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乳房炎に真っ向から挑む

現場で臨床獣医師が考えなくてはいけない事項

はじめに

乳房炎はなかなか根絶する事は難しい。だからといって逃げてはいけないし、

取り組まない訳にも行かない。乳房炎が酪農家にとって経済的被害が大きな病気

である事は明白である。その乳房炎を防除するには、搾乳作業・牛舎作業全般を

評価しないでは片手落ちになる。筆者が酪農家に出向き乳房炎対策を考える時に、

何を考え、物事をどうのように捉えているかを紹介しながら、皆様の御意見を得

たいと思う。

１．乳房炎（乳質）をどのように捉えるか

乳質（衛生的乳質と成分的乳質のいずれも）は、酪農場で作られる牛乳という

製品の品質チェック項目と考えられる。従って農場内のあらゆる部門の不具合が

製品の品質に影響を与える。ただひとつの事（部署、部門）が原因で、乳質が悪

くなる事は少ない。農場内の色々な事柄が複雑に絡み合っての結果、牛乳という

製品の品質の良否が決まると考えている。

スナップショットとビッグピクチャー

乳質改善に当たり、スナップショットとビッグピクチャーを理解しなくてはい

けない。スナップショットとは、記念写真を撮るようにその瞬間を映し出してい

るものであるが、時間の流れが判らない。物事を改善後、直ちに効果が出現する

ものもあれば、時間がかかるものもある。ひょっとした偶然の出来事かもしれな

い。スナップショットを連続する事（書いて記録を取る。写真で記録する。ビデ

オで記録する）で、時間の流れを作り、乳質改善効果を確認しなければいけない。

ビッグピクチャー 農場の全体像を理解する（把握する）

乳房炎となると、獣医師は得意とする細菌検査に陥りがちである。しかし、い

くら細菌を眺めても、乳房炎防除（ここでは臨床型乳房炎の防除とするよりも、

潜在性乳房炎の防除、体細胞数の低下を意味します）は成功しない。一時的に淘

汰により乳質は良くなりはするものの、その継続は難しくなる。特に黄色ブドウ

球菌に関して、細菌検査で発見すれば隔離・淘汰では、酪農家の経営が持たない。

悪さをしないように封じ込めるべきである。

筆者は、乳質改善を細菌からではなく、農場全体を眺めながら、本当の原因が

何処にあるのかを探し続けている。突き詰めると、乳房炎の原因は人にある事が

圧倒的に多い。酪農家に何が原因かを話し、共同してその原因を取り除く事をし

なければ、安定した乳質改善にはならない。これには酪農家ととことんお付き合

いする気がないと出来ないし、仕事が忙しいなどと言っていては、本当の乳房炎



対策は出来ない。それでは“忙しいから出来ないという酪農家”と同じ事になる。

何が出来ないではなく、何が出来るのかを考えなければいけない。

写真－１

牛舎から運動場への出入り口の写真である。現状

では大きな問題はなさそうであるが、地形からする

と雨の時にはぬかるむ事は予想される。その時に牛

の足は黒く汚れ、寝た時には乳房を汚す。乳房炎の

発生が多くなる原因である。それが季節性として出

現するかはぬかるみ次第である。まずは、出入り口

の排水設備をしっかりと整備する事が、乳房炎予防

の第１歩となる。それを見抜き、証拠を得る事で、

酪農家を説得する材料とする。

２．乳房炎に如何に取り組むか。

顕微鏡的視野から離れて、農場全体を見るように流れを考えてみた。それによ

り本当の原因を捜し出し、酪農家とその内容を協議・協力して改善にあたる。理

論的知識があれば、検査道具はいらない。見るだけでも充分である。

①乳頭口の状態

○乳頭口が荒れている牛が多いのは何が原因か？出来るだけ多くの原因を列挙

できれば解決につながるが、搾乳・ミルカーに対する基本知識がないと過搾乳

だけが原因となってしまう。

○過搾乳かもしれないと思えば、搾乳作業を見ないで答えが出ない。

