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講演録4 （独）農研機構動衛研の林智人主任研究員は「最近の

酪農生産にかかる技術・情報―特に乳房炎防除を中心と

して―」について講演した。講演の概要は次の通り。
林　智人

（独）農研機構動衛研主任研究員

■動衛研の使命は動物と人を守ること

　本日は、私が動物衛生研究所の生産病研究チー
ムで研究対象としている牛乳房炎の国内外の情勢
について話したい。
　まず、我々が所属している独立行政法人 農業・
食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所（動衛
研）を紹介したい。動衛研は、明治 24 年に農商
務省仮農事試験場として発足した、元々は農水省
の研究機関であり、平成 18 年に現在の農業・食
品産業技術総合研究機構に統括された独立行政法
人の研究機関である。現時点で動衛研は、我々が
所属している生産病研究チームなどを含め 11 の
研究チームがあり、それにプリオン病研究セン
ターと動物疾病対策センターの 2 つのセンター
があり全体の研究体制が構成されている。本所は
茨城県つくば市にあり、東京・小平市には口蹄
疫の検査や研究が出来る海外病の研究施設があ
る。その他、北海道（札幌）、東北（青森）およ
び九州（鹿児島）の 3 カ所に支所がある。職員
数は、一般職員 63 人、技術専門員 52 人、研究
職員 120 人、任期付研究員 7 人の計 242 人であ
る。小平の支所では、日本で唯一口蹄疫の病原ウィ

ルスを扱える研究棟がある。この研究棟は、入退
場時にそれぞれシャワーを 2 回浴びなければな
らないほど厳重に管理されており、研究棟から出
てきた研究員は口蹄疫の感受性のある動物とは一
週間、接触を避けることが義務付けられている。
　動衛研の使命と役割は、動物と人を守ることで
ある。人獣共通の感染症を含む動物疾病について
基礎研究から病気の診断、治療、研究開発を実施
している。また、国や都道府県の行政機関と連携
して家畜疾病対策ネットワークを通して、家畜伝
染病の侵入やまん延を防ぐことを使命に、国家防
疫の技術的、理論的なことを支援するのが役割と
なる。
　一方、家畜を扱うので、畜産の生産性向上と生
産物の安全性確保を通じて、生産現場を基点に国
民の暮らしに貢献する役割がある。

■国際的に人獣共通感染症が続発

　次に動物衛生をめぐる国内外の情勢について話
したい。
　世界の情勢としては、一つ目は人獣共通感染症
や BSE など新興・再興感染症の続発がある。二
つ目は畜産物の生産、需要拡大というテーマがあ
る。日本だけでなくアジア全般の畜産物の生産、
需要の増大に対する研究はどうすれば良いか考え
なければいけない。三つ目としては、温暖化を含
めた気候変動への対応を常に考えた上で、動物衛
生を考えないといけない。四つ目としては、飼養
形態の変化である。飼料添加物・剤の使用規制や、
アニマルウェルフェアについて、従来の考えとは
相当変わってきたので、動物衛生の観点から考え
ても、これらの変化に対応しないといけない。
　一方、日本の情勢については、一つ目は自給飼
料の普及・生産性の向上につなげていかないとい
けないことである。二つ目は畜産物の安全性の確
保である。マイコトキシンやエンドファイトとか、
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飼料中の中毒性因子についての問題を取りあげ、
安全性の確保も考えないといけない。そのため、
動衛研には安全性研究チームがあり、その問題に
対応する体制ができている。最後に畜産物の輸出
促進の問題として、重要疾病侵入防止とか清浄化
維持対策を考えなければならないことがある。今
回宮崎県で発生した口蹄疫のように、重要疾病の
侵入防止とか清浄化維持対策についても動衛研は
重要な役割を担っている。
　ここで是非知っておいてもらいたいことは、動
物衛生にかかる病源体は牛や豚、鶏だけのことを
考えれば良いという訳ではないということであ
る。人の感染症の約 60％が人獣共通感染症であ
る。決して脅すわけではないが、家畜のことだと
考えず、当然、人も動物なので交差して感染する
ことがあることを知っていてほしい。動物の病原
体の 80％は複数の動物に感染する。口蹄疫は偶
蹄類の豚や牛が感受性の動物だが、必ずしも一つ
の動物種に限った病気ではない。また、昨今言わ
れている人獣共通感染症の 60％は、ここ 20 年
間で登場したものが多く、その傾向は右肩上がり
である。人獣共通感染症としては、エイズ、ウェ
ストナイル熱、SARS などなど報道でよく目にし
ているものがある。
　先ほども話したが、動衛研はもともと農水省に
直結していた組織だった。現在は形態が変わった
ものの、やっている業務は農水省と連携している。
また、都道府県の家畜保健衛生所とも強い連携が
あるほか、動物検疫所、動物医薬品検査所、獣医
系大学などとも連携している。また、OIE（国際
獣疫事務局）は 2010 年にコラボレーションセン
ターとなったことで動衛研とのネットワークがよ
り強くなり、海外との研究機関とも強いネット
ワークを組んでいる。

