海外の
酪農雑誌から

注意深いケアが価値を生む乾乳期
ビープロマガジン
（オランダ）

These articles and photographs are reprinted from the November 2014 edition of Veepro Magazine with permission. It was originally titled as “Dry cows deserve and need careful attention”.
We, DAIRYMAN Corp makes a cordial acknowledgement to Veepro Holland. Translated by Y. SENO.

乾乳期は乳牛の泌乳サイクルにとって大切な段階である。乾乳に入る前や乾乳期は感染症
などの疾病に罹患（りかん）しやすいため、管理には幾つもの注意を払う必要がある。オラ
ンダの酪農専門誌ビープロマガジンはこの乾乳期のケアについて特集している。
（訳者）

大事な感染症予防
乾乳を迎えるに当たり乾乳前、乾乳期、
そして分娩間際の３つの期間の管理が重要
となる（写真１）
。最適なBCS（ボディーコ
ンディションスコア）を得るにはとりわけ
栄養管理が重要で、それには緻密さが要求
される。泌乳後期に向かって徐々に泌乳量
を落としていくが、この時期に乳房炎対策を
施すこともまた重要である（別欄「オランダ
乳房健康センターによるアドバイス」参照）
。

適正な体重を保つ
乾乳直前や乾乳期にBCSを調整するのは
期間が短かく難しいので、分娩後３カ月で
BCSを補正する（体重計を設けている農場

は少ないため、BCSで乳牛のエネルギーバ
ランスを測定する方法が取られている—訳
者注）
。乳牛の健康や高い生産性のために
は3.0のBCSが望ましい（図）
。もし2.50未
満または3.50超であればケアが必要になっ
てくる。
飼料給与の計画を立ててBCSを適正なも
のに近づける。濃厚飼料自動給餌機を使っ
ているのであれば、高いBCSの乳牛に対し
ては１日当たりの濃厚飼料給与量を0.5kg
減らし、低いBCSの乳牛に対しては0.5kg
増やす。TMR給与でBCSが3.50超の乳牛
であれば隔離した上で、低エネルギーの
TMRを給与する。

栄養管理も重要
乾乳の２、３週間前にBCSを判定して、

その後は毎週判定していく。乾乳牛にとっ
てBCSは3.50が適正である。しかし妊娠
牛（と胎子）は全妊娠期間平均で１日当たり
45〜65ｇ増体させ、分娩前にはこの平均
よりも増体させる。そうでなければ分娩後、
母牛は適正体重を下回るのである。
BCSが2.50未満の乳牛は双胎の可能性
があり、注意が必要である。双胎では一般
に分娩が早まるので早めに乾乳に入る必要
がある。双胎の妊娠牛はエネルギー要求量
が大きいので、乾乳前期の牛群ではなく直
ちに乾乳後期の牛群に加えるといいだろ
う。
分娩２週間前に体脂肪が増えてBCS3.75
超の乳牛は乳熱、摂取量減少、揮発性脂肪
酸を過剰に生成させる状態（第四胃変位の
原因の１つとされる— 訳者注）に陥りやす
く、その結果、
「負のエネルギーバランス」
、
脂肪肝、分娩障害、泌乳の遅れ、繁殖障害
を引き起こす。
栄養管理ではエネルギー量を低くする
が、決して過剰に低くしない。低過ぎても
問題が生じるからだ。栄養管理は酪農家が
実践を重ねるとうまくいく。

飼料給与のポイント

写真１ 乾乳中の牛群
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乾乳の前や乾乳期の給与は緻密にしなけ
ればならない。高い栄養価の飼料を過剰に
摂取させてはならない（写真２）
。次の点が
重要である。
・乾乳前期の牛群は750単位のVEM（ VE
M：オランダのエネルギー量の指標で、
１単位のVEMは大麦１kgのエネルギー
量に相当— 訳者注）と13〜14％のDCP
（可消化粗タンパク質）を給与する
・乾乳後期の牛群は850単位のVEMと13
〜14％の DCPを給与する。分娩の２、
３週間前に濃厚飼料を給与し始める（初
産牛には１日当たり１kg、２産以降の乳
牛には２kg）
BCSが低いと、負のエネルギーバランス
が生じて、血中NEFA（遊離脂肪酸）濃度が
高まり、乾乳期の後、潜在性乳房炎、臨床
型乳房炎に罹患するリスクが大きくなる。

日乳量10kgまで下げる

（SOURCE：CRV ）
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泌乳量を乾乳に入る前に減らすことも重
要である。泌乳量は１日当たり最大12kg
として、10kgまたはそれ以下とする。そ

に伴ってBCSが下がらないよ
うにする。
もし泌乳量を下げられなけれ
ば乾乳期での乳房炎発症のリス
クが大きくなる。泌乳量が高い
と、乳頭口をふさぎ、バクテリ
アの侵入を防ぐケラチン層も形
成されない。

規則性をつくるため、特定の曜日に乾乳
を始めるとよい。乾乳する牛は搾乳牛群か
ら分離して、乾乳舎で飼養する。敷料にワ
ラを使うのが望ましい。

自由に飲水させる
泌乳量を乾乳前に減らすため、与える
水の量を減らしたり、全く与えなかった

搾乳回数を維持する

りするのは誤りである。飲水を制限する
と、乳牛に大変大きなストレスがかかる。

乾乳の２週間前から搾乳量を
減らし始める。急に１回搾乳に
写真２ 乾乳牛には低タンパク質、低エネルギーの飼料を給与する
すると、
乳牛はストレスを受け、
のためには濃厚飼料の給与を中止したり給
その結果、
「乳房に侵入して感染症を引き
与量を下げたり、低エネルギーの粗飼料を
起こそうとするバクテリアと免疫とのバラ
給与したりする。
ンス」を乱してしまい、乳房炎になるリス
早くかつ継続的に泌乳量を減らすために
クが高まる。従って１日当たり２、３回の
は飼料中のタンパク質量を減らすが、それ
搾乳は続ける。

