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離乳後の腸管の健康状態と全身状態への影響
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離乳後、10％の子豚が48時間も全く食べないことがあるそう
離乳後、10％の子豚が48時間も全く食べないことがあるそう
（1）
です
です（1）
。栄養源急変（母乳から配合飼料へ）・群再編成後の
。栄養源急変（母乳から配合飼料へ）・群再編成後の
ケンカなどによるストレスが原因でしょう。豚は餌食いが止まる
ケンカなどによるストレスが原因でしょう。豚は餌食いが止まる
と体内に蓄積した栄養分を使い始めます。その変化は急で、
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その全身状態への影響は、第一に増体重が悪くなること、第
その全身状態への影響は、第一に増体重が悪くなること、第
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（旧名K88）を保有している場合もあり、浮腫病の原因とされる
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う報告もあります。「腸管バリア機能低下」と「大豆過敏反応」
がどういう関係なのかわかりませんが、想像を逞しくすれば、
がどういう関係なのかわかりませんが、想像を逞しくすれば、
「小腸透過性亢進で大豆抗原が粘膜より内部に入り込み、待
「小腸透過性亢進で大豆抗原が粘膜より内部に入り込み、待
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なる」ということでしょうか？ 食物に対するIgGアレルギーはヒ
食物に対するIgGアレルギーはヒ
トでもあるようですので、豚でも研究が進むことを期待したいと
トでもあるようですので、豚でも研究が進むことを期待したいと
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かもしれません。野外農場で、離乳後下痢が発生しているときに
レンサ球菌と思われる心内膜炎が多発する傾向があるという事
例がありました。レンサ球菌は、呼吸器系以外に腸管にも常在し
ていることがわかっています（13）。離乳による腸管バリア機能が低
下したとき（特に離乳後下痢が起こるような腸内環境のときに）腸
管常在菌が増殖し体内に入り込んで悪さをすることも十分に考
えられます。実際、３週齢離乳豚の消化管内細菌叢を検査する
と、離乳前の胃内では検出できなかったのが３日後には10 7 コ
ピー/g（内容物）のレンサ球菌遺伝子が検出された （13）と報告さ
れており、状況証拠は一致します。この実験では「離乳子豚は
分娩舎にそのまま残し、群編成は行わず、期間中、臨床的には
健康で推移した」とのことで、残念ながらレンサ球菌感染促進及
び発症は確認されていませんが、小腸の細胞間隙が透いてしま
うような条件と重なれば、先の「現象」を説明できる可能性を秘め
ています。この仮説が正しいなら、腸管の常在菌を薬で叩く前
にやるべきことがあるということになります。

腸管の健康を維持する物質
「小腸絨毛は離乳２週間後には回復傾向（表1）」のようですの
で、肝腎要の離乳後２週間以内で実施された試験成績を中心
にご紹介致します。
研究報告で最も多くヒットするのは「fiber」（食物繊維）です。
食物繊維は、難消化性の炭水化物で、水に溶けにくいもの、溶
けやすいものに分けられます。前者にはセルロース（植物の細
胞壁） （7）、リグニン（木質）、キチン（甲殻類の殻、酵母菌などの
細胞壁）などがあり、後者にはペクチン（果物）、アガロース（寒
天）、グルコマンナン（こんにゃく・酵母）、アルギン酸ナトリウム
（海藻）、イヌリン（ゴボウ・芋）、グアーゴム（グアーはマメ科植
物、その種から取れるゴム）などがあります。これらはリグニンを
除きいずれも多糖類になります。
食物繊維のなかで、離乳後の腸管の健康に好影響を及ぼす
ものは、水溶性繊維より不溶性繊維のようです （7）。水溶性繊維
は、糖質の吸収を遅らせる、腸内で水分を保持し粘度が高ま
る、便秘改善などの特徴・効果がありますが、小腸での大腸菌
増殖を促進する（14）（15）ので要注意です（レンサ球菌も増殖促進
されるデータも）。植物性蛋白は動物性蛋白より難消化性の水
溶性炭水化物が多いからでしょう、離乳後下痢が多いそうです（16）。
酸化亜鉛（ZnO）は再現よく離乳後の絨毛萎縮を予防します。
その機序ははっきりわかっていませんが、絨毛の成長促進に働
き（17）、（その結果かどうかはわかりませんが）透過性を減少させ
る（18）ようです。機序がわかったら、土壌汚染を心配せずに使え
る物質が何か見つかるかもしれません。
血漿蛋白も小腸の健康維持に寄与するとの報告がいくつか
あります（19）（20）。いずれも文献取り寄せが間に合わなかったので
詳細はわかりません。つぎはぎで仮説を立てると、必須アミノ酸
のスレオニンは、①ムチンとして消費され腸管腔に大量に分泌
されてなくなりやすい（21）、②離乳後、食餌が滞ると供給も一気に
減少し不足となりやすい、③腸管粘膜の代謝回転は他の組織
に較べると相当速いと予想される、④必須アミノ酸の不足で代謝
回転の速い組織は特に蛋白合成に支障を来しやすい、⑤腸管
絨毛表面の細胞間接着も蛋白同士の結合であり不足の影響を
受けやすい、⑥血漿蛋白は必須アミノ酸が豊富・バランスがよ
い・利用されやすい、などと想像してしまいます。この検証はマ
ニアック過ぎるので止めておきます。
ほかに、離乳豚が大腸菌に感染すると細胞間接着蛋白が少
なくなるのに対し、アミノ酸の一つであるグルタミンを添加すると
それがなかった （22） 、だそうです。グルタミンは若齢動物で感染
軽減効果が報告されているようで、免疫調節との関連性につい
てデータと考察が述べられています。細胞間接着蛋白減少抑
制は、その二次的効果なのかもしれません。