■乳房炎による経済損失は莫大

■抗生物質に代わる治療研究が課題

　私の専門である乳房炎が抱えている問題とその
防除の技術的な面について話したい。
　乳房炎の問題は、酪農家サイドと消費者サイド
に当てはめて考えることができる。酪農家サイド
については、当然、酪農を商売として家計を営ん
でいるので、乳房炎による経済的損失はセンシ

ティブな問題である。乳房炎では診療費、販売利
益の二つの面を考えないといけない。乳房炎によ
る損失額は、日本全体で 800 億円に上るといわ
れる。研究者によっては、この額を 400 億円と
か 300 億円とか言っているが、この 800 億円の
根拠は診療費や販売利益損失だけでなく、薬を使
用している間の飼料費、乳量の廃棄などの損失益
も含んでいる積算である。乳房炎による経済損失
がいかに大きいかを今一度、考えてもらいたい。
　一方、消費者サイドからは、食の安全性が問題
となる。このことを考える時に必ず出てくるのは、
抗生物質の使い方である。WHO（世界保健機関）
は抗生物質をなるべく使わないですむ方向の研究
をするよう勧告を出している。その理由は、薬剤
耐性菌が出てくる可能性があるためであり、同時
に食品に残る抗生物質の問題があるためである。
最近はポジティブリスト制度が導入されて、抗生
物質の使用はかなり規制されているが、それが良
いか悪いかを別にして、臨床獣医の多くの方が乳
房炎治療に抗生物質を当たり前のように使ってい
る。つまり、薬剤耐性菌の出現とか抗生物質の残
留を常に考えないといけない状況にあり、実際に
汎用されているので、今後は抗生物質を使わない
乳房炎の治療方法を研究しないといけない時期に
来ている。
　わが国の搾乳牛頭数と乳房炎の件数を昭和 60
年から平成 19 年まで 5 年ごとにデータをみる
と、搾乳頭数は右肩下がりで減っており、その一
方で泌乳障害の頭数、つまり乳房炎発生頭数は右
肩上がりで増えている。これを何とか抑える方策
を考えるのが私たちの仕事である。搾乳牛の頭数
が減っても一頭当たり乳量が増えたことから、生
産性は確保できているが、その分乳牛（個体）そ
して乳房（分房）に負担がかかっている。乳房炎
は乳牛にとっては職業病なので、1 頭に課せられ
た乳量生産の責任は、牛にとっても大きな負担と
なっている。
　乳房炎発生に影響する要因とはどういうものが
あるのか？
　よく環境、微生物感染、遺伝、ストレス、搾乳
作業工程など、様々なところに原因があると言わ
れる。細かく言うと、搾乳する人の技術的な問題
までその原因とされる。しかし、乳房炎の発症原
因の中でも自然抵抗力の違いや、あるいはいかに
感染してきたものを体内から排除する能力に差が



