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宮崎県畜産試験場研究報告第 25号（2013)

分娩前乳房炎検査を活用した乳房炎低減対策

西村慶子・中園締二・恒吉吉和・鶴田清秀・中原高士

Influence which an ante-partum mastitis inspection has on 

the onset of mastitis at the time of a delivery 

Keiko NISHIMURA, Teiji NAKAZONO, Yoshikazu TSUNEYOSI宜，

Kiyoshide TSURUTA, Takashi NAKAHARA 

〈要約〉分娩予定日 10日前の乳汁を採取し，乳汁性状と CMT変法による乳房炎陽性反応との関

係および分娩前の治療効果を調べた．分娩前の乳汁性状は，粘度の高いスコア 4から粘性がな

く初乳様，牛乳様および水様を示すスコア 3,2および 1の4種類に分類された．乳汁性状と乳

房炎陽性反応との関係は，スコア 4,3, 2および 1の順に高くなった．なお，分娩前の乳汁採

取により分娩後の乳房炎感染率が上昇することは認められなかった．また，分娩前の乳房炎治

療は，分娩時の乳房炎発症を抑制するが，その治療効果は，治療後3日以降に分娩した場合に明

確であった．さらに，分娩前治療は，無処置の場合と比べて分娩時の乳房炎陽性率が低くなり，

生乳出荷までの日数および廃棄乳量の減少が認められた．以上のことから，分娩前乳房炎検査

は，乳房炎陽性分房の早期発見および早期治療が可能となり，乳房炎予防対策の1つの方法とし

て利用できることが示された．

乳牛の乳房炎は，治療および休薬期間中の生乳廃

棄による経済的損失を伴うことから，牛群の健康管

理上で最も重要な疾病である．本県では乳用牛の主

要な疾病のうち，乳房炎が約30%を占めている（家

畜共済事業実績表 2009）.従来、泌乳中の乳房炎

は分娩後に感染し，発症すると考えられてきた．し

かし，乳房内の新規感染率は泌乳期よりも乾乳期で

高く，特に、乾乳直後と分娩直前のリスクが高いこ

とおよび乾乳期間中の乳房内感染がその後の泌乳期

の臨床型乳房炎の発症に大きく影響することが報告

されている（Greenら 2002）.これまで乾乳期の乳

房炎対策は，乾乳日に抗生物質を乳房へ注入する方

法が行われており，前乳期や乾乳直後の乳房内感染

に対して一定の治療や予防効果が認められている

が，分娩直前の予防対策は不十分である．近年，分

娩前の乳汁性状が分娩後の乳房炎発症に関係し，乳

汁検査に基づく予防的な治療は，分娩後の泌乳期の

臨床型乳房炎の発生抑制およびバルク乳体細胞数の

減少につながることが報告されている（板垣ら 200
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5）.そこで，分娩前における乳汁性状と乳房炎発症

