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制して痛みを抑える投薬が効果を高める。
⑤計画とコントロール
農場にとって乳房炎の防除計画とコント

ロールは日々の生産活動を向上させるのに
重要である。計画とコントロールは、まず
ゴール（注３）を決めることから始まる。次
にそのゴールに到達するための計画を立て
る。計画を実行したら、設定したゴールに
到達しているか否かを確かめるため、一定
の期間ごとに重要な数値（注４）を点検しな
ければならない。もしこれができれば計画
を続行し、さらに定期的に重要な数値の点
検を続ける。その過程でゴールを微調整す
る必要性も出てくるだろう。
もし設定したゴールに到達しなかったな

酪農家と乳牛にとって、乳房の健康維持
は重要なテーマである。乳房炎の発生が少
なければ少ないほど抗生物質の使用は抑え
られ、より高い乳質の生乳生産が可能とな
り、生産コストの低減と酪農家の働く喜び
をもたらす。乳房炎は非常に痛みを伴う機
能障害なので、乳房の健康維持は乳牛の
ウェルネス改善にも通じる。
乳房炎は、世界の酪農場で最も多く認め
られる健康上の問題の一つである。乳房炎
とは乳房組織が炎症を起こしている状態を
いう。乳房感染のほとんどはバクテリアに
よって引き起こされるが、他にも知られて
いる原因が存在する。乳房炎が明らかに症
状を現している場合、それは臨床型乳房炎
と呼ばれる。一方、肉眼的症状は認められ
ないが、乳汁中に起炎菌と炎症産物が存在
するものを潜在性乳房炎と呼ぶ。いずれに
しても乳質は低下して酪農家の意欲は減少
し乳牛は甚大な痛みを被る。また多額な経
済的損失ももたらす。オランダでは今日、
搾乳牛１頭当たり65～182 （約8,125～2

が最大量の飼料を摂取するならNEBは可能
な限り低いままで推移し、乳牛の免疫力は
良い状態となるだろう。この場合、乳房炎
にかかる恐れはあまりない。
③搾乳
ミルカと搾乳設備も乳房の健康に大きな
影響を与える。乳房炎の専門家は、１牛群
の全ての乳房炎のうち50％は搾乳作業の不
十分さに原因があると指摘している。乳房
炎の病原体は搾乳作業の間に伝染するだけ
ではなく、乳頭に侵入するかもしれないの
である。乳房炎の病原体が乳頭に容易に侵
入するほどまで、搾乳というものは乳頭の
状態に影響を与えるのである。加えて、搾
乳の程度と搾乳頻度は乳房の健康に影響を
与える。もし最善の飼養管理をしていて最
善の予防手段があったとしても、農場では
時として乳房炎の症例が見られる。乳房炎
は自然に治癒することはほとんどないので
治療が必須である。
④治療 
乳房炎の治療では、臨床型乳房炎と潜在
性乳房炎を区別する必要がある（注２）。両
方とも同じように進行するものの感染の現
れ方は異なる（とはいってもバクテリアが
乳房に侵入するのは同じだが）。

乳房炎はほとんどの場合、抗生物質の注
入で治療可能である。治療に当たって前も
って重要なのは、原因となるバクテリアが
作用を受けやすい治療薬を特定することで
ある。臨床型乳房炎の症例では、感染を抑

万2,750円）に達する。

感染が広がるようになると、特に搾乳作
業が乳房の健康に重要な役割を果たす。さ
らに乳房炎治療の巧拙が、牛群の乳房の健
康水準に大きな影響を与える。乳房の健康
を農場レベルでコントロールするには、ゴ
ール（目標）を定めて、次に記すことから目
を離さず、それを書き出すことから始める。

症例を減らすためのポイントとは？
乳房炎を完全に撲滅することはできない
が、症例数を減らすことは可能である。次
に掲げる①～⑤は、注意を払う必要な五つ
の点である。オランダ乳房健康センターは
これらを「乳房の健康のための五つの重要
ポイント」と呼んでいる（図）。
①感染圧
②免疫力
③搾乳
④治療
⑤計画とコントロール

