
 
 
 

 
 
 

乳熱予防の⼀つとして以前から飼料中の陽イオン(カチオン)と陰イオン(アニオン)バランス(DCAD)が重視さ
れており、その式は⼀般的に(Na++K+)-(Cl-+S2-)で表される。陰イオンを給与し⾎液 pH を酸性化することで⾻
からのカルシウム動員を上昇させる⽅法である。Block らは⾷餌中 DCAD を低く調整し-10 から-15mEq/100g
とすることを推奨している(Block et al.,2011)。それでは、なぜ、Mg+(マグネシウム)や PO-(リン)は式に⼊らな
いのか。マグネシウム(Mg)やリン(P)はそれぞれアニオンとカチオンとして組み込むと DCAD による乳熱リス
クの予測とは逆の⽅向に働く。マグネシウムはアニオンでありながら(DCAD 上昇)、乳熱リスクを下げる⽅向に
働き、リンはカチオン(DCAD 低下)でありながら、乳熱リスクを⾼める。従って、乳熱予防において乾乳後期の
飼料は塩化物イオン(CI-)や硫酸イオン(SO4-)を⽤いて DCAD を調整し、⾼ Mg、低 P 飼料が提案される。今回、
カルシウム代謝に関わる組織とホルモン動態を整理し、マクロミネラルの中でも飼料中 P がカルシウム代謝に及
ぼす負の影響について整理した。
カルシウム代謝 

カルシウムの代謝はカルシウムの貯蔵庫である⾻、
⾻代謝に関わる PTH を産⽣する副甲状腺、カルシウ
ムやリンの排泄⼝であり 1,25-(OH)2-ビタミン D(活
性型ビタミン D : VD)を作る腎臓、カルシウムとリン
を吸収する腸管の 4 つの組織の働きで調整され、各組
織から吸収と排出(排泄)を調整して⾏われる。 
カルシウム代謝に関わるホルモンは副甲状腺から放
出されるＰＴＨと腎臓から VD である。以下に各ホル
モンの作⽤を整理する。 

PTH(副甲状腺ホルモン) 
PTH の効果は細胞外液のカルシウムを増加させ、り 

 
ん酸を減少させることである。 
副甲状腺が⾎中カルシウム濃度の低下を感知し放出
される。PTH は⾻から⾎中にカルシウムを遊離させ
(⾻吸収)、⾎中カルシウム濃度を上昇させる(①)。腎
臓に働きかけ肝臓で代謝された 25-OH-ビタミン D の
C-1 を⽔酸化して VD 産⽣を上昇させる(②)。腎臓で
のリン排泄を促す(③)役割がある。 
1,25-(OH)2-ビタミン D(活性型ビタミン D : VD) 

腎臓において PTH の感作により産⽣される。VD は
消化管、⾻、腎臓の排泄
機能に作⽤し、細胞外の
カルシウムを増加させ
る働きがある。従って、
消化管に作⽤しカルシ
ウムの吸収を促す(①)。
また、⾻吸収の促進と
PTH の⾻カルシウム代
謝への効果を⾼める働
きがある(②)。腎臓にお
いてカルシウムの排泄
を抑制する働きをもつ
(③)。 

ホルモンの働きが⾎液ｐ
H により影響を受けることが明らかになっている。例
えば pH7.45 以上において PTH 受容体の形態的構造
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図 1. カルシウム代謝に関わる組織とホルモン 



変化により PTH の効果が損なわれることが分かって
おり(Goff et al.,2000)、⾻吸収機能が損なわれること
に加えて、アルカリ⾎液下では VD の⽣産も減少する
(Phillippo et al.,1994)。従って、カルシウムを正常に
保つ為に⾎液を酸性に傾ける必要があることから
DCAD 理論が重要視されてきた。その式は⼀般的に
(Na++K+)-(Cl-+S2-)で表され、乾乳後期飼料はアニオ
ンを利⽤し、DCAD を低く調整することが望まれる。 
移⾏期飼料中リンがカルシウム代謝に及ぼす影響 

