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|原著|
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要約 乳牛における血乳症は生理的なものとされ，その発生機序に不明な点が多く，現在も治療

および予防法が確立されてはいない.今回，乳牛における血乳症の現状を把握する目的で， 2年間で

246例の治療カルテを調査した また血乳中の体細胞について顕微鏡学的観察を実施したその結果，

血乳症のみが治療対象であった例は94例 (38%)で血乳症と併発疾病が認められたものが152例 (62%)

認められた 併発疾病としては乳房炎が63例と最も多く，次いで、乳熱40例およびケトージス12例が認め

られた分娩前に血乳症が確認され治療されている例が認められた治療は主に止血剤が投与され，平

均治療回数土標準偏差は3.4土1.7回であった血乳中の体細胞には赤血球の他に分葉核球，単核球，リ

ンパ球，上皮系細胞，および細胞残屑が認められた血乳に特異的な細胞は認められなかったが，正常

乳と比較して血乳では上皮細胞および細胞残屑が有意に認められた これらのことから乳房内の細胞損

傷の可能性が示唆された

一一キーワード・血乳症，細胞残屑，上皮細胞，乳牛

1. はじめに

乳午における血乳症とは乳汁中に血液が混入している

状態で，局所的または全身的な障害によるものとされ数

日間の搾乳によって消失するとされている[1].原因と

しては生理的なものは分娩直後の泌乳開始時期の急激な

乳房の腫脹により乳腺の血管から赤血球が漏出するも

の，物理的な原因としては乳房の打撲により乳腺の血管

が損傷するためと考えられている [1，2J. 治療法はビ

タミンKやトラネキサム酸等の止血剤が使用されている

[1-3]. 稀に薬物応用の効果が全く認められず回復まで

1カ月近くを要する難治性の血乳症が発生する [4J 一

方，酪農家において血乳は異常乳であるため，完全に治

癒するまで出荷することができない.宮城県内のMN酪

農組合(平成22年度における組合農家戸数385戸)にお

ける集乳車の牛乳廃棄事故原因別発生件数(発生割合)

T 連絡責任者.菊池朋子 (NOSAI宮城県北家畜診療センター)
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では平成18年から平成22年度までの 5年間で細菌数20件

(35.l %)，抗生物質混入16件 (28.l%)に次いで、血乳に

よるものが14件 (24.6%)発生している(表 1) この

ように酪農家における血乳は経済的な損失が大きく，臨

床現場において大きな問題となっている.これに対して

血乳症に関する詳細な報告は少なく，原因の究明や適切

な治療法および予防法は見当たらない，そこで今回，血

乳症の病態解明の一助として，その発生状況を調査する

ことを目的に平成20年度から平成21年度の2年間に宮城

県内で発生した血乳症の治療状況について調査した更

に，血乳中の体細胞を観察した結果を報告する.

2. 材料および方法

平成20年4月から平成22年3月までの2年間にNOSAI

宮城(県南，中央および県北)家畜診療センターおよび

干987-0511 笠米市迫町佐沼字中江1-3-1 fi 0220-22-2790 FAX 0220-22-2791 
E-mail: tomoko.k@nosaimiyagi.or.jp 
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表 1.宮城県内MN酪農組合*における過去5年間の原因別乳質不良による集乳車タ ンク乳廃棄の発生状況

年度別 細菌数 抗生物質 血乳

平成18年度 9 2 

(%) (75) (17) (8) 

平成19年度 3 2 3 

(%) (37) (25) (38) 

平成20年度 5 4 7 

(%) (25) (20) (35) 

平成21年度 l 6 3 

(%) (9) (55) (27) 

平成22年度 2 2 。
(%) (33) (33) (0.0) 

合計 20 16 14 

(%) (35) (28) (25) 