①感染圧
乳房炎に罹患（りかん）する
場合は複合的な要因があり、
それには感染圧が含まれる。
感染圧は乳房を攻撃する病原
体の毒性と、その病原体の数
によって決まる。感染圧は、
およそ次の二つに分類される。
・乳牛環境に由来する感染圧
・他の乳牛との直接的・間接
　　的な接触による感染圧
乳房炎は、感染圧を下げる
ことで新たな感染を防ぐこと
が非常に重要である。感染圧

を下げるには 乳牛環境の改善 と 感染牛
の処置 の両方に取り組む必要がある。
②免疫力
乳牛の免疫力レベルと乳牛が置かれた環
境中の感染圧レベルのバランスが崩れたと
きに乳房への感染が生じる。免疫力が低下
し過ぎたときや環境中の感染圧が高過ぎた
りした場合、乳房炎に感染する。免疫力に
は幾つかの要因が関係する。例えば、糞、
ボディーコンディション、ルーメン、栄養
などである。乳房炎に影響を与える最も重
要な要因の一つは栄養で、とりわけ乾乳期
と泌乳前期における栄養である。
泌乳前期の乳牛は、飼料によって十分な
エネルギーを摂取できないほどまで、乳量
が増加する。この段階では、乳牛はいわゆ
る負のエネルギーバランス（NEB）の状態
となる。免疫力はまさに乳牛の個体ごとの
NEBの程度次第である。もしこの間、乳牛

ら、計画を調整する必要がある。なぜゴー
ルに到達しなかったかを分析することも重
要である。分析結果からゴールを再設定し、
計画の調整を図るべきだ。
酪農場ではこの「計画とコントロールの
サイクル」が継続して繰り返されなければ
ならない。乳牛の健康はこのように客観的
に評価され、望ましい水準で維持され、結
果の改善を示すのである。これは乳房の健
康だけに適用されることではなく、農場の全
ての面に適用されることなのである。（続く）

国土面積が九州とほぼ同じのオランダは、狭い国土にもかかわらず酪農が盛んで生乳
生産量は1,100万ｔを超える。首都アムステルダム近郊では日本でもよく知られるゴー
ダチーズが生み出され、14世紀からチーズが輸出されている。オランダは乳房の健康
維持に力を入れており、2005年に南東部の都市マーストリヒトで開かれた国際酪農連
盟（IDF）第４回乳房炎会議を契機に「オランダ乳房健康センター」（注１）が設立された。
酪農誌「ビープロマガジン」に掲載された同センターの啓蒙（けいもう）活動や乳房炎対策
を２回にわたって紹介する。

ビープロマガジン誌（オランダ）
訳／瀬野　裕（本誌編集部）

乳房炎と乳房の健康（その１）
　五つの重要ポイントに注意する

海外の
酪農雑誌から

　　　　　乳房炎とは？
　　　　　影響の大きさ

This article is printed from the July 2012 edition of ‘Dairy magazine of Veepro Holland’ with permission. 
We made a cordial acknowledgement to Veepro Holland.

（注１）　
乳房の健康を改善するオランダ乳
房健康センター
オランダ乳房健康センター（UGCN、
所在地：オランダ・デフェンター、ウェ
ブサイト：http://www.ugcn.nl/）は、
乳房の健康を改善するため2005年に
乳業メーカーと生産者団体によって
設立された。これにより両者はオラ
ンダで乳房の健康を改善するための
国家プログラムを始めるに当たって
イニシアチブを握った。オランダの
平均的なバルク乳中の体細胞数
（BMSCC）はおよそ23万／ で国際
的にも問題はなかったが、乳房の健
康が改善されれば経済的損失が減少
し生産者と乳業メーカー双方にメリ
ットをもたらす。また、乳房炎は乳
牛のアニマルウエルフェアの観点か
らも克服すべき課題である。オラン
ダ乳房健康センターは、これまで酪
農家向けに数多くの出版物を発行し
てきた。ビープロマガジン誌では、
それらの一つ「酪農管理シリーズ」の
うち、乳房炎に関する重要な点につ
いての概要をまとめた選集を発行し
ている。

