
解説

今回は、一般には乳質管理とされている体細胞数から、牛群の健康を考えてみたいと思います。牛群検定で
は、周産期病等を厳密に捕らえることは出来ませんから、体細胞数による乳房炎罹患牛の把握が限界です。です
から、タイトルでいう「健康管理」とは、直接的には「乳房炎を罹患していない」という意味です。しかし、周
産期病や肢蹄の不調、夏バテ等により、牛が体調を崩すと乳房炎の引き金になることもよく知られています。広
い意味で考えれば、乳房炎を罹患していない牛というのは、体調の良い健康な牛であると考えることができるわ
けです。（文中では体細胞数の単位 ｢千個/ml」を省略しています｣

1　乳房炎のメカニズムと実際　

病原微生物が、乳房内に侵入して増殖し、乳管や乳
腺を刺激することで炎症となります。これが乳房炎の
メカニズムです。図 1 に示したとおり、炎症の発生
は、血流量が増え、血管浸透性も亢進します。このこ
とから血液中の白血球が遊走し、乳汁中に移行しま
す。また、炎症により傷んだ上皮細胞は脱落し、同じ
く乳汁に移行します。こうして乳汁に移行した白血球
と脱落上皮細胞が体細胞数として計測されるわけで
す。このように乳房炎と乳汁中の体細胞数は密接に関
係があることから、図 2 のように体細胞数から乳房炎
を判断することが可能となります。

さて、実際の牛群検定データはどうでしょうか？図
3 に平成27年の北海道と都府県の個体別体細胞数の度
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数分布を示しました。平均値では北海道211.3、都府県
259.7（乳量による加重平均）です。こう聞くと ｢あれ？
図 2 では283から乳房炎となっていた。すると、日本の
牛の半分近くは乳房炎なのか？｣ と感じる方もいるでし
ょう。しかし、体細胞数は統計学的には対数分布という
特殊な分布を示し、日本の半分の牛（中央値）と平均
値は一致しません。体細胞数は乳房炎により極めて大
きな値となります。図 3 でも大きい方は10,000まであり
ます。図中では ｢略｣ と一言いれてありますが、省略し
なければ、横軸の長さはこの20倍ものスペースが必要に
なります。それだけ体細胞数の大きな値は極端に大きい
ということです。このことから、体細胞数の平均値は、
重症の乳房炎牛の体細胞数値に強く引き上げられてい
る形になります。体細胞数の改善には、乳房炎を出さな
いこと、予防（衛生管理）が極めて重要であり、結果と
して健康な牛を増やすことがポイントとなります。

ちなみに、図 3 によれば体細胞数70以下の健康な牛
は、北海道で55％、都府県47％と、我が国の約半分の
頭数が健康な牛であると言えます。
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2　同じ体細胞数平均でも…

図 4 は、牛群検定成績表の 1 枚目である農家成績の
中央に記されている ｢移動13カ月成績－体細胞情報｣
です。本年 3 月の検定結果である体細胞数平均をA農
家とB農家で比較しているものです。両農家の体細胞
数平均は351と377でどちらも要改善のレベルであり、
同じような体細胞数です。しかし、この 2 戸の農家に
おいて、より重篤な状態になっているのはB農家で
す。なぜならB農家は健康な牛が極端に少なく、牛群
全体に活気がなくなっている状態だからです。

図 4 では体細胞数が 3 つに区分されています。その
意味は、図 2 のとおりです。検定成績表では、この 3
つに区分されるそれぞれの搾乳牛の頭数比率を図 3 の
グラフと同じようにパーセントで示してあります。例
えば、A農家の 3 月の検定成績では、健康を示す ｢70
以下」が49％になっています。これは仮に搾乳牛が
100頭であれば、49頭は健康な牛だという意味になり
ます。すると、A農家は年を通して健康な牛が 4 割以
上いるのに対して、B農家は 2 割程度しかいないこと
がおわかり頂けると思います。A農家は、体細胞数が
特別に高い値を示す無乳性レンサ球菌のようなタイプ
の乳房炎を数頭だけ罹患していると考えられ、B農家
は、黄色ブドウ球菌のように難治性の乳房炎が牛群全
体に潜在していると考えられます。おのずとその対策

