岩獣会報 (Iwate Vet.), Vol. 37 (№ 4), 192−194 (2011).

臨床レポート

β-クリプトキサンチンの乳牛への臨床応用に関する予備試験

木村

要

淳１, ３) , 田端

義巌１) , 宇賀

聡２) , 小川

徹三１)

約

β‐クリプトキサンチン (β-CRX) は温州みかんに特異的に含まれるカルテノイドである
が, 牛における研究は僅かである. 今回, 牛におけるβ-CRXの生理活性を調べ, 将来的に疾
病の治療や予防に用いることを目的として, 経口投与量とβ-CRX血清濃度の関係を検討した.
健康なホルスタイン種の雌４頭について投与量を0.1㎎/㎏, 0.5㎎/㎏の２群に設定, １日１回
１週間連続で経口投与した. いずれの牛も48時間後には血清中にβ-CRXが認められた. その
後, 0.5㎎/㎏群では血清β-CRX濃度が増加し, 0.1㎎/㎏投与群では一定の血清濃度を持続した.
キーワード：β‐クリプトキサンチン, 牛, 血清濃度
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図１

牛における経口投与による血清β-CRX濃度の推移
(矢印はβ-CRXの投与を示している)
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