（注２）　
臨床型乳房炎　
臨床型乳房炎は標準に満たない乳
が出ることが典型で、ほとんどの症
例で腫脹（しゅちょう）、痛みが出て、
時には発熱する。感染した分房の体
細胞数は上昇する。症状の程度は、
乳牛の（泌乳段階を含む）要因、およ
びバクテリアの病原特性に強く依存
する。治療は主として乳牛のアニマ
ルウエルフェアを改善する（痛みを和
らげ、具合が悪い状態を良くする）こ
とに集中し、そして乳房を治療して
乳生産の回復を最大にする。　
潜在性乳房炎　
潜在性乳房炎の症例は、乳や乳房
に何の異常も示さないので、乳牛に
は疾患の兆候が目に見えない。しか
し乳の電気伝導度値が上昇するとと
もに体細胞数が大きく増加する。こ
うした症例では、主として感染した
乳房を治すことと感染圧を下げるこ
とに集中する。

（注３）　
ゴール
自分自身で毎年、ゴール（達成した
い目標）を設定するように。臨床型乳
房炎の何％が許容できるか、どのく
らいの体細胞数を望むか、（乾乳期の
乳牛の）治療からどんな成果を期待す
るか̶などである。
ゴールを設定することと、ゴール
に到達することはもちろん別である。
椅子に腰をかけて獣医師と自分の考
えを話し合うとよい。ゴールを実現
するため、どんな手段を取ることが
できるのか話し合うといいだろう。
どんな部分を改善することができる
のか̶何より重要なことは首尾一貫
して計画を実行し続けることである。

（注４）　
体細胞数の標準値
どのようなときに乳房の健康状態
は良いといえるのだろうか？　最初
の段階では、酪農家自身が乳房の健
康の可否を決めている。ある酪農家
がバルク乳中の体細胞数20万／ を
異常なしと考える一方、別の酪農家
は10万／ より高い水準を異常あり
とするかもしれない。
オランダ乳房健康センターは、ど
のような農場であってもバルク乳中
の体細胞数25万／ を異常としてい
る。オランダ乳房健康センターが勧
告する標準値を下の表に示した。ゴ
ールはこれらの標準値を達成するこ
とでなければならないので、この標
準値を作業のゴールに入れるとよい。
もちろん標準値より厳しい数値をゴ
ールに定め達成しようとすることも
できるだろう。

図　乳房の健康のための五つの重要ポイント
①感染圧

②免疫力

③搾乳
④治療

⑤計画とコントロール

オランダ乳房健康センター

表　乳房の健康を維持するための標準値
臨床型乳房炎
平均体細胞数
体細胞数が上昇した乳牛の数
新たに体細胞数が上昇した乳牛の数
乳房の健康問題または乳頭の問題で隔離
再発症例
損傷乳頭
乾乳期の新たな感染(体細胞数は低く始まり高く終わる)
乾乳期での治癒（体細胞数は高く始まり低く終わる）

オランダ乳房健康センター

15%未満
15万未満／

10％未満
6％未満
5％未満
10％未満
2％未満
10％未満
70％未満
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なら厚さは少なくとも５cmが望ましい。
　
　

ストール中の敷ワラ10kgに対し石灰（炭
酸カルシウム）を１kgの割合で加えると、
敷料をほぼ１日中乾燥させ、大腸菌感染バ
クテリアがよく繁殖する環境(pH)を妨げる
ことができる。乳頭や乳房の皮膚にやけど
させるかもしれないので、生石灰を使うこ
とは危険で望ましくない。

どのような状態のとき乳房が健康といえ
るのだろうか？　乳房の健康状態を判断す
るのは、まずその農場の畜主である。しか
し例えば、ある酪農家は１ 当たりの体細
胞数が20万個でも乳房は健康だと判断する
かもしれない。別の酪農家は10万個を上回
れば問題があると考えるかもしれない。
UGCNの見解によると、「年間、乳牛100
頭につき乳房炎が30症例を超えること」と
「バルク乳中１ 当たりの体細胞数が25万
個を超えること」の二つのうちどちらか一
つ、あるいは両方が生じれば異常と判断し
ている。同センターの「乳房の健康を維持
するための標準値」を本誌４月号69 に示
してあるので参照されたい。酪農家はこの
標準値をゴールとして達成に向け地道に努
力する必要がある。もちろん標準値より厳
しい数値を達成しようとしても構わない。

酪農家は毎年、数値の形で、現実的なゴ
ールを決める必要がある。例えば、臨床型
乳房炎を牛群中どのくらいの割合まで許容
できるのか、１ 当たりの平均体細胞数は
何万個であるべきなのか、乾乳期にはどの
程度の治療成果を求めるのか̶などであ
る。　
農場のゴールを定めるのは容
易だが、目標を達成することは
難しい。担当の獣医師と話し合
い、ゴールに到達するためにど
のような手段が必要なのかをよ
く検討して、計画を継続して実
践することが大切である。

