
Title 乳用牛の血中ならびに乳中のオステオプロテゲリン濃度に
関する研究( 内容と審査の要旨(Summary) )

Author(s) 羽立, 薫

Report No.(Doctoral
Degree) 博士(獣医学) 甲第551号

Issue Date 2019-09-20

Type 博士論文

Version ETD

URL http://hdl.handle.net/20.500.12099/79050

※この資料の著作権は、各資料の著者・学協会・出版社等に帰属します。



 

 

 

 

 

                          

氏名（本（国）籍）   羽 立   薫（東京都） 

主指導教員氏名    帯広畜産大学 教授 山 岸 則 夫 

学 位 の 種 類    博士（獣医学） 

学 位 記 番 号    獣医博甲第５５１号 

学位授与年月日     令和元年９月２０日      

学 位 授 与 の 要 件   学位規則第４条第１項該当   

研究科及び専攻    連合獣医学研究科 

            獣医学専攻 

研究指導を受けた大学   帯広畜産大学 

学 位 論 文 題 目     乳用牛の血中ならびに乳中のオステオプロテゲリン濃度 

 に関する研究 

審 査 委 員    主査  岩 手 大 学  教 授  木 崎 景一郎 

            副査  帯広畜産大学  教 授  猪 熊   壽 

            副査  帯広畜産大学  教 授  山 岸 則 夫 

            副査  岩 手 大 学  教 授  山 﨑 真 大 

            副査  東京農工大学  教 授  福 島 隆 治 

            副査  岐 阜 大 学  准教授  神志那 弘 明 

 

 

学位論文の内容の要旨 

 

 骨代謝マーカーは人医療では臨床応用されているが，獣医学での応用には未だ研究の余

地がある。乳牛では，分娩期の低カルシウム（Ca）血症が産褥期の健康状態や生産性に及

ぼす影響が大きく，臨床現場で問題となっている。分娩性低 Ca血症は血中 Ca濃度の低下

に対する骨からの Ca動員（骨吸収）の遅れが一因とされるが，詳細な機構は明らかでな

い。本研究では乳牛の血液中のオステオプロテゲリン（OPG）濃度を測定して，分娩前後

の骨吸収状態の変化を評価すると同時に，初乳中の OPG濃度と母子の血中骨代謝マーカー

との関係を明らかにすることを目的とした。 

 第 I章では, 分娩期の乳牛の骨代謝に関する研究を文献的に回顧し，OPGの測定によっ

て得られる破骨細胞分化に関する新たな情報について考察と展望を述べた。乳牛の血液中

の骨吸収マーカー濃度は分娩から数日遅れて増加するが，破骨細胞の数と相関を有する酒

石酸耐性酸ホスファターゼ 5b（TRAP5b）濃度は分娩前から増加することが報告されてい

る。また，ヒト母乳中の I型コラーゲン架橋 N-テロペプチド（NTX）濃度は分娩直前の母

体の骨吸収を反映することが示唆されている。OPGは破骨細胞の分化を制御する新たな血

中の骨吸収マーカーであり，ヒトの母乳に多く含まれる。そのため，血液中や初乳中の

OPG濃度の測定により乳牛の分娩期の骨吸収機構の解明が期待された。 

 第 II章では，乳牛の分娩前後の血中 OPG濃度を明らかにすることで，破骨細胞分化の

観点から分娩による骨吸収状態の変化を観察した。第一節において初産牛と経産牛の分娩

3週前と分娩直後の血中 OPG濃度の比較を行った結果，経産牛では分娩前後で減少が見ら

れたが初産牛では低値のまま一定に推移することを示した。次いで，第二節において経産

牛の分娩前 3週間の血中 OPG濃度の推移を産次別に比較した。その結果，2産では分娩前

に血中 OPG濃度が低下したが，3産以上では分娩前後の変化がなく低値で推移した。血中
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TRAP5b濃度は分娩時に増加するため，OPGによる破骨細胞分化の制御は破骨細胞の数の影

