
緒　言

　近年，食品の安全安心を求める消費者ニーズが

高まるなか，畜産物においても，ポジティブリス

ト（飼料添加物・動物用医薬品の残留基準）制度

が導入される等，求められる安全水準は益々高

まってきています。そこで，安全安心な豚肉を消

費者に提供するためには抗菌性物質などの薬剤に

頼らない生産技術が求められており，抗菌性物質

の代替としてプロバイオティクス（定義：腸内微

生物のバランスを改善することによって宿主の健

康維持に有益な働きをする微生物）が注目されて

います。

　また，茨城県は納豆生産量全国第一位を誇り，

県内に点在する60場以上の納豆工場から年間1万

トン以上の廃棄納豆が処分されていると考えられ

ます。今後これらの未利用資源を有効に活用する

ことも求められています。

　本研究では，プロバイオティクス食品の一つで

ある納豆を哺乳子豚へ投与し，下痢発生状況，発

育等，子豚の健康に及ぼす影響について検討を行

なったので概要を紹介します。

材料および方法

１　材料および方法

　１）供　試　豚：ランドレース種初産母豚の哺乳

子豚 9腹 91頭

　２）供試納豆：茨城県内納豆生産工場より提供

された廃棄納豆（品質検査用に抜き取った

パック）

　３）飼養管理：養豚研究所の通常の哺乳子豚飼

養管理に準じて分娩房に保温マットと保温

ランプを設置しました。

　４）試験区の設定と投与方法

　　　　対照区は哺乳子豚に生後 1～ 7日齢まで

蒸留水を 1 ml/頭，1日 1回経口投与しま

した。

　　　　納豆区は哺乳子豚に生後 1～ 7日齢まで

納豆液を 1 ml/頭，1日 1回経口投与しま

した。納豆液は，納豆をミキサーでペース

ト状にし，蒸留水で 10倍に溶解したもの

を用いました。

　５）基礎飼料

　　　子豚飼料：ほ乳期子豚育成用配合飼料

　　　　含有抗菌性物質　

　　　　　　　アビラマイシン 40g力価 /t

　　　　　　　硫酸コリスチン 40g力価 /t
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表 1　試験区の設定

腹数（子数）投与条件区分

4（42）蒸留水 1 ml対照区

5（49）10％納豆液 1 ml納豆区
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　　　　　　　クエン酸モランテル 30g/t

　６）調査項目

　　　下痢発生状況，体重，糞便 pH，糞便中細

菌検査

　７）検査材料および検査方法

　　（1）下痢発生状況：朝の哺乳後の排便が活発

になる時間帯（主に午前 10時～ 12時）

を中心に毎日観察を行い，糞便性状を 5

段階で評価しました。

　　（2）体重：生時から 5週目までの各週と 2ヶ

月時に全頭測定しました。

　　（3）糞便 pH：糞便は肛門より綿棒で直接採

取し，各腹 3～ 5頭について生後 1週齢

より，4週齢まで毎週採取しました。糞

便 pHの測定は，採取した糞便を蒸留水

で 2倍に希釈溶解したものを pHメー

ターで測定しました。

　　（4）糞便中細菌検査：糞便を肛門より直接採

取し，培養後，乳酸菌群，大腸菌群，ク

ロストリジウムを測定しました。

結　果

１）下痢発生状況

　対照区は，スコアの変動が激しく全体的に高い

値で推移し，軟便や下痢の発生が多くなりまし

た。それに対し納豆区では，生後約 1週間までは

高いスコアが観察されましたが，それ以降は変動

の幅も小さく低いスコアで安定して推移し，軟便

や下痢の発生が少ない結果となりました。

　下痢（スコア 2以上）の日数割合は，対照区

14％，納豆区 4％であり，納豆区の下痢発生は対

照区の 30％以下に減少しました。

２）体重の推移

　対照区と比較して納豆区の発育が良好でした。

納豆投与を終了した 1週齢から徐々に差が付き始

め，5週齢時点で 1.08 kg，2ヶ月齢時点では 2.78 

kgの差が見られました。

－ 16－All about SWINE  No. 33  2008 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