点検項目リストの最初に挙げ
るのは「どの程度の感染圧が農場
に存在するか」である。環境由来
の病原体による感染圧の程度は、

牛床に敷く敷料をできる限り乾燥させる
のは乳牛にとって非常に重要である。バク
テリアは湿度が高く温かい環境で繁殖す
る。生乳が牛床に漏れ落ちると、バクテリ
アは必ずオガ粉、ワラ、パルプなどの有機
質敷料を栄養源として繁殖する。
バクテリアは糞、ワラ、広葉樹チップ、
オガ粉、パルプ̶の順で繁殖する。松や樅
（もみ）のような針葉樹は、バクテリアの成
長を妨げる少量の物質を樹脂などに含んで
いるので、広葉樹やオーク材に比べて敷料
に適している。糞のような有機物で汚れな
い限り、砂などの無機物の敷料はバクテリ
アが必要とする栄養分を全く含んでいない
ことになる。
敷料のうち主要な原料はできる限り病原
体を含まないようにする。敷料の保管場所
は、よく整理整頓され、屋根付きで乾燥し
ていなければならない。そうでなければ敷
料本来の力を発揮しないかもしれない。敷
料にプラスチックの覆いを付けると、結露
のためカビやバクテリアを増殖させる。熱
湯処理した敷料を使う例があるが、結果と
してバクテリアを繁殖させるという事態を
防ぐには、乾燥敷料を購入してそれを乾い
た場所に保管する。
敷料が牛床からの結露を吸い上げるのを
防ぐ必要がある。コンクリート製ではない
牛床なら下部に小石の層を設けると、敷料
が結露を吸い上げるのを防ぐことができ
る。ストール内を快適にし、結露を吸収し、
乳頭損傷を防ぐには、敷料の厚さは少なく
とも15cm必要である。ゴム製マットレス

乳牛の衛生状態を見るとよく分かる。外観
上、乳牛に汚れがなければ衛生的な環境に
あり環境由来の感染圧が低いことが分か
る。外観に汚れがある乳牛はもちろん、汚
れのない乳牛より高い感染圧にさらされて
いる。
UGCNの研究によると、環境の衛生状態
や感染圧を評価するには次の３点に注目す
るとよいことが分かった。
①乳房(後乳房と乳房の側面の一方、ま
　　たは両方)
②腿部（たいぶ）
③下肢

酪農家はミルキングパーラ内やその近く
などで、乳牛の「ハイジーンスコア」を付け
て、衛生状態を評価する必要がある。「ハ
イジーンスコア」は乳牛の衛生状態を４段
階で評価する（注）。多くの乳牛（例えば
100～120頭のうち50頭）を評価すること
が重要である。この場合、乾乳牛や初妊牛
の存在を忘れずに。
UGCNの研究によると、バルク乳体細胞
数が25万個／ を超える牛群は、15万個
／ 未満の牛群に比べて、スコア４の乳牛

が５倍以上存在するという。外観が汚れた
乳牛は汚れていない乳牛に比べて1.5倍以
上、潜在性乳房炎に罹患（りかん）している。

ハイジーンスコアを付けて、衛生状態が
悪いと判断されたとき注意を払う点は次の
通りである。
乳房が汚れている：ストールの衛生、ス
トール内の敷料、通路の衛生、乳房の毛刈り、
尾房、ストールのカウコンフォート、糞の
硬さ、牛群の健康に注意を払う必要がある
腿部が汚れている：ストールでの毛づく
ろい、敷料、フリーストールのカウコンフォ
ート、糞の硬さ、牛群の健康に注意を払う
必要がある
下肢が汚れている：マニュアスクレーパ
の使用、マニュアスクレーパが届かない通
路からの糞の除去、糞の硬さ、搾乳前の待
機場の掃除に注意を払わなければならない
汚れの原因は、主として水様性の便であ
る。水様性の便は給与飼料のタンパク質の
過剰や、ルーメン内窒素で生成される微生
物タンパク質の量と、ルーメンで得られる
エネルギー量の不均衡によって生じる。
ルーメン中に窒素が過剰に存在すると、
便は水様性になる。窒素過剰は、給与飼料
中の濃厚飼料が過剰で、繊維質が不十分な
場合に生じる。水様性の便が生じていれば、
バクテリア（サルモネラなど）、またはウイ
ルス（冬季下痢など）によって引き起こされ
る腸内感染症につながる。