○パルセーターの不備かもしれないと思えば、検査しないで答えは出ない。

○搾乳クロー内圧が高いか低いか。搾乳中の検査をしないで答えは判らない。

○牛に対する扱いが悪く、その結果過搾乳になっているかもしれないと思えば搾

乳作業を見ないで答えは出ない。

○過搾乳になる原因は、装着ミスかもしれない。オキシトシンとクローのバラン

スを見るために、搾乳作業を見るべきである。

○離脱装置の不備が疑われるのであれば、搾乳を見て、残乳量を調査してみる。

○ミルカーを疑うのであれば、プロに検査を依頼する。

②ライナー ミルカーの観察

疑ってみるのであれば、搾乳中にミルカーを観察しなければいけない。何が起

きているのかを見ないで答えは出ない。特に初乳用バケットミルカー、治療用バ

ケットミルカーは要注意である。洗浄不良、メンテナンス不良が圧倒的に多い。

バケットミルカーの洗浄の仕方を知らないで話をすると、墓穴を掘る事になりか

ねない。その他パーラーの洗浄不良、ゴム類の劣化など見るべき点は多い。

搾乳後のパーラーの洗浄の仕方、機械洗浄を見る事も細菌数問題を解決する一



手段である。見るためには、洗浄理論を知る必要がある。

設定真空圧はどれくらいがよいのか？ローラインなのか、ハイラインなのか、

それとも真空２系統なのか？その時のバケットミルカーはどのように使われて

いるのか。顕微鏡を見ていては解決できない。搾乳現場に立ち会うべきである。

写真－２

バケットミルカーのパルセーター波形である（下段）。完全に異常を示してお

り、壊れている状況である。この異常バケットミルカーを初乳用と乳房炎牛用に

使用していた。バケットで搾乳すると牛が嫌がり、なかなか治らないとの事であ

った。当然の事である。少なくとも１年に１回以上は検査を受けないといけない。

上段はパーラーのパルセーターの波形であるが、Ｂフェイズに波があるのが問題

である。

写真－３

パーラーでの搾乳中のクローの状態である。これ

をみて乳房炎に関係すると見抜けなければいけない。

酪農家はこれが正常であると教えられ、何も疑問を

抱いていなかった。それが一番の問題点でもある。

農場には多くの関係者が出入りしていたはずである

が、誰一人として搾乳中に見なかったのであろう

か？疑問を持たなかったのであろうか？

写真－４

乳房炎治療用のバケットミルカーである。写真で

は判りづらいが、ライナーゴムは劣化し、表面にひ

び割れが生じている。これで初乳用と乳房炎牛用を

搾乳するのである。



③搾乳作業のビデオ撮影

酪農場でもっと重要な乳房炎防除対策である。搾乳現場でのビデオによる搾乳

作業の撮影は、乳房炎対策の一番の武器である。酪農家が今までの習慣で何気な

くやっている事が、乳房炎を多くしたり、牛の蹴りを助長したりすることがある。

何度も見たり、スロー再生したりする事で、よりわかりやすくできる。言葉で通

じない事も映像では理解しやすい。何度でも見る事により、お互いに協議する材

料となる。記録を残せば、改善後と比較する事も出来、より良く理解が可能とな

る。特に年配者の説明には欠かせない材料である。

ビデオも撮り慣れないと、何を取っているのかが不明となる。見た人が理解で

きるように撮影しなければいけないので、撮る人は搾乳作業に精通していないと

いけない。まずは、全体像を撮りながら搾乳者の動きを把握する。その後搾乳作

業の各部分を撮る。特徴ある部分はアップを利用したりする。搾乳作業をビデオ

撮影されたくないと思う酪農家は、その時点で何か問題がある事を意味している。

④牛床の環境 牛舎の環境

搾乳作業ばかりが乳房炎のポイントとは言えない。牛床の衛生管理、ベッドメ

ーキング、通路の掃除など牛のいる環境を乳房炎の観点から観察する。乾乳牛舎

の掃除は毎日されているのか？糞尿が貯まっていないのか？牛床は乾いている