は違ってきます。A農家の場合、体細胞数の高い牛の
生乳は出荷乳に混ぜないようにしたうえで、牛も隔離
して治療に専念するのが即効性のある一般的な対策で
す。しかし、B農家の場合は、蔓延してしまっている
ので、即効的な対策は打てません。治療を繰り返しな
がら、牛床の改善や搾乳方法の見直し、送風、削蹄、
飼料設計といった全般的な改善をひとつひとつ実行し
ていかなければなりません。

このように、体細胞数の改善を実行するには、目先
の 1 頭 1 頭だけでなく、牛群全体で健康な牛がどれく
らいいるかという点に注目することも必要です。

3　体細胞リニアスコア

このように健康な牛に注目して、牛群全体で体細胞
数を改善する目安となる数値に、もうひとつ体細胞リ
ニアスコアがあります。体細胞リニアスコアは、図 5
のように体細胞数を対数変換したもので、体細胞数と
は図 2 の表のような関係になっています。検定成績表
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では、図 4 に示したとおり括弧で表示されます。
体細胞数は前述のとおり高い数値は極めて高いとい

う性質があります。5,000を越えることも珍しくあり
ません。体細胞数を乳量による加重平均（バルク乳計
算）してしまうと、A農家とB農家のようなことが発
生します。Ａ農家のように数頭の体細胞数が極めて高
い乳房炎牛がバルクの体細胞数を引き上げているの
か、B農家のように乳房炎が蔓延しているのか、とい
ったことが見分けられません。

体細胞リニアスコアとは、対数変換することで、そ
の問題を改善した数値です。A農家のように体細胞数
が高くとも健康な牛が多ければ、体細胞リニアスコア
は2.9と低く表示されます。健康な牛の少ないB農家の
体細胞リニアスコアは3.7と高く表記されます。この
ことから、体細胞数平均と体細胞リニアスコア平均は
次のように使い分けると良いでしょう。例えば、乳価
といったような経済性を牛群検定成績から読み取ると
きは、体細胞数平均を用いるのが合理的です。牛群で
健康改善をはかるようなときは体細胞リニアスコアを
用いるのが良いでしょう。

4　健康な牛群

さて、健康な牛群とはどういったものでしょうか？
実例を図 6 に示しました。この例では年間を通じて体
細胞数平均が100以上にならないという賞賛に値する
成績を記録しています。体細胞リニアスコアでも2.0以
下で牛群全体でも健康として判断されます。そして、
健康を示す体細胞数70以下の比率が年間で70 ～ 80％
と高い数値を示しています。ここで注意点がありま
す。逆に考えると、この農家のように体細胞数100以

下をキープする農家であっても、体細胞数70以下の健
康な牛は、70 ～ 80％程度なのだ、ということです。
現在の酪農技術、獣医学において、乳房炎の発生をゼ
ロに押さえることはできません。どんなに優良な農家
であっても、乳房炎対策は一瞬の隙も与えず継続しな
ければならないのです。スペースの関係で紹介できま
せんが、この農家は健康な牛が多いことから、分娩間
隔402日、除籍産次4.0と良好な成績を継続しています。

5　予防と治療

今回紹介している ｢体細胞情報｣ から、もうひとつ
重要な情報を得ることができます。健康な牛群作りに
欠かせない予防と治療に関する情報です。夏季に課題
のある図 7 の農家を見本に紹介します。

体細胞数は一般に夏季に高く、冬季に低いというの
が一般的傾向です。本例でも、 7 月、 8 月の体細胞数
は300を越え、夏季に課題があることは明白です。体
細胞数が高くなってしまう要因は、①予防（衛生管
理）が十分でないために新たに乳房炎を罹患してしま
う牛が多い、②難治性の乳房炎で治療が進んでいな
い、この 2 つに大別されます。