乳牛の立場からすると「これまで搾乳され
ていたのに搾乳されない」
「 搾乳舎から乾
乳舎へ移された」という環境の変化で既に
ストレスを受けている上に、飲水を制限
されるというストレスが加わるのである。
ストレスの数が多くなると未熟子牛を産
む原因になる。

オランダ乳房健康センターによるアドバイス

乳頭口をふさぐゼラチン状の物質（ティートシ

■衛生的に作業する

・乾乳軟こうを入れた後、乳頭をスプレーし

を使うか、ティートシーラントを使うかは個体

乾乳牛は緻密に管理する必要がある。乳房炎

たりディッピングしたりする。そして乳頭口

ごとに判断する。

を減らす活動を続けるUGCN（オランダ乳房健

が自然にふさがるまで少なくとも30分間は

康センター）は次のようなアドバイスを公表し

静かに立たせておく

抗生物質使用量を減らすことができる。UGCN

ている。

乾乳時、臨床型乳房炎がなく乳中体細胞数が

はこうした選別が乳房の健康を悪化させる条件

・乾乳牛には作業者が誰でも分かるように「搾

継続的に低くて乳房が健康であれば、乳房炎を

にはならないと主張するものの、当分の間、乾

乳する必要がない」と示す標識を付ける（写真

予防する効果がある抗生物質を含む乾乳軟こう

乳牛の乳頭全てに乾乳軟こうを注入することを

３）

を注入する。一方、体細胞数が高く、潜在性乳

勧めている。国際的な調査によると、乾乳軟こ

・適切に搾乳した後、乾乳軟こうを乳頭口に

房炎を発症していれば潜在性乳房炎に効果があ

うの利用をやめると乳房の健康性が低下する 。

注入する

る乾乳軟こうを使う。

(Source: UGCN
)
〈 Dutch Udder Health Center〉

・乾乳軟こうを注入するとき、乳頭や乳頭口

どの乾乳軟こうを使うかは体細胞・乳牛の記

の位置がよく分かり、衛生的にできるのでミ

録・乳房炎試験・農場での環境性乳房炎菌の検

ルキングパーラを利用する。もしミルキング

出結果に基づいて判断する。加えて、個体の特

パーラを利用できないならトリートメントシ

性（搾乳にかかる時間、漏乳など）を考慮しなけ

ュート
（枠場）に入れ、乳牛の安全・健康を確

ればならない。

保して衛生的に作業する
・よく手を洗い、清潔なゴムかプラスチック
の搾乳手袋をはめる。そして乳頭１本ごとに

個体ごとに判断することによって、農場での

■乾乳軟こうでの治療
最後の搾乳時、抗生物質を含んだ乾乳軟こう
で乳房内を治療する目的は次の２つである。

新しい消毒ペーパーを使ってよく消毒してか

・既存の潜在性感染を除去する

ら、乾乳軟こうを注入する（写真４）

・乾乳期での新たな感染を防ぐ

・乳頭口を広げる大きさを最小限にするため、

ーラント）を注入することもできる。抗生物質

選んだ乾乳牛だけを治療することも可能であ

乳頭口に差し込むのはシリンジの先だけにし

る。体細胞数が非常に低く、乳房炎の履歴がな

て、注意深く乾乳軟こうを入れる。乳頭をも

く、乳房が健康であれば抗生物質を使う必要は

み込んで乾乳軟こうを入れてはならない

ない。そうした乾乳牛には感染を予防するため、

写真３ 乾乳牛には標識
を付ける

40〜45日の期間を確保する

定されている。乳房の健康や生産性に影響がな

しまう。これに加え、乾乳期が短過ぎれば体細

い限り、乾乳期は30日間まで短縮できる。そ

胞数が多くなる。乾乳期が長過ぎると（２カ月

どのくらいの長さの乾乳期が理想であろう

写真４ ゴム手袋をはめ
て衛生的に乾乳軟こうを
注入する

うした場合、薬効期間に注意を払う必要がある。

超）
、分娩前後に感染症発症が増えることがあ

か。専門家の見解はさまざまで、今のところ一

というのは薬効期間は30日より長く（大抵は

る。なぜなら乾乳軟こうの薬効期間は一定なの

致していない。現在、乾乳期を短縮させたり全

40〜45日間）
、休薬の点で問題になるかもしれ

で、効果が乏しいか全くない期間が長くなるか

くなくしまったりすることでどのような結果に

ないからだ。

らである。(Source: UGCN and Green Knowledge

なるかが研究されている。
最適な乾乳期は40〜45日間（約６週間）と推

初産牛は少なくとも40日の乾乳期が必要であ
る。乾乳期が短いと、乾乳後の泌乳量が減って

Network)（2014年11月号より許可を得て翻訳・
転載）

【訳・瀬野 裕】

【参考文献】及川伸・中田健監修「日本語版カウシグナルズチェックブック」
（デーリィマン社刊、
2013年）
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