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Summary 

7 

We investigated the usefulness of a portable endotoxin test system for the inspection of milk. The endotoxin 

units of quarter and bulk milk from clinically healthy cows. and quarter milk from cows with coliform mastitis 

were measured using this system. The median endotoxin unit in healthy quarter milk was 0.65 EU/ml (n = 32. 

interquartile range: 0.43-1.25 EU/ml). The endotoxin unit of bulk milk was 2.05 EU/ml (n = 11. 0.92-5.75 EU/ml). 

The quarter milk from mastitic cows had markedly high endotoxin units (n = 11. 2.073 EU/ml. 52-3.807 EU/ml). 

These results showed differences between the types of milk. This endotoxin system is useful for evaluating 

endotoxin levels. though further research is needed for evaluating the prognosis of coliform mastitis. 

Key words : bulk milk. cow. endotoxin. quarter milk 
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序文

酪農場において発生する疾病の中で日常的に頻発する

乳房炎は、乳質や乳量の低下、抗菌剤治療による乳汁の

廃棄など経済的損失をもたらす 2)。特に大腸菌性乳房炎

では午が重篤な状態に陥りやすく、予後不良につながる

危険性の高い疾病であるため、より早期の的確な診断に

基づく治療が求められる。しかし、現在臨床現場で実施

されている乳汁からの大腸菌群の分離には18から24時間

程度の時間を要する 2)。
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近年、大腸菌性乳房炎における診断法のーっとしてエ

ンドトキシン (Et)濃度の測定が検討されてきており、

乳汁中Et濃度が大腸菌群の感染に起因する乳房炎の早

期の確定診断あるいは予後診断の指標として有用である

ことが報告されているし 4. 8. 14)。一方、食品衛生分野に

おいても、製造過程が複雑化する乳製品の品質管理とし

て、生乳における環境からの細菌汚染の指標として乳汁

中Et濃度が測定されている 6. 7 叩)。このようにEt濃度

の測定は、今後益々乳生産現場における乳房炎防除ある

いは衛生管理への活用が期待される。

従来のEt濃度の測定法である LimulusAmoebocyte 

Lysate (LAL)法は、卓上型の専用機器や分析ソフトが

必要であり、操作にある程度の時間を要するため、迅速

性および効率性が求められる酪農現場での応用が容易で

はない現状があった。これまでのEt濃度測定の報告で

は多くの場合、 Etの単位に重量Imlが用いられてき

た。 Etはグラム陰性菌の外膜成分であり、親水性部分

(糖鎖)と疎水性部分(リピドA) を持つため、水に溶

けると見かけの分子量が数十万から数百万のミセルを形

成するヘリピドAが生物活性を担う本体とされ、 Etの

ミセルの大きさによって生体に対する発熱作用に違いが

生じたり、 Et測定時にはリムルス試薬との反応の程度

が変化することが知られている 5 日)。すなわち、同じ重量

のEtでも水溶液中で、はしばしば様々な生物活性を示す。

したがってEt濃度の測定の際には標準Etの生物活性を

もとに定められたエンドトキシンユニット (EU)/mlを

単位として用いた方が、生物活性を比較する上で有効と

考えられる 3)。実際、ヒトの医学領域ではEtの濃度の有

効な単位としてEU/mlが用いられており、ベットサイ

ドで迅速にEtを測定することができる簡易型Et測定シ

ステムが活用されている。

以上の背景を踏まえ、本研究では、ヒトの医療で利活

用されている簡易型Et測定システムを用いて、正常な

乳(健康分房乳、バルク乳)および病的な乳(大腸菌性

乳房炎分房乳)のEt濃度 (EU/ml)を明らかにし、本

システムの酪農現場での応用性を検討した。

材料および方法

1 .乳のサンプリング

本試験に使用した乳サンプルは、健康乳として江別市

のl農場からブツを含まず色調も正常な臨床的に異常の

見られなかった搾乳牛の後搾り乳(健康分房乳)37検体

と、江別市および千歳市の一般の酪農場からのバルク乳

11検体が用いられた。また、病的な乳として、江別市お

よび千歳市の計6農場において大腸菌性乳房炎と診断さ

れた乳牛の擢患分房乳(大腸菌性乳房炎分房乳)11検体

が用いられた。なお、試験期間は、 2011年11月から2012

年8月までであった。

分房乳は乳頭および乳頭口を適正に消毒した後、 Et

フリーの14mlの試験管 (BDFalcon ™ポリスチレンラ

ウンド・チューブ.BD Biosciences Discovery Labware. 