　
クレブシエラ菌由来の乳房炎が発生する
と、ストールを消毒する必要がある。手始
めにストールから全ての敷料を取り除き、
次に３～４％ホルムアルデヒド溶液が入っ
た希釈液をまく。１時間半たったら、ゴム
製のヘラを使って残った溶液を取り除く。
その後牛床をできる限り乾燥させ、新しい
きれいな敷料を敷く。　　　　　　  （続く）酪農国オランダで乳房の健康の改善活動を続けるオランダ乳房健康センター（UGCN）

は、乳房炎防除の一環として乳房や下肢などに付着した汚れを評価する「ハイジーンス
コアリングシステム（衛生状態の４段階評価法）」の活用を酪農家に勧めている。この評
価法の標準値、衛生状態が悪いときの対応ポイントなどを紹介する。（訳者）

ビープロマガジン誌（オランダ）
訳／瀬野　裕（本誌編集部）

乳房炎と乳房の健康（その２）
　ハイジーンスコアリングで評価する

海外の
酪農雑誌から

衛生状態を評価

状態が悪いときにすること

敷料を乾燥させる
石灰を加えるかどうか

ストールを消毒する

農場のゴールを定める

感染圧と衛生状態の関係

This article is printed from the November 2012 edition of ‘Dairy magazine of Veepro Holland’ with permission. 
We made a cordial acknowledgement to Veepro Holland.

 （注）
ハイジーンスコアリングシステム
 　　（衛生状態の４段階評価法）

乳牛や牛床の衛生状態をハイジー
ンスコアリングシステム（衛生状態の４
段階評価法）を使って、定期的に点検
することは重要である。乳房、腿部、下
肢について、次のスコア１～４の基準
でハイジーンスコアの得点を付ける。
スコア１＝清潔で汚れが付着して
　　　　　　いない
スコア２＝少し汚れている
スコア３＝汚れている
スコア４＝非常に汚れている

標準値
・スコア３～４の乳房の乳牛は、牛
群中10％未満にしなければならない
・スコア３～４の腿部の乳牛は、牛
群中15％未満にしなければならない
・スコア３～４の下肢の乳牛は、牛
群中20％未満にしなければならない

乳房の評価（後乳房や乳房の側面）
乳牛を搾乳室に入れる前、乳房や乳

頭に汚れが付着していないだろうか？
　※注意点：牛床の衛生、敷料、通
路の衛生、乳房の毛刈り・毛焼き状態、
フリーストール内の快適さ、糞の硬
さ、牛群の健康

腿部の評価
牛床は衛生的だろうか？　
※注意点：牛床や敷ワラの手入れ、
フリーストール内の快適さ、フリー
ストール内の衛生、糞の硬さ、牛群
の健康

下肢の評価
通路は衛生的だろうか？
※注意点：マニュアスクレーパや
マニュアロボットを使用しているか、
マニュアスクレーパやマニュアロボ
ットが届かない通路の部分の清掃、
糞の硬さ、待機場の清掃など
　　  （オランダ乳房健康センター）



74 DAIRYMAN 2013-6 75

 「１パーラ当たり８台以上のクラスタを
備えている」か「１タイストールで４台を超
えるクラスタを備えている」場合は、クラ
スタの自動離脱を利用することを勧める
が、ただし常に注意を払う必要がある。
オランダ乳房健康センターの研究による

と、自動離脱の設定が適正よりも遅くなっ
ているケースがよく見られ、こうした不適
正な設定は乳房の健康に害を与える。自動
離脱の上限設定は、遅延時間を５～10秒と
して、１秒当たり350～400ｇとすべきだ。
過搾乳は、空気の吸い込みと、乳頭への悪
影響が一緒になって有害である。
過搾乳は、自動離脱を不適切に設定した

というだけの問題ではない。乳牛は早く全
部の乳頭から乳を出して、十分に搾乳され
ることが重要である。離脱表示までに乳が
素早く取り除かれることも必要である。結
局は離脱表示が離脱の時間を決める。自動
離脱の表示が間違っていないかよく確かめ
ることは重要だ。