-平成22年度における加入農家戸数385戸

図 1 血乳の状態

1空シャーレ 2正常乳 3乳房炎で凝固物混入の血乳
4重度の血乳

家畜診療研修所において，初診時に「血乳症」と診断さ

れた246例のカルテを調査し血乳症の治療状況を分析した

カルテの抽出には電子カルテシステム(宮城版)から

第一病名および第二病名に血乳症として入力されたデー

タを用いた 血乳症は肉眼的に正常乳に対し桃色~暗赤

色を呈する乳汁，または乳房炎により凝固物が混じるも

のまでさまざまであった(図 1) 乳房炎における細菌

培養は トリプチケースソイ 5%ヒツジ血液寒天培地(日

本ベクトンデッキンソン，東京)を用い，細菌の同定に

は同社の同定キッ トを用いた

乳汁中体細胞の観察は併発疾病の認められなかった血

乳発症牛5頭と，分娩後血乳が認められなかった 5頭を

用いた それぞれ分娩後 l臼-3日まで、の乳汁10mQを
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洗浄剤混入 体細胞数 合計件数。 。 12 

(0) (0) (100) 。 。 8 

(0) (0) (100) 

2 2 20 

(10) (10) (100) 

1 。 11 

(9) (0) (100) 

2 。 6 

(33) (0) (100) 

5 2 57 

(9) (3) (100) 

図2.遠心分離後の血乳

A重度の血乳の例 B肉眼的に正常乳に見えるが遠心分離によ
り血乳が確認された例

採取，直ちに 1分間遠心 (1，500回転/分)分離処理後 (図

2) ，沈査をスライドガラスに塗抹し，ギムザ染色を行

い，顕微鏡学的検査を実施した [5，6J 観察倍率は1，000

倍で，約30-50視野において赤血球以外の約300個の細

胞について出現割合を算出， Mann-Whitney U-testを実

施し危険率 5%未満を有意差ありとした

3 結果

治療状況調査 平成20年度は83例，平成21年度は163

例の血乳症に対する治療が実施されていた このうち血

乳症のみが治療対象であった例は246例中恒例で，その

内訳は初産牛が31例 (33%)， 2産目 以降の経産牛が63

例 (67%)であった また血乳症以外の併発疾病が認め



られたものが246例中152例 (62%)あり，その内訳は初

産牛が39例 (26%)，2産目以降の経産牛が113例 (74%)

認められた. しかし産次による併発疾病率に大きな差

は認められなかった (表 2) 次に表3に疾病別の治療

開始時期を示した 血乳症に対する治療開始時期は分娩

後 1週間に集中していた 血乳症のみの場合における治

療は治療回数 (平均回数±標準偏差)3.3土 2.2回で， 主

にトラネキサム酸およびビタミンKが投与されていた

併発疾病が認められた152例中，乳房炎が63頭 (41%)

と最も多く，血乳に対する治療回数は8.0:t4.l回で，分

娩前から治療が開始されている症例もあった また乳房

炎併発例のうち，細菌同定検査が実施されたのは19例

(30.l %)で，その内訳はStaPhylococcusaureus (SA) 

が 6例， Coagulase negative staphylococci (CNS)が 3

例，Streptococciおよび'"Escherichiacoliがそれぞれ2例，

Pseudo111onasu aeruginosaとArcanobacteriu111pyogenes 

がそれぞ、れ 1例および培地に菌が確認されなかったもの

が4例であった.これらの乳房炎起因菌による血乳の程

度に差は認められなかった 乳房炎擢患分房と血乳の分

房の関係を調査したところ，乳房炎擢患分房を含む分房

で血乳が認められた症例は36例 (57.l%)，乳房炎非擢

患分房のみに血乳が認められたものが6例 (9.5%)で

あった乳房炎併発例のうち57例 (90.5%)に対して，

表2 初産分娩牛と 2産以上の牛における併発疾病の発

生頭数

初産牛 2産以上の牛 合計

血乳症のみ 31 63 94 

併発疾病あり 39 113 152 

併発疾病率 (%) 56 64 62 

(併発頭数/合計頭数)

合計 70 176 246 

表3.疾病別治療開始時期と治療頭数

治療開始時期 血乳症のみ
乳房炎 乳熱

分娩前 4 。
分娩日 4 8 25 

分娩後 1~7 日 53 41 15 

分娩後 8~14 日 12 3 。
分娩後15~21 日 3 。 。
分娩後22~28 日 4 。 。
分娩 1カ月以上 17 7 。

合計 94 63 40 

事.第四胃変位 H 低カルシウム血症

トラネキサム酸製剤またはビタミンKの投与が行われて

いた.このうち終診日までに血乳が完治したものは 2例

(3.5%に 完治しなかったものが44例 (77.2%)，血乳の

転帰不明が11例(19.3%)であった その他，分娩日を

中心に乳熱 (40頭， 26%)，ケトーシス (12頭， 8 %) 

および第四胃変位(10頭， 7 %)が併発疾病として多く

認められた 治療に関しては併発疾病に対するものが多

く，止血剤が併用された症例は53例 (59.5%)であった

止血剤併用例で血乳に対する治療回数は3.5:t2.6回で抗

生物質の併用は無かった.また，終診日までに血乳が完

治したものは 2例 (3.8%) 完治しなかったものは42例

(79.2%)，血乳の転帰不明が9例(17.0%)であった.