のか？ベッドの糞掻きは定期的にされているのか。必要があれば、敷き料の細菌

培養もすべきである。見た目の綺麗さと、細菌の多さには関係がない。使用前に

細菌数が高いオガクズもある。

環境を良くするための、換気が充分か？ヒートストレス、コールドストレスは

ないのか？いつも寝やすいベッドであるのか？ストールが壊れたのを放置して

いないか？サシバエ対策は充分か？などなど牛舎を見て考える事は多い。

写真－５

フリーストールベッドのベッドメーキングの状況

である。見た目は綺麗であるが、表面をかき分けて

みると、その下には水分の多い古い敷き料が出現す

る。手で握ってみると、水が流れ落ちるような状況

である。これが大腸菌性乳房炎の大きな原因である。

敷き料の細菌検査をすれば、原因がよりはっきりと

する。

⑤牛の抵抗力

どんなにすばらしい酪農家であろうと、いつも完璧ではない。その時に牛にも

がんばってもらうためには、病気に対する抵抗力を付けてもらわねばならない。

そのためには、栄養（餌）の管理も大変重要である。飼料設計よりも、バンクマ

ネジメントに問題がある事が多い。ＴＭＲの切断長と選び食い、ＴＭＲの水分含

量、２次発酵、単純に量の過不足、サイレージの発酵品質、硝酸態窒素、カビ毒



など多くの項目が上げられる。何処に問題があるのかを見抜き、酪農家に説明で

きなければいけない。

分娩直後の乳房炎は、死廃率が高い。分娩前後に関わる栄養の問題は如何であ

ろうか？周産期病が多発するようでは、乳房炎も多発する可能性が大きい。

写真－６

採食後のＴＭＲの状況である。完璧なまでに選び

食いをされて、粗飼料しか残っていない。いくら粗

濃比を計算しても、それが実現できていなければ何

もならない。更に粗飼料を多く給与しても、粗飼料

不足は解決しない。水分量と切断長の問題であろう。

⑥酪農家

何事にも前向きに対応しようとする姿勢があるのか。いつも言い訳を言う人で

あるのか。いつも人のせいにしたがる人であるか。原因を他人のせいにする人は、

自分が悪いと思わないので、対策を講じようとしない。従っていつまでも乳房炎

は発生する。牛が悪いと考えてもいけない。自分に問題があり、何かをしなくて

はいけないと思える人が、乳房炎を減少させる事が出来る。

とどのつまりは、牛の管理をする人を直さなければ、解決できない。我々獣医

師が牛の管理をする訳でもない。酪農家がするのであるから、その人たちのアド

バイザーとして活躍すべきであるし、相談役になるべきである。問題点を指摘す

るだけでは、「忙しい」の一言で逃げられてしまう。

写真－７

農場入り口に落ちているタバコの吸い殻である。

酪農場は食品を扱っている場所であるが、このよ

うにタバコの吸い殻が無造作に捨てられているの

は、そこで働く人の意識が問われる。この辺りか

らの意識が変わらないと、病の予防、乳房炎の予

防も難しい。きっと言い訳だらけになり、改善策

は見えてこない。

３．乳房炎をモニターする

いつまでも同じ事を言い続ける事は、酪農家に飽きられてしまう。そこである

程度の事（合格点程度）が出来るようになったら、乳房炎の状況をモニターする。

モニターの意味は、今までの対策がよいのか悪いのかの判断する材料を得る事と、

新たな問題点を発見することである。対策が不十分であれば、お互いに対策を協



議する。データから見えてくる事もあり得る。

モニターは記録が重要となるが、酪農家に記録をしてもらうのはなかなか難し

いので、出来るだけ外部機関から得られる情報を元にすると、データの欠落がな

くなる。

①外部機関からの情報 グラフー１，２，３参考

1)．毎月の乳検成績から ＳＣＣ ﾘﾆｱｽｺｱ １００万以上の牛の数など

検定日の成績を、経時的、階層別などに分類して検討する。初産牛と経産牛、