リン酸イオンである PO4-は⼀般的 DCAD 式には含
まれない。アニオンでありながら、乳熱リスクを上げ
る⽅向に働くからである(Lean et al.,2006)。 
Lean らによると、飼料中リン濃度は⾎中リン酸イオ
ン濃度に強く影響する。分娩前の飼料中 P 濃度が乾物
中 0.3%から 0.4%に増加すると乳熱リスクは 18%増
加すると報告されている。Cohrs らは、18 頭のホルス
タイン乾乳⽜に妊娠後期 4 週から産後 10 ⽇まで、低
リ ン 飼 料 群 (LP 群 ： 産 前 0.15 ％ P/DM と 産 後
0.2%P/DM 飼料)とコントール群（CON 群: 産前
0.28％P/DM と産後 0.44%P/DM 飼料）を給与してカ
ルシウム動態を調査している。その結果、LP 群の産後
1 ⽇⽬と 2 ⽇⽬の⾎中 Ca 濃度(mmol/L)は LP 群の⽅
が有意に⾼い結果となった(1 ⽇⽬:2.46±0.11vs2.27
± 0.41mmol/L 、 2 ⽇ ⽬ :2.61 ± 0.13vs2.35 ±
0.25mmol/L)(図 2)。表 1 に各群における分娩前後の
ホルモン動態を⽰した。産後 LP 群で PTH は低いに
も関わらず、⾻吸収のマーカーである CTX(ng/mL)は
⾼く、⾻吸収が増加していた。また、VD においても
群間で統計上有意な差はないものの、LP 群で⾼い傾
向を⽰した。⾻吸収と VD の増加は PTH の上昇が⼩
さいにも関わらず起こっており、⾻及び腎臓における
PTH の感受性が⾼くなったことが⽰唆されている。 

 

 
図 2. 両群の分娩前後における⾎中カルシウムとリン
酸濃度 

ビタミン D 代謝は PTH とリン酸によって調節され
ている。図 3 にビタミン D の合成と代謝を⽰した。

 
図 3. ビタミンの合成(参考図書 p478 図を編集) 

⽪膚の上⽪細胞はビタミン D の前駆物質 7-デヒド
ロコレステロールを酢酸から合成する。⽪膚を紫外線
にさらすとビタミン D が形成される。ビタミン D は
そのままでは不活性で、肝臓において C-25 の位置が
⽔酸化されることで 25-OH-ビタミン D が形成され、
さらに腎臓で C-1 が⽔酸化されて活性型である 1,25-
(OH)2-ビタミン D となる。従って PTH が作⽤し C-
1 が⽔酸化されることで VD は合成される。⼀⽅で、
このビタミン D の合成はリン酸によっても調整され
る。リン酸濃度の増加は腎臓で C-1 の代わりに C-24
を⽔酸化する酵素の合成を促進し、これにより不活性
な分⼦である 24,25-(OH)2-ビタミン D が形成される。
表 1 で 25-OHD に差がないにもかかわらず、LP 群で
1,25-OH2D が⾼い傾向を⽰したのは、CON 群では LP
群に⽐べリン酸によって、VD の合成が抑制された可
能性が考えられる。従って、移⾏期飼料中リンの上昇
は⾎中リン酸濃度を上昇させ(図 2)、リン酸は PTH の



感受性を低下させ、1,25-VD の産⽣を抑制することで、
⾎中カルシウム濃度の増加に負の影響を及ぼす可能
性が考えられる。 
 乳熱予防にとって、⾻吸収を効率よく⾏うためには
分娩前の DCAD 調整が重要である。これに加えて飼
料中 P が負の影響をもたらすことを認識し P 量の評
価と調整も併せて重要であると考えられる。 
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表 1. 両群の分娩前後の各ホルモン値 


