発現が増大、これとは逆にアディポネクチン(インスリン作用を促進)の発現は低下
した7)。これら組織へのグルコース取り込み機構の変化や脂肪細胞から分泌される生理活性因子であるアデ
ィポサイトカインの泌乳期における変化もまた、高泌乳を維持する重要な要因であると考えられる。
暑熱環境下における泌乳量の低下と内分泌調節機構の変化
泌乳牛では、夏季の暑熱環境下において呼気や発汗による熱放散が増加、採食量が減少する。これに伴い
乳量も減少するため、酪農業において大きな問題となっている。本研究では、暑熱環境下では採食量の減少
だけでなく、内分泌系による泌乳調節機構も変化していると考え、GHとインスリンの分泌に及ぼす暑熱スト
レスの影響に焦点を当てて検討を行った8, 9)。
実験には育成、乾乳及び泌乳期の乳牛を用い、人工気象室(ズートロン)を用いて暑熱環境に暴露した。供試
牛にGHRH、あるいはホルモンの分泌を刺激する栄養素を頸静脈から投与した。GH分泌に及ぼす暑熱の影響
では、基礎レベルには明らかな影響は認められなかったが、GHRHに対する分泌反応は暑熱環境下で増大し
た。暑熱環境下では、代謝量とそれに伴う熱発生量を増大させるGHの分泌は、泌乳牛の体温の上昇を防ぐた
め抑制傾向にある一方、泌乳を維持するため下垂体前葉(ソマトトロフ)におけるGH分泌機能は維持されてい
て、外因的なGHRHの刺激に対して大きく反応したものと思われる。すなわち、暑熱ストレスに対するGH分
泌の適応反応は、GHを分泌する下垂体にシグナルを送る視床下部において作用していることが示唆された。
次に、グルコース代謝を制御するインスリン分泌に及ぼす暑熱ストレスの影響を紹介する。常温では、泌乳
牛のインスリン分泌は、インスリンによる栄養素の取り込みを抑制するため、乾乳牛に比べて低下していた。
しかしながら、暑熱環境下ではこの機構が変化し、インスリンの分泌は増大することが栄養素投与に対する
分泌反応から明らかになった。この反応により、暑熱環境下では栄養素が体蓄積のために筋肉や脂肪組織に
取り込まれるため、乳腺で利用できる産乳の基質が減少し、そのことが暑熱環境下における乳量低下の一因
となっていることが示唆された。
まとめと展望
本研究では、乳牛の高泌乳を維持するための内分泌調節機構を、GH の分泌と作用に関する機序とその下
流にある糖代謝について解明するとともに、乳生産の阻害要因である暑熱環境が泌乳を低下させるメカニ
ズムを内分泌の面から明らかにした。これらの基礎的知見が、乳牛の画期的な飼養管理技術の開発に役立
つことが期待される。また、ソマトトロピン軸を介した泌乳制御機構の研究は、グレリンの登場で新たな
展開を見せようとしている。グレリンは GH 分泌調節の他、摂食やエネルギーバランスの調節にも深く関
与していることが明らかになってきた。ソマトトロピン軸と摂食の両方に関与する消化管ホルモンの存在
は、採食量を増やし、飼料の消化性・利用性を高め、体内に取り込んだ栄養素を効率良く乳生産に利用さ
せるという一連の泌乳研究の目標を後押しするかのようである。現在、ソマトトロピン軸による泌乳制御
機構とグレリンなど摂食調節に関与する消化管ホルモンの作用を同時に、かつ効果的に機能させることで、

自給粗飼料に立脚した高泌乳牛飼養管理技術の開発へ向け、応用研究に取り組んでいる。
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