Japan Dairy Council  43

Transcription 4

あるかについては、どうしても免疫という生体防
除の応答の機序を無視しては考えられない。もち
ろん、この「免疫」のことだけですべて乳房炎の
問題が解決は出来ないので、私の構想の中では、
上記した原因の他、獣医療の行為の部分以外、例
えば畜舎構造とか、なるべく栄養価の高い飼料を
与えるとか、総合的に考えて乳房炎に対処しない
といけないと思っている。
　こんなことを大きな声で言うと怒られるかもし
れないが、私の考えでは、実際に現場で牛を飼っ
て搾乳する今の酪農が基盤であれば、乳房炎の完
全な撲滅は不可能であると考えている。未来的な
思考で SPF のような環境で牛を飼うとか、さら
に超未来的思考で乳腺細胞や乳腺組織だけを再構
築して試験管内で乳腺を培養し、そこから牛乳を
作り出せるような技術が確立されれば話しは別で
あるが、少なくともここ何十年は乳房炎を撲滅す
るのはおそらく不可能である。したがって、常に
乳房炎の問題があるのが当たり前として向き合っ
ていかなければならないのであり、要はいかに上
手に乳房炎と向き合ってその損害率をコントロー
ルしていくかを考えなければならないかである。
　簡単に言うと、どんなにいい環境で飼っていて
も乳房炎になる牛はいるし、逆にどんなに環境が
悪くても乳房炎にならない牛もいる。大概 20 頭
搾乳牛を飼育していれば、1 ～ 2 頭の牛が乳房炎
に罹っている。
　では、乳房炎にならない牛となる牛のどこが違
うのか？前述したように、いろいろなファクター
があるので一概には言えないが、遺伝的素養まで
含めると、特定の遺伝子として乳房炎に感受性を
大きく左右する遺伝子、抵抗性を司る遺伝子はど
こかにはあるのだろうと思う。しかし、発症まで
至るのには基本的にはいろいろな遺伝子が関与し
てくると思うので、発症には個体差があって当然
であり、その環境で飼えば必ず乳房炎になるなど
と決めつけることは出来ない（またはその逆も）。
　だから、何とか免疫系をうまくコントロールす
ることで防除できないかということの考えが生ま
れ、免疫力をコントロールする研究テーマは生ま
れる。あまり、免疫力という言葉は曖昧なので使
いたくないが、牛の免疫力を強くすることが一
つの “うまく乳房炎と向き合う” ことの一手段だ
と考えている。免疫力は、免疫担当細胞である T
細胞や NK 細胞の活性などで表すことは出来るか

もしれないが、それだけで免疫力を説明するのに
は無理があり難しい。少しずつ掘り下げて、何が
免疫に要因で乳房炎防除の一番のキーファクター
なのかを、我々研究者がそれを説明できるように
なるべきであり、それは不可能ではないと思って
いる。