NE. U.S.A) に採取された。また、バルク乳はバルク

クーラーから Etフリーのチューブ(トップエクステン

ションチューブV. ノーマルタイプ 150cm(2.1 ml). 

トップ(株).東京)および、10mlのシリンジ(トップディ

スポシリンジ， トップ(株).東京)を使用して同様に

Etフリーの試験管に採取された。なおサンプルは、採

取後直ぐに -20
0

C以下で凍結保存し、 2週間以内に分析

した。

2. 乳汁中エンドトキシン (Et)濃度の測定

乳汁中Et濃度は、酒見ら [14J と同様に、簡易型エ

ンドトキシン測定システム (Endosafe⑪-PTSTM. Charles 

river. SC. U.S.A) を使用してカイネティック合成基質

法 (PKC法)で測定された。測定にはすべてEtフリー

の試験管とピペットチップが使用された。なお、 PTS™

カートリッジの測定範囲は0.01から1.0EU/mlであった。

3.体細胞数および総菌数の測定

乳汁中体細胞数、総菌数はブリード法(直接個体鏡検

法)で測定された 9)。

4.生菌数の測定

乳汁中生菌数の算定は、血液寒天培地(日水製薬

(株).東京)およびマツコンキー寒天培地(アイサイエ

ンス(株).埼玉)を用いた。すなわち、それぞれの培

地に検体を0.1mlずつ接種し、血液寒天培地は37
0

Cで48

時間、マツコンキー寒天培地は37
0

Cで24時間の条件下で

培養後、出現したコロニー数を観察し、検体 1ml当た

りの生菌数を算定した。なお、健康分房乳において

1ml当たりの生菌数が250CFU以上であった 5検体

は、異常乳として除外されたため、各データの評価は32

検体を対象とした。

5.大腸菌性乳房炎の調査

疾病調査として、 NOSAIのカルテデータから大腸菌

性乳房炎の初診時の病勢、初診時から終診時までの主な

治療法および予後を調査した。なお、病勢は初診時の症

状により 4段階に分類された(表 1)。原因菌の同定

は、第一岸本臨床検査センター(札幌市)で実施され

た。すなわち、血液寒天培地およびBTB寒天培地を用

いて分離された大腸菌群は、全自動細菌検査装置
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(VITEK 2 TM-compact， SYSMEX bioMerieux Co..Ltd.. 