血乳中休細胞の観察:血乳の塗抹標本中には赤血球の

他，ギムザ染色により紫色に染まる分葉核球やリンパ球

等の白血球由来細胞，乳腺細胞由来と思われる上皮細

胞，複数の細胞の集塊，核や細胞質が変性・崩壊した細

胞残屑が認められた (図3).正常乳の塗抹標本と比較

したところ同様な細胞が認められ，血乳に特異的な細胞

図3.乳汁塗抹標本中に認められた体細胞

a分葉核球 b単核球 c上皮細胞 d細胞集塊 e細胞残屑

併発疾病

ケトージス DA申 低Ca** 食i帯 その他a

l 3 。 。 l 

l 。 2 2 

6 3 2 2 14 

l 3 。 。
2 。 。
。 。 。 。 。
l 。 。 。
12 10 4 4 19 

a 産樗熱3頭，乳房水腫，妊娠中毒，ダウナ一症候群および肝炎が2頭，脂肪肝，胎盤停滞，難産，胃腸炎，肺炎，脱臼，

フレグモーネおよび宇U1Jii員傷が 1頭

-156-



(%) 

60 

40 

中
目

20 

。
血乳 (n=5) 正常乳 (n=5)

図4. 上皮細胞の検出割合(*: p<O.05) 
箱ヒゲ函は25，50，75パーセンタイルと最大および最少値を示し
にこコ内横線は中央値を示す.

は認められなかったしかし血乳の乳汁からは上皮細胞

および細胞残屑の割合が有意に多く認められた(図 4，

5) .またこの調査で観察した血乳は血色素が混入する

血色素乳ではなく構造を保った赤血球が確認され，赤血

球数は血乳で2，218:t1，495 (平均±標準偏差)個/mQ，

正常乳で2:t 1個/mQであった.

4.考察

分娩後の乳牛にみられる血乳は分娩後に急速に乳汁合

成ならびに泌乳が開始されることに伴い，乳腺組織へ多

量の血液が流入し乳腺局所の毛細血管が破綻することに

よって生じると考えられているが詳細な原因は不明であ

る [2]. 血乳の程度にも大きな差が認められ，重度の血

乳の場合には遠心分離 (1，500回転/分)では十分に赤血

球を分離できない場合から，肉眼的には正常乳に見える

が遠心分離により赤血球が確認されるものまであった

血乳の治療開始時期は分娩当日から分娩後2週間以内

が多かったが，分娩前の発生も認められたこれは畜主

が乳房または乳汁を意識的に見る頻度が分娩後の方が圧

倒的に多いため分娩直後における血乳の発見率が高いこ

とが要因と考えられたしかし，併発疾病がある場合に

は分娩前に血乳が発見されることがあり，血乳そのもの

は分娩前から発生している可能性が考えられた実際の

血乳の発生時期については今後調査する必要があると考

えられた調査対象の約 6割に乳房炎や周産期疾患を主

とした併発疾患が認められた併発疾患では乳房炎が最

も多かったが，乳房炎に擢患していない分房のみに血乳

が認められた症例がl割近く含まれていたまた一般に

乳房水腫は血乳と関連が深いと考えられているが，カル

テ調査上の併発例は 2例のみであった さらに乳汁中体

細胞調査の供試牛10頭のうち，乳房水腫が認められた牛

は3頭で，うち血乳が認められたのは l頭であった 以

(%) 

30 

=ト20 

10 

。
血乳(n=5) 正常乳(n=5)