■乳房炎国際会議で権威研究者らが講演

■免疫学を取り入れた防除が必要

　では、実際の技術情報を提供したい。今年（平
成 22 年）3 月 21 日から 24 日までニュージーラ
ンドのクライストチャーチ市で開かれた第 5 回
IDF（国際酪農連盟）の国際乳房炎会議のトピッ
クスを説明したい。IDF はコーデックスと協調し、
技術のレベルを世界的に高めている活動をしてい
ることを是非知っていてもらいたい。日本には会
員組織として、JIDF（国際酪農連盟日本国内委員
会）という組織がある。今回の会議には 34 カ国
約 520 人が参加した。
　今回の会議は、基調講演が 9 題、口頭とポスター
を含めて研究発表は 199 題と数多くの研究発表
がされた。セッションカテゴリーには、牛だけで
なく、山羊、羊を含めた動物種別、乳房炎制御、
経済問題、疫学、免疫学、乳房炎と乳質、管理、
技術と診断、治療があった。このうち、乳房炎と
乳質や技術と診断は興味のある人も多かったのか
演題も多かった。
　ここでは私が興味を持った演題を紹介したい。
まずは、乳房炎の権威である Dr.Heeschen は乳
房炎問題の変遷として、1965 年から 10 年おき
で彼の考えていることを話した。
　それによると、65 年から 75 年代の第 1 回の
国際乳房炎会議が行われた時期だが、基本的な概
念と対策案の構築の時代であると話された。彼は、
今も乳房炎の基準となっている体細胞数で炎症の
度合いをみる手法を開発し導入した先生である。
その概念と、それを用いてどのように乳房炎対策
を国際的にどう広げていくかを考えた時期だと説
明した。
　76 年から 85 年代は、コントロールと発展の
時代として、IDF 加盟国が現状で体細胞数を基準
にした場合、どの国がどの程度の体細胞数で生乳
生産しているかを議論した時代である。86 ～ 95
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年代は、体細胞数と IDF の加盟国の中で体細胞数
の変遷とか、どの国でどのくらいの生産量があっ
たのか、衛生環境と体細胞数の関係を知識として
蓄積した時代である。96 年から現在に至るまで
は、個々に把握してきた国だけではなく、国際的
に協調しながら乳房炎問題に取り組んできた時代
であると言っている。
　96 年以降は、免疫学の考え方の導入が非常に
大きくなっている。私もそうだが、乳房炎を考え
る時、免疫学の概念を取り入れないと乳房炎の研
究は進められない。乳房炎の被害を少しでも減ら
していくには、バクテリア側からの防除の考え方
と同時に、いかにしてホスト側（つまり牛側）の
免疫学の知識を取り入れた防除策を考えないとい
けないかを話した。
　次に米国コーネル大教授の Dr.Shukken の「乳
質改善のための新しい技術と乳房管理」と題した
講演を紹介する。
　彼のプレのハーベストとポストのハーベストで
どうやって診断するかという内容のディスカッ
ションは非常におもしろかった。また、彼の話し
で興味深かったのは、ここ 10 年間の農業は GPS
を駆使した情報の整理がされた時代としている。
放牧牛 1 頭ごとに発信機がつけられ位置状況が
管理できるハイテクを駆使した時代に突入してい
るとした。
　酪農産業では、特に搾乳システムの中に盛んに
ハイテクを導入している。近年大規模パーラーを
建設出来るようになったとか、搾乳ロボットとか
の技術がいかに発達したかを紹介した。パイプラ
インに診断装置を組み込む試みについては、リア
ルタイムでデータをとるシステムをいかに発展さ
せるかが大きな問題となっている。それもバルク
乳、個体乳、分房乳のそれぞれの単位の情報をい
かにリアルタイムで入手するかが乳房炎の早期診
断を早く下す上で重要であるとした論議も大変興
味深かった。
　乳房炎は早期発見して治療するのが鉄則なの
で、慢性乳房炎でもそうだが、おかしい個体を常
にモニタリングすることが重要である。サンプリ
ングしてモニタリングするのも良いが、それでは
手間がかかる。パイプラインに診断装置をいかに
組み込んでいくかが今後の世界的な課題となる。
診断方法についても、これまでの細菌学的なもの
から DNA をベースにした分子生物学的なものに

