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牛乳中ペルオキシダーゼと乳房炎との関係について
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背景および目的

告されている。正常な発情周期を示す個体では、エストロジ

乳房炎は、乳房内に侵入した微生物の定着と増殖によっ

ェン濃度が低下するとプロジェステロン濃度は増加する

て起きる乳管系や乳腺組織の炎症であり、泌乳量の減少、

(Starbuck et al., 2006)ので、プロジェステロン濃度増加

乳質の低下、牛乳の廃棄、治療費など多大な経済損失をも

に伴いラクトペルオキシダーゼ活性の低下が考えられる。し

たらす。乳房炎は一旦罹患すると治癒する確率が極めて低

かし、ウシ乳汁中のプロジェステロンとラクトペルオキシダ

いため、早期診断・早期治療が重要となる。しかし、現在行

ーゼの関係は明らかになっていない。

われている California mastitis test(CMT)および体細胞

本実験では牛乳中のペルオキシダーゼ活性と乳房炎と

数(SCC)測定法などは、かなり進行した乳房炎に対して有効

の関係を調べ、乳房炎の早期診断に役立てることを目的と

な診断法であり、早期診断という点で不十分である。

した。

そこで、乳房炎の早期診断の指標物質として、乳汁中の
自然免疫担当物質であるラクトペルオキシダーゼ(LPO)に着

材料および方法

目した。LPOは抗菌作用のあるタンパクであり、細菌に非特異
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的に反応し、細菌の侵入に対して初期段階で多量に生産さ

ルド科学教育研究センター西条ステーションで飼育されて

れると考えられる。LPOはチオシアネート（SCN － ）を抗菌性の

いるホルスタイン種乳牛のうち、分娩後 0 日から乾乳開始ま

ヒポチオシアネート（OSCN － ）に酸化する反応を触媒する

でのウシ 17 頭を用いた。供試牛の年齢は平均 4.2 歳、産次

（Thomas and Aune,1978）。

数は平均 2.4 であった。週一回、夕方４時の搾乳時に乳汁を

H2O2＋SCN－→OSCN－＋H2O

採取し、直ちに研究室に持ち帰った。

このヒポチオシアネートが、細菌の呼吸や解糖系に関わ

乳房炎診断として直接顕微鏡検査による体細胞数測定

る酵素のスルヒドリル基（SH 基）を酸化し、酵素を変性するこ

および California mastitis test(CMT)変法による検査を行っ

とで細菌の代謝を阻害し、細菌の増殖を阻止する（Thomas

た。体細胞数測定は牛乳 2.5μl をスライドガラスの 1cm 角

and Aune,1978）。LPO は様々な動物種の乳汁中で検出され

上に塗沫し、キシレンで固定した後、Propidium Iodide で染

て お り 、 動 物 種 、 品 種 や 泌 乳 サ イ ク ル （ Zapico et al.,

色し、蛍光顕微鏡下で体細胞数を測定した。CMT 変法では

1991）、個体差（Medina et al., 1989）など多くの要因によ

CMT 試薬 1ml に牛乳 1ml を加え、シャーレを前後左右に傾

ってその濃度が変化することが報告されている。しかし、ウ

斜混合し、凝集の程度により判定した。

シの乳汁中ペルオキシダーゼと乳房炎との関係についての
報告はほとんどない。
また、エストロジェン濃度の低下がペルオキシダーゼ活
性の低下を引き起こす（Matsubara and Machado,1991）と報

次に、Tetramethylbenzidine(TMB)を基質とした牛乳中の
ペルオキシダーゼ活性の測定を行った。TMB と過酸化水素
を含む緩衝液と牛乳とを混合し、655nm における吸光度を
測定した。