との関係および分娩前の治療効果について調査し

た。

試験方法
1. 乳汁検体

本研究は2009年4月から2012年3月にかけて宮崎

県畜産試験場で飼養管理されている乳牛74頭， 291

分房から分娩予定日の10日前に乳汁を採取した．

2.乳汁性状のスコア化

各分房から採取した乳汁の乳汁性状は，粘度およ

び乳汁中国形物ならびにCMT変法で、pHを示す色調お

よび体細胞数を示す凝集を調査した．乳汁スコアは，

粘性が無く透明色を示す（スコア1）から，粘性が

有り水飴状を示す（スコア4）までの4段階にスコア

化した（表1).
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3. 分娩前の乳房炎治療

分娩前の乳房炎治療効果は，分娩前乳房炎検査で

乳房炎陽性反応を示した分房に対して，治療した場

合（治療区）および放置した場合（無処置区）を設

定した．治療は，分娩予定日 10日前にセフロキシム

ナトリウム含有の泌乳期用乳房炎軟膏を1回注入し，

分娩時の乳房炎陽性反応もCMT変法で調べた．

表1.分娩前の乳汁性状

名古ちゅう’性 スコア4 スコア3 スコア2 スコアl

粘性 有 無 無 無
色 初乳様・半透明 初乳様 牛乳様 透明

結果と考察
1. 分娩前の乳汁性状と乳房炎

分娩予定日 10 日前に採取した乳汁性状と乳房炎

との関係を表2に示した．分娩前の乳汁性状は，乳

汁スコア 4,3, 2および lの順に， 37.8%,29.9%, 19.2 

%および 13.1%となり，北崎ら（2012）の分娩前の

乳汁では水状の頻度がやや少ないとの報告と同様で

あった．さらに， CMT変法で乳房炎の陽性反応を

示した分房は，乳汁スコア 4, 3, 2および lの順に

低くなった．分娩前の乳汁の粘度と乳房炎との関係

は，粘度が高いと乳房炎原因菌の分離が低く，初乳

様，水様と粘度が低くなると乳房炎原因菌の分離が

高くなることから，分娩前乳汁の粘度が低いほど乳

房炎に感染していることが示されている（北崎

2012，壇原 2012）.本研究においても，乳汁スコア

が 3, 2および lの乳汁で乳房炎原因菌が分離され

たことからも，分娩前の乳汁性状から乳房炎を発症

している分房が推測できることが示された．

表2 分娩前乳汁性状と乳房炎陽性分房との関係

乳汁 検査 陽性 陽性割合
スコア 分房数 分房数l （%） 

4 110 0.9 

3 87 20 23.0 

2 56 25 44.6 

38 24 63.2 

1CMT変法による判定

さらに，前産次の乳房炎，罷患歴と分娩前乳房炎検

査との関係を表3に示した．前産次の乳房炎擢患歴

の有無と分娩前乳房炎検査に関係は認められなかっ

た．乳房炎擢患歴と分娩前乳房炎発症については，

一般の酪農家において，前産次中に乳房炎に擢患し

た牛が分娩前に乳房炎を発症する場合が多く，これ

は前産次中に発症した乳房炎が乾乳期中又は分娩後

に再発を繰り返していることが原因であるとの報告

がある（板垣ら 2005）.しかし，壇原ら（2010）は，

前産次の乳房炎履歴と乳汁性状との聞に関連が認め

られないことを報告しており，板垣ら（2005）の報

告と一致しなかった要因として，館、乳中の乳房炎治

療や乾乳期軟膏の注入を確実に実施しており，前産

次中に擢患した乳房炎による乳腺組織の損傷が乾乳

期中に修復されているためと報告している．本研究

においても，泌乳期中の乳房炎治療や乾乳軟膏の注

入を実施していることから，前産次の乳房炎擢患歴

35 



宮崎県畜産試験場研究報告第 25号（2013)

と分娩前乳房炎発生とに関連が認められず，壇原ら

(2010）の報告と一致したと考えられる．

表 3 前産次の乳房炎擢患歴と分娩前乳房炎陽性反

応との関係

既往歴検査分房陽性分房陽性率（%）

なし 141 26 18.4 

あり 62 16 25.8 

2. 分娩前乳房炎治療の効果

分娩予定日 10目前に採取した乳汁検査結果と分

娩時の乳汁検査結果との関係を表4に示した．分娩

前乳汁検査で陰性を示した分房は分娩時に陽性を示

した割合が 1%以下であったが，陽性を示した分房

では 43.3%となったことから，分娩前に正しい搾乳

手順により乳汁を採取することで，乳房炎を発症す

る可能性は低いことが示された．

表4 分娩前検査結果と分娩時検査結果との関係

分娩前 分娩前検査分娩時乳房炎 分娩時乳房炎
検査結果 分房数 陽性分房数 陽性率（%）

陰性

陽性
221 
30 

2 

13 
0.9 
43.3 

次に，分娩前に乳房炎陽性を示した分房に治療し

た場合の治療効果を図 lに示した．乳房炎陽性率は，

分娩前治療から 2日以内に分娩した場合で 90%以

上， 3日以降に分娩した場合で20%以下となった．

このことから，分娩前治療の効果は，治療から 3日

以降に現れることが明らかとなった．
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分娩前治療からの経過日数

図 l 分娩前治療からの経過日数が分娩時の乳房炎

尿性反応に及ぼす影響

分娩前治療の有無が分娩時の乳房炎陽性反応に及

ぼす影響を表 5に示した．分娩時の乳房炎陽性率は，

無処置区よりも治療区で 33ポイント低下した．分

娩前の治療は分娩日の細菌分離率を減少させる（壇

原ら 2011）ことから，分娩後の乳房炎発症が減少

することを示した報告（板垣ら 2005，小松ら 2007,

壇原ら 2011）と一致した．さらに，分娩前治療が

経済性に及ぼす影響を表6に示した．無処置区と比

べて治療区で，分娩から生乳出荷までの日数が 2日

間短く，搾乳牛 l頭あたりの廃棄乳量が 90kg減少

したことから，分娩前の治療により乳代損失額は約

8,000円少なく，治療費等を加えた経済的損失額は

約 10,000円少なくなることが明らかとなった．

表 5 分娩前治療の有無が分娩時の乳房炎陽性反応

に及ぼす影響

分娩前 分娩時乳房炎分娩時乳房炎

検査分房数陽性分房数 陽性率（%）

治療区1 28 3 10.9 

無処置区 30 13 43.3 

1分娩前治療から3日以降に分娩した乳牛で算出．

これらのことから，分娩前の乳汁検査は乳房炎陽

性分房の早期発見ができ，早期治療を組み合わせる

ことで，分娩時の乳房炎発生を抑制できることが示

され，乳房炎を予防する 1つの方法として有効であ

ることが示された．なお，本研究の結果を基に，「分
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表 6分娩前治療の有無が生乳出荷までの日数，廃棄乳量および経済性に及ぼす影響

頭数
分娩から生乳 廃棄乳量 乳代損失額 経済的損失額l

出荷までの日数 （均／頭） （円／頭） （円／頭）

治療区 19 10 企 117.9 企 13,049 企24,403

無処置区 17 12 企207.7 .6.20,962 .6.35,016 

'1頭あたりの廃棄乳代，治療代（263円／回），飼料代（1,065円／日），その他資材

(54円／日）から算出．

娩前乳房炎検査マニュアル」を作成し（図 2），酪

農家への普及を図った。

分娩前乳房炎検査マニュアル

宮崎県畜産諒験場

図2 分娩前乳房炎検査マニュアル（表紙）
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