搾乳後、乳頭をディッピングするかスプ
レーをかけて消毒すれば、乳房炎感染を予
防できる。ディッピングやスプレーするこ
とは消毒効果を得られるだけではなく、皮
膚の手入れにもなる。皮膚が良い状態であ
れば、乳房炎
の病原体は皮
膚に付着する
機会を失う。
ディッピン

グやスプレー
は薬液が乳頭
全体に行き渡
ることが重要
で、スプレー
よりディッピ
ングの方が薬
液を乳頭全体
に行き渡らせ
ることができ
る。スプレー
をするときは

乳房の健康を保つには、搾乳者の作業方
法と搾乳機器が大きく影響する。専門家た
ちは、牛群に新たに感染する乳房炎の50％
は、搾乳手順のまずさが原因であると指摘
している。搾乳を通して乳房炎病原体は伝
染する。搾乳というものは、病原体を乳頭
に容易に侵入させてしまうほど影響が大き
い。また射乳量、搾乳回数も、乳房の健康
に影響を与える。
　

乳頭が清潔か否か、乳房炎の有無の確認、
催乳を刺激するために、搾乳準備は重要で
ある。搾乳準備は、実は牛舎の中から始ま
っている。衛生状態が良い牛舎には、メリ
ットが多々ある。
牛舎の衛生状態が良い農場ほど乳房の健
康に関する問題は少ない。なぜなら搾乳前
の準備だけでは乳頭の汚れを完全に取り除
くことはできないからである。
乳房が汚れていれば、搾乳前から乳房炎
病原体に感染しているかもしれない。そし
て乳房が汚れていれば、産乳量は減少し、
搾乳者は仕事がやりにくくなってしまう。

清潔な流水で乳房の汚れを取り除き、そ

の間でねじれていないかを確認すると良
い。ねじれて装着されると、ティートカッ
プの中で乳頭は適切な場所にないからであ
る。
　

四分房全てが等しく、早く、完全に射乳
するには、クラスタが正しく装着されてい
ることが重要である。クラスタが正しく装
着されていれば、装着前と同様に乳頭が向
く方向へ、全てのティートカップが向いて
いるのである。このようになっていれば、
乳頭をねじったり、空気を吸引したりする
ことを予防できる。
クラスタの重さが４本の乳頭にうまく均
衡にかかることも重要である。なぜなら、
クラスタが乳房の真っすぐ下に位置してい
れば、効果的に射乳するからである。
ホースサポート（乳頭にライナを装着す
るとき、ミルクホースをミルカユニットに
自動的に従わせ、適切な搾乳位置を保つ装
置）を使うと、ミルクホースを乳牛の腹部
に対して並行、垂直につり下げることがで
きる。ホースサポートを使うと、ミルクホ
ースが長くてもクラスタを正しい位置に保
つことができる。ホースサポートを使うと、
ミルクホースが乳房下部の深くまで届き、
クラスタ装着の高さを簡単に調節でき、ク
ラスタを取り外すとき、ホースを引っ張り
やすくなる。
ホースサポートがクラスタを適切な搾乳
位置へと導く機能も便利である。後乳房が
深い場合、後乳房の乳頭からも効果的に搾
乳するため、ホースサポートを使うことで
ミルカユニットを前に引き寄せることがで
きる。

射乳が終わったらクラスタを離脱させ
る。後搾りは１頭当たり最大0.5kgまでが
良いだろう。クラスタの離脱時、まずクラ
スタの陰圧を完全に解除して、その後クロ
ーを取り外す。このようにすることで、乳
頭下の陰圧変動を予防するのである。

の後、清潔で乾いたタオルを１頭に１枚ず
つ使って乾かそう。
乳頭を乾かすことは、衛生面のみならず
搾乳技術の観点からも重要である。乳頭が
ぬれているとライナ口の吸引力が高まるた
め、ライナがせり上がってくる。その結果、
搾乳速度はあまり速くなく不完全となる。
実際には、乳頭が汚れていてぬれている
ことはとてもまれである。つまり大抵、乳
頭は乾いているが、汚れは十分に取れてい
ない。その点、湿った消毒済みタオルの使
用は効果的だ。消毒済みタオルを使うこと
で乳頭と搾乳手袋の両方を殺菌できるから
である。消毒済みタオルは、汚れが付着し
た乳房にも汚れが付着していない乳房にも
使うことが可能だ。
使い捨ての、乳牛１頭当たり１回のみ使
用可能なペーパータオルや消毒済みタオル
を使うとよい。綿製の乳房タオルを使うこ
ともいいだろう。ただし綿製の乳房タオル
は、新品を１頭ごとに使うことが望ましい
が、少なくとも１枚当たり最大４頭までに
とどめることだ。乳房タオルはいつも熱湯
で洗うとよい。病原体の感染を防ぐために
は、可能な限り両手、タオル、乳頭を乾燥
させておくことが重要だ。
　
重要なこと：乳房炎に感染した乳牛の乳
　　　　　　　房は、別のタオルで拭くこと