分娩直後と泌乳末期など比較検討する。３産以上の牛の泌乳末期の体細胞数が高

いなどは、バルク乳体細胞数上昇にはあまり貢献しないが、過搾乳や乳房炎治療

の結果である。分娩直後牛の体細胞数が高いのは、乾乳期の環境と栄養を検討し

なくてはいけない。初乳の扱い、分娩場所の衛生管理、分娩直前・直後の乳房炎

検査などやるべき事は多い。

グラフ－１

Ａ農場の検定時の分娩後日数で階層別にした時の、経産牛のリニアスコアです。

８月以降分娩間近な９９日以内の牛が高くなっており、泌乳ピーク牛に問題が生

じています。その後低下しているので、時間と共に分娩中期末期牛も低下する可

能性があります。分娩直後の牛から低くしていかないと、乳房炎問題は解決しま

せん。
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グラフ－２

Ａ農場の分娩後初回検定時の体細胞数で、体細胞数２０万以下の頭数の比率で

ある。（２０万以下の頭数／初回検定頭数）９月に急激に低下し、分娩後の牛の

乳房炎が多くなった事が推測される。別のグラフと合わせてみると、診療頭数、

体細胞数１００万以上の頭数も増加している。８月から９月にかけて問題が生じ

ていた結果である。
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グラフ－３

Ａ農場の乳房炎の診療頭数と検定時の体細胞数１００万以上の頭数である。夏

場にかけて急激に増えており、９月がピークを迎えている。８月からのサイレー

ジの２次発酵が大きな原因であった。これらの数字が一番敏感に反応する項目で

ある。

2)．出荷バルク乳の検査から

出荷毎の体細胞数、細菌数などは一番に気にすべき数値である。しかし、悪い

牛乳を出荷しないでバルク乳体細胞数をコントロールしている事が多いので、本

当の乳質とは言い難い。廃棄乳量の記録があると、この意味が良く理解できる。

②外部機関に委託して

初出荷時の SCC 検査、抗生剤検査 乳房炎の細菌検査 感受性ディスクなど

分娩後出荷時の抗生剤のチェックと同時に体細胞数も検査する。分娩後は合乳

で２０万程度を目指す。この部分があまいと泌乳期間中に臨床型乳房炎になる可

能性が高くなる。

乳房炎牛の記録、細菌検査記録、感受性記録などは診療所に委託し、その都度

情報を得るようにする。牛床環境が疑われるようであれば、敷き料の培養などは

効果が絶大である。

その他飼料分析、土壌分析などもその都度行わなければいけない事がある。

③自家記録から

乳房炎治療頭数 廃棄乳量の記録 フィルタースコア バルク乳温記録など

酪農家自身が毎日記録すると良いものに、乳房炎治療頭数の推移、廃棄乳量の

記録などがある。これらは、乳房炎対策のモチベーションを上げるきっかけにな

りやすい。大きな酪農家では、小さな酪農家一戸分を廃棄している事がある。

毎日のフィルターソックスの汚れ具合は、搾乳作業の乳頭清拭の良い指標とな

る。農場で一番綺麗な状況を基準として考え、汚れてくれば何が原因かを考える。

搾乳者の変更などが大きな原因となるが、ベッドメーキングの不備などがここに

表れる。

細菌数では、バルク乳温の記録も手助けになる事がある。バルククーラーの冷

却力の低下、ラジエターの汚れ具合などを知るきっかけになる。

写真－８

ある酪農家のフィルターソックスの状況である。

乳頭壁・乳頭口の拭き方が悪いとすべてこの部分

に集約される。フィルターの汚れ具合で、乳頭清

拭の仕方の良否が判断できる。いつも綺麗でいた

いものである。



乳房炎は酪農家からなかなか無くなりはしない。しかし制圧する事は可能であ

る。その手順をしっかりと見据え、ビッグピクチャーで考えないといけない。い

つも原因は同じ場所にある思いこみ、対応が後手に回り、制圧が難しくなる。乳

房炎対策には、酪農に対する総合力が求められている。