最後に
離乳は、腸管の生理にとって一大イベントです。直後の食
滞がなければ絨毛萎縮はほとんどないとのことから、まずは食滞
の原因をできるだけ排除することが対策の第一歩でしょう。その
次が蛋白レベル、粗繊維レベルのカスタマイズ、離乳後下痢が
発生してしまったら治療、という順番と思います。ワクチンは、残
念ながらF18線毛に対する抗体を惹起できるものがなく、あった
としても血中抗体を上げても腸管腔に到達しにくいので十分な
効果が得られない可能性大です。
集めた資料のなかに「腸管は免疫応答のセンサーである」「腸
管内の状態の悪化は免疫応答に悪影響を及ぼす」など免疫に
も関連しているようで、ワクチン屋としては無視できません。腸管
の健康状態と免疫能に関しては別の機会にご紹介できればと
思います。

表１ 離乳日齢、離乳後の給与飼料と空腸の絨毛萎縮の程度
報告（年）

Verdonk(2)

離乳
日齢

ほ乳期間
餌付飼料

比較条件

なし

摂取量少ない

なし

摂取量多い

なし

制限給餌

なし

不断給餌
離乳後
2日間断餌

26日齢

(2)

Verdonkら

27日齢

Boudryら(3)

21日齢

？

Hedemannら(4)

28日齢

なし

－

なし

－

Spreeuwenbergら(5)

26日齢
なし

LL/HP＊2
HL/LP＊3
粗蛋白22.5％

Opapejuら(6)

17日齢

？
粗蛋白17.6％

Hedemannら(7)

*1
*2
*3
*4

低粗繊維7.3％
中粗繊維10.4％
（低可溶性繊維）
中粗繊維10.4％
あり
27日齢
21日齢より （高可溶性繊維）
高粗繊維14.7％
（低可溶性繊維）
高粗繊維14.3％
（高可溶性繊維）

離乳後
日数
3d
7d
3d
7d
4d
7d
14d
4d
7d
14d
2d
8d
15d
3d
9d
2d
4d
4d
4d
3d
7d
3d
7d

9d*4

空腸の
備考
絨毛長＊1
38.8％
57.0％
62.1％
65.6％
49.0％
51.4％
63.4％
57.9％
61.9％
90.2％
59.6％
食下量ﾊﾞﾗﾂｷをなく
すため十分量をﾁｭｰ
63.1％
ﾌﾞによる胃内給餌
76.5％
70.7％
85.7％
63.1％
77.3％
69.1％
P＜0.10
83.5％
82.1％
102.7％
113.1％
101.0％
100として以下を相対表示
106.1％

大麦外皮9.6％添加

84.6％

ペクチン7.1％添加

108.9％

大麦外皮19.1％添加

99.7％

大麦外皮9.6％添加
ペクチン7.1％添加

離乳時の絨毛長を 100 として離乳後の絨毛長の相対値を表示した
LL/HP（乳糖低用量／蛋白高用量；乳糖 75.0g／粗蛋白 441g（飼料１kg あたり））
HL/LP（乳糖高用量／蛋白低用量；乳糖 405.5g／粗蛋白 153g（飼料１kg あたり））
他の報告によると回復中の時期なので、離乳 ２-４日後で見てみたかった（筆者の個人的感想）
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