乳房の毛が短ければ容易に汚れを取り除
ける。乳房の毛を刈りこんだり毛先を焼い
たりして、日ごろから汚れの付着を防ぐこ
とが大切だ。

搾乳準備後、前搾りを行う。見て分かる
乳房炎を早期に発見するには、搾乳準備後、
前搾りすることが重要である。乳房炎を早
く発見すればするほど、うまく治る。さら
に感染が広がるリスクも減少する。
前搾りにより射乳反応が促されるととも
に乳頭管から乳房炎の病原体が排出され
る。ストリップカップのフィルター上にブ
ツが残れば、見て分かる乳房炎を識別でき
る。

射乳が始まったときに、クラスタ（ミル
カ）を装着することが重要である。
クラスタは乳頭に最初に手を触れてから
およそ60～90秒の間に装着する。搾乳準
備とクラスタ装着までを60～90秒にする
と、乳を容易にかつ完全に搾り切ることが
できる。
ただしタンデムパーラとロータリーパー
ラでは、このことがいつも当てはまるとは
限らない。これらのパーラでは、設計上の
搾乳準備プロセスを踏む必要がある。
ティートカップを装着するのは手作業

だ。搾乳者は、ティ
ートカップを前乳房
の乳頭から装着し始
めて、円を描くよう
な順番で後乳房の乳
頭に装着する。誤っ
て空気を吸い込ませ
ると、乳頭下で陰圧
を変動させるため望
ましくない。陰圧の
変動は、乳房炎感染
の危険を増加させ
る。ライナを装着し
たとき、ミルククロ
ーとミルクチューブ

正確に行う。
搾乳ごとにディッピングの薬液を取り替
えることが勧められる。ディッピングに比
べてスプレーは消毒薬の使用量が多い。ロ
ータリーパーラには大抵スプレーストール
がある。パーラの搾乳能力を維持するため
にスプレーストールを正しく使うことが重
要である。
いわゆる「バリアーティートディスイン
フェクタント」と呼ばれる薬効が長い消毒
液を使えば、さまざまな環境由来の乳房炎
病原体をうまく扱える。これは大抵濃度が
高いのでスプレーし過ぎないことが大切
だ。消毒液の効果を働かせたり、開いた乳
頭口への感染を防いだりするため、搾乳直
後、乳牛を横臥（おうが）させないことを勧
める。
搾乳前に乳頭を消毒することで、さまざ
まな乳房炎感染を予防することができる。
乳頭から有機物を取り除き、それから消毒
することが効果的である。消毒液の効果を
発揮させるには30秒間必要で、その後、
乳頭を拭く必要がある。
しかしこうした適切な手順というもの
は、日ごろの搾乳作業によく当てはまると
は限らない。消毒液が完全に拭かれていな
いとき、残留物が乳中に存在することが分
かっている。こうした理由で、乳業メーカ
ーは例外的な場合にしか搾乳前の消毒を許

乳房炎の発生を防ぐには、日ごろの搾乳作業でどのようなことが重要なのだろうか。
オランダ乳房健康センターが勧める工夫や注意点を紹介する。（訳者）

ビープロマガジン誌（オランダ）
訳／瀬野　裕（本誌編集部）

乳房炎と乳房の健康
　搾乳手順と殺菌法を守り感染を防ぐ

海外の
酪農雑誌から

搾乳準備

前搾り

クラスタの装着位置

乳頭を消毒する

待機時間

クラスタを離脱する
乳房清拭

せいしき

This article is printed from the February 2013 edition of ‘Dairy magazine of Veepro Holland’ with permission.
We make a cordial acknowledgement to Veepro Holland.