図 1　下痢発生状況

図 2　下痢発生日数の割合

表 2　糞便スコア

（参考：徳島県畜産研究所 2））

状態糞便形状糞便性状スコア

ほどよい硬さ形状あり正常便0

水分がやや多いやや形状あり軟便1

水分が多い形状なし下利便2

さらに水分が多い流れる水様性下痢3

水様流れる水様性下痢4
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３）糞便 pH

　対照区は，1週齢の pHが 7.82とややアルカリ

性になったのに対し，納豆区では 7.32と中性に近

い結果となりました。2週齢では対照区の pHが

低下したのに対し，納豆区では上昇し，両区とも

ほぼ同等の値を示しました。3週齢では両区とも

緩やかな上昇を呈し，4週齢では対照区と比較し

て納豆区の pHの方が低い傾向がみられました。

４）糞便中細菌検査（糞便 1 g中の細菌数）

　クロストリジウムは，対照区，納豆区両区とも

ほぼ同等の値を示して推移し，週齢が上がるにつ

れ減少する傾向がみられました。

　大腸菌群数は，1週齢から 3週齢までは，両区

ともほぼ同じ値で推移しましたが，4週齢では対

照区と比較して納豆区が有意に少なくなりまし

た。

　乳酸菌数は， 3週齢までは対照区と比較して納
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図 5　糞便 1 g 中細菌数の推移

図 4　糞便 pHの推移図 3　体重の推移
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豆区での菌数が多くなり，特に 2週齢では納豆区

で有意に多くなりました。両区とも 3週までは

徐々に減少する傾向がみられましたが，4週齢で

は増加に転じ，両区とも同等の値を示しました。

　糞便中菌数比率は，1週齢から 2週齢にかけて

は両区で同等の結果となりましたが，3週齢，4

週齢は対照区と比較して納豆区での乳酸菌数比率

が高くりました。

考　察

１．子豚の損耗防止効果

　初生子豚に 1週間納豆を投与すると，その後 4

週間に渡り軟便や下痢の発生が減少しました。こ

の結果は，納豆を哺乳子豚に投与することによ

り，下痢の発生を抑制できることを示していま

す。増体成績からも，納豆を投与した納豆区での

発育が良好という結果になり，下痢発生率の減少

とあいまって，納豆を投与した哺乳子豚の方がよ

り健康であったと推察されました。5週齢時体重

が大きいほど，その後の発育が良好で ,事故率が

少ないという報告もあり 4），納豆を投与した子豚

の方が，その後の発育にも有利であることが推察

されました。

　糞便 pHは，納豆を投与した哺乳子豚の方が，

1週齢時点で既に低い値を示しました。糞便 pH

はヒトの医療分野でも腸内細菌叢のバランス（腸

年齢）を判断する指標として簡易的に用いられて

いる手法です。腸内で乳酸菌やビフィズス菌等の

善玉菌が増えると，それらが産生する乳酸や酢酸

により腸内（糞便）pHが低下するため，腸内細

菌叢の乳酸菌等善玉菌が多いか少ないかを推定で

きるという原理に基づくものです。母体内にいる

時の子豚の腸管内は無菌状態であるが，産道通過

中と出生後の環境から，有害菌（悪玉菌），有用菌

（善玉菌）の別なく経口的に侵入し，4～ 5日も

すると乳酸菌・大腸菌・バクテロイデス・ビフィ

ズス菌などが優勢を保ちつつ変動し腸内細菌叢が

発展していくと考えられています 3）。これらのこ

とから，本試験では，哺乳子豚に納豆を投与した

ことにより，腸内細菌叢形成に作用し善玉菌を増
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図 6　糞便中の菌数比率
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加させ，その後の子豚の健康増進に寄与したと推

察されました。

２．糞便中細菌の変化

　糞便中細菌数については，納豆の投与により糞

便中乳酸菌数が増加し，特に 4週齢では糞便中細

菌数比率における乳酸菌の占める割合が高くなり

ました。このことは，納豆菌が腸管内の乳酸菌を

増加・安定させる作用があるという Ozawaら 1）5）

の報告と一致し，また，初生子豚に 1週間納豆を

投与した効果が，投与終了後少なくとも 4週間後

まで続くことを示しています。

３．まとめ

　これからの養豚は，安全安心を求める消費者

ニーズに応えられるよう健康な豚を育てて，健全

な豚肉を消費者へ提供していくことが重要です。

　今回の試験成績から，納豆を哺乳子豚へ投与す

ることは，その後の子豚の腸内環境を安定させ，

下痢予防等子豚の健康増進に効果があることが明

らかとなりました。さらに，腸内細菌バランスが

正常であれば，有害菌が産生する VFA（揮発性低

級脂肪酸）が少なくなることから，肉豚へ投与す

れば肉の臭味も改善される，排泄物の悪臭も低減

されるなど健康増進効果以外にも様々な効果が期

待できると考えられます。
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