東京)で分析され、菌種が決定された。

6.統計処理

データの処理は統計ソフトウェア SPSSver. 17.0 

(SPSS JAPAN Inc.. 東京)で実施された。健康分房乳

の乳汁中Et濃度、体細胞数、総菌数および生菌数との

相関分析では、各項目の値を対数変換して、ピアソンの

相関係数を求めた。また、 2群の差の検定にはMann-

Whitney検定を用いた。

結 果

1.健康分房乳およびバルク乳

健康分房乳およびバルク乳の乳汁中Et濃度、体細胞

数、総菌数および生菌数を表2に示した。健康分房乳の

乳汁中Et濃度の中央値は0.65EU/mlであった。なお、

健康分房乳から大腸菌群は分離されなかった。バルク乳

の乳汁中Et濃度の中央値は2.05EU/mlであり、健康分

房乳のそれに比べ約 3倍高い値を示した。

健康分房乳の乳汁中Et濃度と体細胞数 (r= 0.305、

P = 0.090)、総菌数 (r= 0.252、P= 0.165)、生 菌数

(r =0.l28、P=0.484)との問に相関関係は見られなかった。

表 2. 健康分房乳およびバルク乳の乳汁中エンドトキシン濃度、体細胞数、総菌数および生菌数

項目 検体 中央値 四分位範囲 平均値±標準偏差

エンドトキシン濃度 健康分房乳 0.65 0.43~ 1.25 0.83:!: 0.46 

(EU/ml) バルク乳 2.05 0.92~5.75 8.19:!: 14.24 

体細胞数 健康分房乳 33.3 2 1.4~61.4 91.4:!: 180.8 

(x 103/ml) バルク乳 61.4 38.6~82.5 65.l:!: 28.4 

総菌数 健康分房乳 23.7 8.1 ~49.1 32.6:!:29.0 

(x 103/ml) バルク乳 145.6 98.3~182.5 133.4:!: 58.7 

血液寒天培地 健康分房乳 。 o ~30.0 36.0:!: 61.7 

(CFU/ml) バルク乳 2.640 1.200~ 3.300 4.004:!: 5.907 

マツコンキー寒天培地 健康分房乳 。 。 。
(CFU/ml) バルク乳 。 O~O 7.3:!: 24.1 

表 3. 大腸菌性乳房炎分房乳の乳汁中エンドトキシン濃度、体細胞数、総菌数および生菌数

項目 中央値 四分位範囲 平均値±標準備差

エンドトキシン濃度
2.073 52~3.807 2.421 :!: 2.668 

(EU/ml) 

体細胞数
6.774 2.1 13~24.346 1l.810:!: 13.037 

(x 103/ml) 

総菌数
1.306 383~2.708 1.583 :!: 1.299 

(x 103/ml) 

血液寒天培地
1.620 100~12.100 9.168:!: 15.114 

(CFU/ml) 

マツコンキー寒天培地
1.320 o ~17.340 7.751:!: 1l.340 

(CFU/ml) 
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表 4. 大腸菌性乳房炎の病勢と乳汁中エンドトキシン濃度

病勢*1 治療法 エンドトキシン
No. 初診日 終診日 原因菌 濃度診療回数 レベル

原因療法*2 対症療法*3 (EU/ml) 