乳腺小葉
乳腺葉

図　乳腺と乳腺胞の模式図
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乳腺胞

乳管

（その３・  最終回）
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海外の
酪農雑誌から

さないのである。

乳牛の乳房は４つの分房からなる（前
図）。
乳はまず乳房中の乳腺胞に蓄積される。
乳は乳腺胞から乳管を通り、乳腺槽に流れ
込む。乳はこの乳腺槽から狭い入り口を通
って乳腺に流れる。この乳腺の狭い入り口
は「ファーステンバーグの輪」と呼ばれる。
乳頭の底には乳頭管がある。この細い乳
頭管はリング状の筋肉に囲まれている。通
常の状態では、このリング状の筋肉が乳頭
管を閉じさせている。乳頭管の内側は、ワ
ックス状の物質であるケラチンを分泌する
細胞によって覆われている。ケラチンには、
バクテリアが繁殖するのを妨げる効果があ
る。なお、乳頭管で外から見える部位は乳
頭口と呼ばれる。

平均して乳の80％は乳腺に蓄積され、残
り20％は乳腺槽に蓄えられる。乳腺槽の中
の乳は直接排出される。乳腺槽の乳はいわ
ゆる「変動性乳」である。乳槽から射乳を促
したり、搾乳したりするためには、乳頭の
神経を刺激することが必要である。そうす
るためには前処理が必要である。
乳房からできるだけ乳を取り出すには、
長い時間にわたって強い刺激をかけること
が必要である。自動搾乳の場合、乳頭をマ
ッサージする機能がこれに当たる。加えて
搾乳の間、環境を秩序よく穏やかにして、
乳牛をリラックスさせることは重要である。

泌乳は乳房の健康にとってリスクである。
泌乳することは乳頭管の構造に直接関係
する。広くて短い乳頭管の乳牛は、狭くて
短い乳頭管の乳牛よりも乳を出す。
乳頭管の構造は遺伝が強く影響する。し
かし泌乳速度が速い遺伝子を伝える種雄牛

を使うのは勧められない。乳房の圧力が高
いと、漏乳の機会を増やすのである。だか
ら搾乳間隔を長くすることができない。
カルシウムは泌乳に影響するから、バラ
ンス良くカルシウム給与をすることだ。
　　　　　　　　　　　　　　 (終わり)

 （注１）
乳房炎にかかった乳牛への幾つか
の対処法
ライナとクラスタの中に残る乳は、
乳房炎の病原体を乳牛間で運ぶ。し
かし乳房炎と見て分かる乳牛や体細
胞数が上昇している乳牛で使われて
いるクラスタを熱湯消毒していれば、
このように病原体が乳牛間を移って
いくケースを著しく減らす。
85℃の熱湯で少なくとも５秒間、
クラスタを洗うと最も良い消毒効果
が得られる。バケツに入れれば、熱
湯はクラスタに流れ込む。バケツの
中の熱湯の温度を保つには、渦巻き
式温熱器を使うと良い。
長いミルクホースにつないで、熱
湯をクラスタに流し込むという方法
もある。パーラに熱湯用のホースが
備えてあれば可能だろう。搾乳後、
ライナを自動的に熱湯で洗う装置も
販売されている。
乳房炎にかかっている乳牛の数が
多かったり、パーラが大きかったり

すると、こうした消毒方法は骨が折
れる。このような場合、乳房炎にか
かった乳牛を取りあえず最後に搾乳
することが勧められる。この方法を
取ると、感染が広がることなしに乳
房炎にかかった乳牛への治療計画を
立てることができる。もちろんタイス
トールバーンでは、別のクラスタを
使って乳房炎の牛を搾乳すると良い。

 （注２）
搾乳時の手袋
オランダ乳房健康センターの研究
によると、搾乳時に素手で作業する
のに比べて、手袋をした方がバクテ
リアの数が少なくなる。手袋は素手
よりも汚れを取りやすい。また手袋
をすると、手の皮膚の健康に良い。
手袋をするのに慣れてくると、搾
乳者はほとんど使用に熱心になる。
手にちょうどよい大きさの手袋を選
ぶことが大切である。搾乳の間、手
袋の汚れを落とすのを習慣にして、
搾乳ごとに新品を使うと良い。

乳を出す仕組み

泌乳とは
乳房の構造とは
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