まず、予防の状況は、図 7 に示したとおり、乳房炎を
新規罹患する頭数（％）で把握できます。本例では 8 月、
9 月の新規乳房炎頭数が多く、この時期の衛生管理に
課題があると考えられます。夏季の衛生管理として、代
表的なのは湿気による牛床の汚れ、放牧時の降雨や泥
ねい、ミストでの水滴の牛体付着等が代表的です。ま
た、暑熱による体力の低下も大きな原因となります。

治療については、同じく図示した ｢283以上｣ の欄
で把握できます。ここの数字が ｢新規｣ と比較して大

図 6 図 7

19  − LIAJ News No.159 −



きい場合は、なかなか治療の進まない難治性の乳房炎
が頻発していることになります。本例でも、夏季に限
らず、体細胞数の ｢283以上｣ は ｢新規｣ より高く、
黄色ブドウ球菌などの難治性の乳房炎に悩んでいると
推察できます。

牛群検定では、獣医学的な治療はできません。その
ためには、先ずは予防（衛生管理）が極めて重要で
す。今回紹介した体細胞情報においても、｢新規｣ の
欄に注目し、夏季に限らず、予防（衛生管理）の課題
を検討していくことが大事です。

6　いろいろな乳房炎

乳房炎にはいろいろな種類があります。検定成績を
読み解くとき、乳房炎の各タイプの特徴を把握している
と対策も練りやすくなります。主なものを紹介します。

・黄色ブドウ球菌（SA）伝染性
黄色ブドウ球菌は化膿細菌で乳頭の傷や人の手から

感染し、慢性化してしまうことの多い難治性の乳房炎
です。黄色ブドウ球菌は、乳房深部まで入り込むの
で、治癒が困難な場合が多く保菌牛が牛群全体に広め
てしまいます。ブツが出る、しこりがあるといった症
状の他に、冬季に乳頭の肌荒れ（乾燥、ヒビ）から罹
患することや、夏季に乳頭口の荒れからも罹患しま
す。このことから、検定成績上では、夏季と冬季の体
細胞数が高いという特徴があります。

・無乳性レンサ球菌（SAG）伝染性
牛群検定では、体細胞数が1,000 ～ 10,000程度と著

しく高くなるのが特徴の乳房炎です。隔離治療が必要
ですが、抗生物質製剤での治療が有効です。乾乳期で
完治させるようにします。

・マイコプラズマ　伝染性
マイコプラズマとは、細菌より小さい微生物で、一

般の細菌検査では検出できません。最近、注目されて
いる乳房炎です。抗生物質製剤での治療効果は低いた
め、感染しないように隔離し、淘汰することが必要で
す。牛群検定ではバルク体細胞数が高い計算結果とな
っているにも関わらず、定期バルク検査での細菌数は
低い場合は要注意です。

・環境性ブドウ球菌（CNS）環境性
環境性ブドウ球菌は、乳頭の皮膚、乳房の毛などに

常在している細菌です。搾乳において、清拭が不十分
であったり、雨で濡れた牛体を乾燥させずに搾乳を行
ったりした場合に多い乳房炎です。夏季に多いとされ
ています。

・環境性レンサ球菌（OS）環境性
敷きワラ等に常に存在する細菌です。糞便等で汚染

されたときに罹患しやすい乳房炎です。治療が難しい
場合も多く、年中多く発生します。

・大腸菌群（CO）環境性
大腸菌による乳房炎は、重症で甚急性となることが

多く、死亡する場合もあるものです。糞便、敷きワラ
等に存在します。衛生関係と深く関与します。夏季～
秋季に多いとされています。

力試し !これであなたも牛群検定マスター　No.20

1 　 体細胞数が70千個/ml以下の健康な牛の頭数は、
①日本の約30％の頭数
②日本の約50％の頭数
③日本の約70％の頭数

2 　体細胞数283千個/ml以上は、
①健康な牛
②アシド－シスが疑われる
③乳房炎が疑われる

3 　健康な牛群であれば乳房炎の罹患は、
①有りえない
②栄養に注意すれば良い
③ゼロには出来ない

4 　黄色ブドウ球菌（SA）による乳房炎は、
①乳房の深部に病巣があるので難治性で慢性化しやすい
②抗生剤が有効で乾乳期治療で根治できる
③甚急性で朝に発症して夕方に死亡することもある
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