I 2011/11/21 2011/11/26 8 4 A. B a. b. c， d Escherichiαcoli 7，026 

2 2011/11/25 2011/12/17 16 4 A. C a， b， c， e， f 同定せず 2.073 

3 2011111/24 2011/12/1 6 A. B a， b， C Escherichia coli 52.4 

4 2011/12/1 2011/12/12 10 2 B， D， E， D a， b， e 同定せず 151 

5 2011/11/20 2011/11120 A 特になし Klebsiella oxytoca 23.1 

6 2011/12/2 2011/12/3 I A 特になし Klebsiella oxytoca 30.4 

7 2012/2/23 2012/2123 1 2 A 特になし Escherichi，αcoli 7，116 

8 2012/2/1 2012/2/10 3 A 特になし Escherichiαcoli 686 

9 2012/6/19 2012/6/25 9 4 A. B a， b， c， d， e Escherichiαcoli 3.224 

10 2012/7127 2012/8/1 6 4 A. B a， c， d， e， f Escherichiαcoli 3.807 

11 2012/8124 2012/8124 2 A. B 特になし Escherichi，αcoli 2.439 

本表l参照。

叫 :A セファメジン、 B セファゾリン、 C ゲンタシン、 D ベンジルペニシリンプロカイン、 E アンピシリン、 D 硫酸カナマイシンo

H:a 糖類・血液代用剤、 b カルシウム製剤、 c ビタミンBl製剤、 d 副腎ホルモン剤、 e 解熱鎮痛消炎剤、 f 血液凝固阻止剤。

2.大腸菌性乳房炎分房乳

大腸菌性乳房炎分房乳の乳汁中Et濃度、体細胞数、

総菌数および生菌数を表3に示した。また11例の大腸菌

性乳房炎における分房乳中Et濃度と病勢、治療法およ

び原因菌を表4に示した。

乳汁中Et濃度の中央値は2，073EU/mlであり、健康分

房乳に比べ約3，000倍の著明な増加を示した (P<O.OOl)。

考察

本試験のEt測定で用いられたPKC法は、従来の比濁

時間分析法と同様に、乳検査において有用性があること

が報告されているヘ PKC法において試料中の反応干渉

因子が試験結果に影響を及ぼすことがあり、日本薬局方

ではEt試験での添加回収率を50から200%の範囲内と定

めている 3)。今回、 PKC法の添加回収率は55から152%

であり、測定中の反応干渉は問題なかったと判断され

た。また、 Et濃度は l検体あたり約20分間と、非常に

迅速に測定することができた。

健康分房乳32検体の乳汁中 Et濃度の中央値は0.65

EU/mlであった。バルク乳11検体の乳汁中Et濃度の中

央値は2.05EU/mlであり健康分房乳に比べ約 3倍の値

を示した。また、酒見ら12) は、市販の牛乳と乳飲料等

(乳飲料および成分調整牛乳)の乳汁中Et濃度がそれぞ

れ21.2EU/mlおよび264EU/mlであったと報告してい

る。このことから、生乳では加工過程を経るにしたがっ

て、ミルクラインやバルククーラ一、さらにその後の製

造ラインに存在するグラム陰性菌の菌体成分が蓄積して

くるものと考えられた。

大腸菌性乳房炎分房乳11検体の乳汁中Et濃度の中央

値は2，073EU/mlであり、健康分房乳に比べ顕著に高い

値を示し、過去の報告と一致していた 4.へまた、検出

されたEt濃度の範囲がおから7，116EU/mlと広範で、あっ

たが、最小値でも健康分房乳の値に比べ30倍と高値を示

すことから、乳汁中Et濃度は大腸菌性乳房炎の診断指

標となりえると考えられた。

起立不能後に死亡した午や、泌乳停止あるいは乳房炎

が慢性化となり予後不良となった牛は、回復した牛に比

べ活力および食欲の減退などの全身症状が強く、さらに

乳汁中Et濃度が高いことが報告されている 8. 14)。しか

し、本試験の症例において病勢レベルが比較的低い牛で

あっても乳汁中Et濃度が高値を示すものがあり、過去

の報告と必ずしも一致しなかった。その理由として、乳

房炎の発症から採材までの時聞が関係していることが考

えられた。なぜなら大腸菌性乳房炎感染から初診までの



12 家畜衛生学雑誌、 第40巻第 I号 (2014)

時聞が短い症例は、その時間が長い症例に比べ、症状が

軽度の割には乳汁中のEt濃度が高いということが報告

されているからである 8)。今後乳房炎の病状ステージを

把握した上で、乳汁中Et濃度と臨床症状の関係を検討

する必要があると思われた。

本試験では健康分房乳、バルク乳および大腸菌性乳房

炎分房乳の乳汁中Et濃度 (EU/ml)のレベルの違いが明

らかとされた。また今回使用した簡易型Et測定システ

ムは操作が簡便であり、短時間で正確な測定が可能であ

るため酪農現場においても充分応用可能であると考えら

れた。すなわち具体的には、個体乳レベルでは初診時の

大腸菌性乳房炎の判別あるいはその病態把握として、ま

たバルク乳レベルでは農場HACCPにおける衛生管理評

価として、本システムの活用は有効であると思われる。
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要約

乳牛の乳検査における簡易型エンドトキシン測定シス

テムの有用性を検討するため、臨床的に健康な牛の分房

乳 (32検体)、一般農場のバルク乳 (11検体)、大腸菌性

乳房炎催患分房乳 (11検体)のエンドトキシン (Et)濃

度を本測定システムによって測定した。健康分房乳にお

ける Et濃度は、中央値0.65EU/ml (四分位範囲:0.43~ 

1.25 EU/ml)、バルク乳では2.05EU/ml (0.92~5.75 

EU/ml)であった。一方、大腸菌性乳房炎乳では、 2，073

EU/ml (52~3，807 EU/ml) であり著明な高値を示し

た。以上より健康分乳、バルク乳、大腸菌性乳房炎乳に

おける Et濃度のレベルの違いが明らかになり、本シス

テムが各乳の評価に応用可能であることが示された。

キーワード:バルク乳、乳牛、エンドトキシン、分房乳
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