図5. 細胞残屑の検出割合(*: p<O.05) 
箱ヒゲ図は25，50，75パーセンタイルと最大および最少値を示し
仁二コ内横線は中央値を示す

上のことから乳房炎や乳房水腫が必ずしも血乳を惹き起

こすとは限らず，血乳症を発症する牛ではこれらの他に

何らかの要因があると考えられた.また，今回の乳房炎

乳汁からの細菌分離結果において特定の偏りは認められ

ず，血乳の程度と乳房炎起因菌との関係は認められな

かった 乳房炎併発例においては抗生物質も併用されて

いたが，血乳症の治癒率は止血剤を用いていない症例と

ほぼ同等で、あった目

一般に出血は血管壁の損傷による破綻性出血と，血管

壁の透過性克進等によって生じる漏出性出血に分類され

る.また，生体が出血傾向を示す素因としては血管壁異

常，血小板異常，凝固系障害，線溶系の克進および抗凝

固因子の存在等が挙げられる 一方，血乳の治療に汎用

されているトラネキサム酸は線溶系で活性化するプラス

ミンを抑制することで止血効果を持続させ， ビタミンK

は凝固系因子のII，N，およびXの肝臓での合成を促進

することにより止血効果を示す 臨床現場で遭遇する血

乳においてこれらの止血剤が有効である場合，その出血

機転は破綻性出血であり，線i容系または凝固系の調節に

より止血効果を発揮していると考えられる. しかしこれ

らの薬剤が著効でない血乳については出血の原因，ある

いは止血凝固系の反応が一般的な破綻性出血とは異なる

と考えられ，止血剤の使用方法には検討の余地があるの

ではないかと思われた.また In vitroで、はあるがウシ

大動脈内皮細胞における酸化ストレスによる細胞障害が

報告されている[7].また，妊娠末期から分娩初期の周

産期の乳午において酸化ストレスと代謝の関係が報告さ

れている [8，9J これらのことから乳房における血管内

皮細胞の損傷も血乳の発生に関与していることが考えら

れた.

乳汁中に見られる細胞のうち 単核細胞は核や細胞質

の大きさおよび形態が多様であり，光学顕微鏡での判別
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は困難との報告日OJもあるが，細胞の直径が白血球の

数倍あり，細胞質内に多くの脂肪頼粒を持つ大型細胞は

乳汁中に剥離した乳腺上皮細胞と考えられた口1J ま

た血乳中には正常乳に比べて上皮細胞や細胞残屑が有意

に多く認められたことから，血乳症の牛では乳房内の血

管の障害だけでなく，乳腺上皮にも何らかの障害が生じ

ている可能性が示唆された

今後，血乳症発症牛の分娩前からの詳細な臨床検査や

飼養管理状況の調査を実施し血乳症の病態把握と予防

法および治療法の確立に繋げていくことが必要であると

考えられた.
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Bloody milk of the dairy COW: occurrence and 
somatic cell profiles in Miyagi Prefecture 

T.KiklICTIll)T，T.Ichij02)，Y.Yoshida3)，M.KohoI104)， 

I. Murayama3)， C， Takahashi3)， Y. Kimura3)， H， Satoh2) 

1) Ken-hoku Veterinaり ClinicalCenter， Miyagi Federal Agricultural Mutzωl Aid Association 

2) Cooperative Department 01 Veterinary Medicine， FaculかぜAgriculture，I.ωαte Universiか

3) Veterinary Clinical Training Center， and 4) Ken寸tanVeterinary Clinical Center， Miyagi 

Federal Agricultural Mutual Aid Association 

ABSTRACT The cause of bloody milk in dairy cows is still unknown， and standard treatment and 

pr巴ventionstrategies have not been established， In this study， we investigated the medical records of 

246 cows in Miyagi Pr巴fecture，J apan， to understand the curr巴ntsituation and examined their stock巴d

milk by light microscopy， One hundred and fifty-two cases (62%) had bloody milk as w巴11as mastitis， 

ketosis and/or other conditions， The majority of the cases were treated with hemostatic agents， 

and the mean number of treatments was 3.4:t 1.7 per animal. By microscopy， segmented leukocytes， 

lymphocytes， epithelial cells and cell debris were observed in bloody milk. Epithelial cells and cell debris 

were more extensively noted in severe cases， These results suggest a possible association between 

epithelial damage in the mammary gland and bloody milk. 

一-KeyWords : bloody milk， cell debris， dairy cow， epithelial cells 
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