置き換わる可能性を指摘した。
　リアルタイムで得た情報は、E メールやウェブ
を応用して畜主や臨床獣医師に迅速でかつ自動的
に情報を届けるかがポイントである。既にいくつ
かシステムが出来ているそうだが、注意信号が出
た場合、現場にすぐに駆けつけて個体を治療する
ことが出来るようにすることが、これからの乳房
炎対処に理想の姿だと言っている。また、日本に
はなじみがないが、放牧においてロボット搾乳す
る場合に、どこにその該当個体がいても見分ける
ことが出来る技術の開発は世界的にも大きなテー
マとなっている。
　ベルギーの Dr.Vliegher の「乳牛における乳房
感染の感受性の流動性」について紹介したい。
　彼は、個体乳と分房レベルでの考え方は世界
が全く変わると話している。牛は 1 頭に分房が
4 つあり、分房のどこが乳房炎になっているかを
把握することは非常に重要であるとした。我々は
現在の研究で、スクリーニングして乳房炎発症牛
の当たりをつける時は、まず 4 分房を合わせて
スクリーニングし、その後該当牛を分房に展開し
て調べている。これからは個体乳と同時に分房乳
を加味した検査を考えないといけないと訴えてい
る。
　また彼は、細胞性免疫、特に好中球の感染防除
機能を明らかにしないといけないと指摘してい
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る。遺伝的な型、特に CXCR1 というサイトカイ
ンレセプター分子が発達している牛ほど感染防御
機能が高いとか低いとか、あるいは認識するアミ
ノ酸残基の違いで乳房炎のかかりやすさが分かる
とする研究を紹介した。日本でもそういうデータ
がある程度出始めている。遺伝的な素因で乳房炎
にかかりやすいかどうかは賛否があるところだ
が、科学ではそれを放置できないので、国際的に
協力してエビデンスを集積させ、本当に乳房炎に
対する抵抗力のある遺伝子があれば家畜の育種で
応用していくことが今後求められる。なお、ジャー
ジーとホルスタインでは IMI、乳房に感染の違い
があるとか、感染と体細胞数との関係などを挙げ
ている。
　病原菌側の乳房炎の発症要因として当たり前の
ことだが、乳房周辺の衛生環境を常に衛生的にき
れいにしておくことは必要である。潜在性の細菌
については、特に日本では黄色ブドウ球菌が問題
であり、やっかいである。獣医師によってはこの
菌の感染があるとすぐ淘汰する人もいる。この菌
は伝染性があるのでミルカーを介して次の牛群に
移るので、本当に注意しないといけない。私たち
も黄色ブドウ球菌を研究対象にしているが、被害
も確かに多い。見た目は普通の健康乳だが、潜在
性の乳房炎となっている症例が多々ある。また、
世界的には連鎖球菌の Streptococcus uberis とい
う菌があり、ニュージーランドはこの菌による被
害が大きいとの情報があった。
　このほか、乳房炎制御のセッションの中から、
私が注目した講演としては、オランダのワーニン
ゲン大学の Dr.Jansen は「酪農家は変わることが
できる：オランダの 5 年間（04 ～ 09 年）の国
家制御プログラムの成果」と題し、国家プロジェ
クトとして乳房炎を減らした取り組みを紹介し
た。
　ニュージーランドのハミルトン農業研究セン
ターの Dr.Carpenter は「直接連鎖球菌免疫にお
ける感染阻止 IgA の誘導」をテーマに次世代の乳
房炎ワクチン開発にとって大変貴重な研究成果を
報告した。世界の乳房炎研究のキーワード、国内
外の乳房炎関連の研究と技術は資料編（99 ㌻～
107 ㌻）を参照してほしい。

■林グループの研究は診断、 治療、 予防が柱

■乳房炎ワクチン開発は動衛研の重点課題

　最後に、動衛研生産病研究チーム泌乳障害グ
ループの取り組みについて紹介したい。我々の研
究方針としては、診断（現場対応型乳汁中乳房炎
原因菌診断キットの開発）、治療（抗生物質に替
わるサイトカインによる乳房炎療法の開発）、予
防（粘膜免疫を介した乳房炎ワクチンの開発）の
三本柱を掲げている。
　診断の研究では、これまで数日かかっていた黄
色ブドウ球菌の有無が、乳汁を採取して 20 分程
度で分かるキットを開発している。
　治療については、免疫をコントロールするサイ
トカインという物質を人為的に使うことで、抗生
物質に代わって乳房炎を治療できる研究をしてい
る。
　予防については、乳腺上皮から分泌される IgA
抗体で病原菌の定着を阻止できる乳房炎ワクチン
の開発に取り組んでいる。この研究は動衛研重点
強化研究課題に指定されている。今は検証段階だ
が、そのハードルを早く超えて本格的なの研究を
始めたいと思っている。