響を受けると考えられる。これらの血中濃度比（OPG/TRAP5b）を検証したところ，その推

移と曲線下面積は年齢や産次と有意に相関したが，分娩時の血中 Ca 濃度との相関はなか

った。以上，本章において，低産次（2および 3産）の乳牛では分娩に伴い破骨細胞分化

の制御が緩和されるが，高産次（4産以上）ではこの変化を欠くことが示唆された。しか

し，分娩前の破骨細胞分化の変化と分娩時の血中 Ca濃度との関連は不明であった。 

 第 III章では，初乳中の OPG濃度と分娩牛の血中骨代謝マーカー濃度との関係を明らか

にした。OPGは分娩直後の初乳に最も高濃度に含まれるが，血中の骨代謝マーカーや Ca

濃度との関係は見られず，低 Ca血症牛と正常牛の間で濃度差は見られなかった。一方，

初乳中の OPGと NTX濃度は強い相関関係を示した。過去に分娩期の羊膜での OPG発現の上

昇が報告されており，破水により I型コラーゲンの分解が起こると推察される。以上よ

り，分娩直後の初乳中の OPGは母体の骨代謝を反映しないが，胎盤の剥離などの分娩によ

る生理的変化の指標となる可能性が示された。 

 第 IV章では, 初乳中 OPG の新生子牛への移行と骨代謝に与える影響を検討するため

に，生後 1日目に非殺菌初乳を与える非処理群と，殺菌処理初乳（60℃，30分）を与え

る処理群を設定し，初乳と血中の OPG，TRAP5b，NTX，アルカリホスファターゼ（ALP）お

よびその骨型アイソザイム（BAP）濃度を測定した。初乳中の OPG濃度は殺菌処理により

変化せず，それ以外の骨代謝マーカー濃度は殺菌処理後に低下した。非処理群の血中 OPG

濃度は初乳摂取後 20～30時間で上昇したが，群間差はなかった。血中 TRAP5b濃度は両群

で 10～30時間に上昇し，血中 NTX，ALPおよび BAP濃度は 10時間から生後 2日まで非処

理群で高値を示した。生後 24時間以内の子牛の腸管は初乳中の高分子を非特異的に吸収

し，その吸収効率は生後 8時間でピークに達する。今回，血中 TRAP5b 濃度は両群で，血

中 NTXや ALPおよび BAP 濃度は非処理群で 10時間から高値を示したが，血中 OPG濃度は

20時間まで上昇はなかった。したがって，初乳からの OPGが新生子牛の骨代謝に与える

影響は小さいと考えられた。 

 以上，本研究では，分娩前後の乳牛の血中 OPG濃度の推移を解析し,産次の増加が乳牛

の低 Ca血症のリスク要因であることを示した。また，血中 OPG濃度の測定が,分娩時の低

Ca血症における骨代謝の評価に繋がることも示した。一方, 初乳は OPGを含有するが,初

乳中 OPG濃度から母子の骨代謝を評価することは困難と考えられた。しかし，初乳中の

OPG濃度は NTX濃度と強い相関を示すことから，分娩牛における何らかの生理現象を反映

する指標になることが示唆された。 

 

審 査 結 果 の 要 旨 

 

 申請者は，分娩乳牛の血中オステオプロテゲリン（OPG）濃度から分娩前後の骨吸収状態

と血中カルシウム（Ca）濃度の低下（低 Ca血症）との関係を明らかにするとともに，初乳

中の OPG 濃度により母牛と新生子牛の骨代謝を評価することを目的に，以下の研究を行っ

た。 

１．ホルスタイン種乳牛における分娩前後の血中 OPG濃度の推移 

 血中 OPG 濃度は，初産牛では分娩前後を通して低値で推移した。経産牛の血中 OPG 濃度

は分娩前 3 週で産次が高いほど低値であったが,2 産ではその後分娩日にかけて減少し，3

産以上では一定の値で推移した。以上より，経産牛と初産牛では分娩前後の破骨細胞の分

化制御が異なること，産次を重ねた高齢牛では OPG による破骨細胞分化の制御が低いこと

が示唆された。 

２．ホルスタイン種乳牛における初乳中 OPGと母体の骨代謝との関連 



 

 

 

 分娩後の初乳中 OPG濃度は分娩直後に最も高値で，初産牛で 2.8（0.7－8.7）ng/mL，経

産牛で 1.1（0.9－1.4）ng/mL であった。分娩直後の初乳中の OPG 濃度は，血中の Ca や骨

代謝マーカー濃度と相関がなく，低 Ca血症牛と健常牛との間にも差が見られなかった。以

上より，初乳中の OPG は分娩時の骨代謝および血中 Ca 濃度の影響を受けず，母体血中の

OPGとは由来が異なることが示唆された。 

３．初乳中 OPGがホルスタイン種乳牛の新生子牛の血中骨代謝マーカー濃度に与える影響 

 新生子牛に対して，生後 1日目に非殺菌初乳（UH群）または殺菌処理（60℃，30分）初

乳（HT群）を与え，初乳と出生後 7日までの血中の OPG濃度を測定した。初乳中の OPG濃

度は殺菌処理により変化せず，UH 群の血中 OPG 濃度は初乳摂取後 20～30 時間で上昇した

が，群間差はなかった。したがって，初乳中の OPG が新生子牛の骨代謝に及ぼす影響は小

さいと考えられた。 

 申請者は,乳用牛で初めて分娩前後の血中 OPG 濃度の推移を明らかにし,産次の増加が乳

牛の低 Ca 血症のリスク要因であることを示した。また，血中 OPG 濃度の測定が,分娩時の

低 Ca血症における骨代謝の評価に繋がることも示した。一方, 初乳は OPGを含有するが,

初乳中 OPG 濃度から母子の骨代謝を評価することは困難と考えられた。しかし，初乳中の

OPG濃度は I型コラーゲン架橋 N-テロペプチド（NTX）濃度と強い相関を示すことから，分

娩牛における何らかの生理現象を反映する指標になることが示唆された。 

 以上について，審査委員全員一致で本論文が岐阜大学大学院連合獣医学研究科の学位論

文として十分価値があると認めた。 
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