さらに、ELISA 法を用いて牛乳中プロジェステロン（P4）濃
度の測定を行った。二次抗体（ヤギ抗ウサギ IgG 抗体）でコ

2．産次数とラクトペルオキシダーゼ活性および体細胞数と

ーティングしたプレートを作成し、抽出した脱脂乳中の P4、

の関係

ペルオキシダーゼ標識 P4、ウサギ P4 抗体をプレートに添

産次数別のラクトペルオキシダーゼ活性を図３に示した。

加して競合させ、2 時間培養した後、吸光度を測定し、同時

産次数の増加に伴ってラクトペルオキシダーゼ活性は低下

に測定したスタンダードより牛乳中 P4 濃度を算出した。

する傾向があり、初産と他の区との間には有意差が認められ

相関係数および 2 区間の有意性の検定にはｔ検定を、3

た。また、産次数別の体細胞数を図４に示した。初産のウシ

区間以上の有意性の検定には分散分析の後、Duncan の多

は平均体細胞数が 50 万個/ml 以下であったが、2 産以上の

重比較検定を行い、危険率 0.05％以下を有意と判定した。

ウシでは体細胞数は増加し、初産と他の 2 区との間には有意
差が認められた。したがって、産次を重ねるに連れてラクトペ

結果および考察

ルオキシダーゼ活性が低下し、乳房炎にかかりやすい可能

1．泌乳期における牛乳中ラクトペルオキシダーゼ活性およ

性が考えられる。これは、高齢牛ほど過去の泌乳期を通して

び体細胞数の変化

細菌の侵入する機会が多かったことが考えられる。

初産のウシ 7 頭のうちの 4 頭（No. 19、21、22、23）は泌乳
開始直後にラクトペルオキシダーゼ活性が平均 11.81～

３．CMT 変法の判定結果とラクトペルオキシダーゼ活性およ

17.74U/mlと高値を示した後、徐々に低下して、末期まで平

び体細胞数との関係

均 3.80～4.58U/mlの値を示した（図１）。残りの初産のウシ

CMT 変法において、凝集が強いほど、牛乳中体細胞数が増

（No. 2、5、6）では、そのようなラクトペルオキシダーゼ活性

加したが、ラクトペルオキシダーゼ活性は一定の傾向が認め

の変化はみられなかった（図１）。2 産から 6 産のウシ（No.

られなかった。これは先ほどの全牛乳サンプルにおける牛乳

3,4,9,12,13,14,15,20,26,28）のラクトペルオキシダーゼ活性

中ペルオキシダーゼと体細胞数との相関は認められなかっ

は泌乳期を通して低値を維持した。牛乳中ラクトペルオキシ

たという結果と一致する。

ダーゼ活性と体細胞数の変化は一致しておらず、全牛乳サ
ンプルにおける両者の相関を調べたが、有意な相関は認め

４．プロジェステロン濃度とラクトペルオキシダーゼ活性およ

られなかった（r2＝0.00005）。したがって、牛乳中ペルオキシ

び体細胞数との関係

ダーゼを測定することにより乳房炎の早期診断をすることは
困難と考えられた。

全ての牛乳サンプルをプロジェステロン濃度 1ng/ml 以上
および未満に分類し、それぞれのラクトペルオキシダーゼ活

しかし、ラクトペルオキシダーゼ活性が分娩後 2 ヶ月以内に

性および体細胞数を調べ、表１に示した。プロジェステロン濃

2 週続けて 10U/ml 以上の高値を示したウシとそうでないウ

度が 1ng/ml 以上の時に、ラクトペルオキシダーゼ活性は有

シの分娩後 1 ヶ月以降の体細胞数の平均を比較した（図２）

意に低くなっていた。体細胞数においては両区間に有意な差

ところ、前者の体細胞数は後者に比べて有意に低くなった。

は認められなかったが、1ng/ml 以上の時に高くなる傾向が

このことから、泌乳初期に牛乳中ラクトペルオキシダーゼ活

あった。また、発情周期におけるラクトペルオキシダーゼ活

性の上昇が認められたウシではその後、乳房炎に罹患しにく

性の変化を調べてみると（図５）、有意差は認められなかった

い、つまり泌乳初期のラクトペルオキシダーゼ活性の一過性

もの、プロジェステロン濃度の増加に伴ってラクトペルオキシ

の上昇がその後の乳房炎原因菌に対する抵抗力を強化して

ダーゼは減少する傾向があった。さらに、人工授精で受胎し

いる可能性が示唆された。

た場合および受胎しなかった場合のラクトペルオキシダーゼ

活性および体細胞数を調べると（図 6）、人工授精後のラクト

applied microbiology 8:147-149.

ペルオキシダーゼ活性は、受胎牛および不受胎牛間に差は

Starbuck GR, Gutierrez CG, Peters AR, Mann GE. (2006)

認められなかったが、体細胞数においては、有意な差はなか

Timing of follicular phase events and the

ったものの、受胎した場合の方が不受胎の場合に比べて人

postovulatory

工授精後の体細胞数が高い傾向を示した。これらのことから、

synchronisation of oestrus in cows. Veterinary

プロジェステロン濃度が増加するとき、ラクトペルオキシダー

Journal 172:103-108.

ゼ活性は低下し、体細胞数は増加する傾向が認められたた

progesterone

rise

following

Thomas, E. L. and Aune, T. M. (1978) Lactoperoxidase,

め、プロジェステロン濃度の高い黄体形成時に乳房炎に罹

peroxide,

患しやすい可能性が考えられた。

Correlation

thiocyanate
of

antimicrobial

sulfhydryl

system:

oxidation

with

antimicrobial action. Infection and immunity
表 1．牛乳中プロジェステロン濃度と

20:456-463.

ラクトペルオキシダーゼ活性および体細胞数との関係
プロジェステロン濃
度
（ng/ml）
<1
>1
a, b

LPO 活性
（U/ml）

体細胞数
（×1000/ml）

4.5a
3.5b

1020a
1134a

: 各縦列の異文字間に有意差あり(P<0.05)

トペルオキシダーゼ活性が必ずしも高くならず、早期診断に
役立つ十分な結果は得られなかった。しかし、泌乳初期でラ
クトペルオキシダーゼ活性の一過性の上昇が認められたウ
シにおいては、その後全泌乳期を通じて体細胞数が増加し
なかったため、泌乳初期にラクトペルオキシダーゼ活性が低
いウシでは、そうでないウシよりも乳房炎に罹患しやすい可
能性が考えられた。
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