


発刊のご挨拶

根室管内の生乳生産量は、２年続けて目標乳量を下回っていましたが、平成27年は、各地

域での取り組みや、個々の経営努力により、回復の兆しが見えてきました。一方、消費者から

安心・安全な農畜産物が求められている中で、酪農の一大地帯である根室管内においては、よ

り衛生的な生乳生産が必要です。

管内で発生している病傷事故のうち、およそ半分近くが「乳房炎」であり、酪農家における

経済的な損失は甚大なものがあります。酪農家の皆さんの労働面においても、その対策は、急

務であるといえます。

この冊子を手に取った酪農家の皆さんは、さまざまな講習会に参加したり、多くの酪農雑誌

を読んで「乳房炎の予防」に関する多くの知識を持っていることと思います。

そのような中で、我々、関係機関が生産現場を歩いていていると、酪農家の皆さんから「生

産現場の事例を知りたい。」という声をよく聞きます。

生産現場から得られる情報は、より実践的で、乳房炎を少しでもなくしたいと考えている酪

農家の皆さんにとって非常に有益であると考えます。

そこで、今回の営農技術資料は「乳房炎」をテーマに、乳房炎の発生頭数が少ない酪農家で

共通して実践されていること、農場でとくにやってほしいことを、生産現場の事例を中心にま

とめました。

乳房炎予防対策の実効をあげるには、酪農家の皆さんの改善意欲と、創意工夫が必要です。

ちょっとしたことを実践するだけで乳房炎が減り、「省力化」や「儲け」につながることがあ

ります。

この冊子が酪農家の皆さん自身の「乳房炎の予防」に少しでもお役に立てれば幸いです。

最後になりましたが、本冊子を作成するにあたり、調査などにご協力頂いた酪農家の皆さん

に心より感謝申し上げます。

根室農業改良普及センター

所長 佐藤 公之
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根室管内における乳房炎の発生状況とその対策

根室管内で発生している病傷事故のうちおよそ半分が乳房炎をはじめとする泌乳器病です

（北海道NOSAI・H24）。乳房炎は、依然として乳牛で最も多い病気となっています。

乳房炎の発生は、酪農家にとって非常に大きな損失であり、限られた労働力のなかで精神

面からもその対策が必要です。「うちは乳房炎になっても構わないよ。」と思っている酪農

家は、どこにもいません。

乳房炎の少ない酪農家は、「とにかく食べさせている」「牛体をきれいにしている」「乳頭

を徹底的に拭いている」「過搾乳は絶対にしない」「牛舎が明るい」など、ポイントを押さ

えた作業を行っています。

一方、乳房炎が多く、少しでも

乳房炎を減らしたいと思っている酪

農家では、「牛舎が暗い」「すべて

の作業が煩雑化している」「これま

で行ってきたことをやめて新しいこ

とを取り入れることへの不安感」な

ど、物理的、労働的又は心理的な理

由により、作業のポイントを逃して

しまっているケースも少なくありま

せん。

乳房炎対策は、概ねつぎのことに集約されます。

・栄養、環境、管理からの牛へのストレスをできるだけ少なくする

・細菌の少ない飼養環境を整えて牛体をきれいにする

・正しい（とくに乳頭口を傷めない）搾乳手法を実践する

・正常な泌乳を妨げない搾乳システムを維持する

これらを管理・実践するのは「人」、すなわち酪農

家の皆さんです。また、作業の質を上げるには、農

場で働く人が気持ちよく仕事ができる工夫や仕組み

づくりが大切です。

上記の対策をバランス良く実践することが、乳房

炎の安定的な予防につながります。
．．．．

図１ 根室管内における病傷事故の発生状況

（北海道NOSAI 平成24年）
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Ⅳ 乾乳牛を乳房炎から守る

１ 乾乳期は乳房炎の感染リスクが高まります

図１は、泌乳期と乾乳期の乳房炎新規感染の発生率を表したものです。

乾乳直後と分娩直前は、乳頭口が開きや

すい時期であり、乳房炎に感染しやすくな

ります。そのため、牛体を清潔に管理する

ことが乳房炎防除には大切です。

育成牛も、小さい頃から汚れたペンやド

ロドロのパドックで飼育されると、未経産

牛乳房炎にかかるリスクが高まります。未

経産牛乳房炎は治療しても、分娩時に再発

または無乳症を示すことがあり、経済的損

失は大きくなります。

(１)飼養環境を清潔に！

(２)乳頭テーピングで汚れを防ぐこともできます

乾乳するときに乳頭先端を「透湿防水性の医療用フィル

ムテープ」を巻いて､乳頭口を覆ってしまいます。

乾乳軟膏を注入して乾乳したら、ディッピング剤やアル

コールで乳頭表面を清潔にし、テープで乳頭を覆います。

ただし、牛体を清潔に保てる環境では乳房炎減少の効果

はありますが、乳頭が汚染されやすい環境では効果はあり

ません（根釧農業試験場調査）。

テーピングの手順は普及センターにお尋ねください。

図１ 泌乳期と乾乳期における新規感染の発生率の関係

（Natzke,1981）

写真１ 清潔な場所で効果あり！

図２ 乾乳牛の飼養環境あれこれ

写真１､２ きれいに管理された乾乳牛 写真３ 育成牛を清潔で乾燥した環境で飼うことは乳房炎のリスクを減らします

写真４ 乾乳牛や育成牛が置かれがちな環境（乳房・乳頭が汚れるので感染のリスクは常に付きまといます）
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Ⅴ 搾乳作業

普段の搾乳作業のなかで、これだけは気にしている！というポイントはありますか？

搾乳作業は、農場によってやり方がさまざまだと思います。この章では、搾乳作業のなかで

もとくに実践してほしいポイントをまとめました。乳質をうまくコントロールしている農場で

は、以下のポイントをとくに意識して搾乳作業を行っている傾向があります。

１ 搾乳作業でとくに実践してほしポイント

ポイント① 搾乳刺激（前搾り･乳頭清拭）をしっかり与える

ポイント② 過搾乳を防ぐ（乳頭口を傷つけない搾乳）

ポイント③ 確実なポストディッピング

写真１ ストリップカップを使って
前搾りをする

写真２ 乳頭側面と乳頭口をきれいに拭く
（乳頭口はとくに念入りに）

写真３ ノンリターンディッパーを使用 写真４ 乳頭全体が浸るように
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ポイント① 搾乳刺激をしっかり与える ～ なぜ搾乳刺激が大事なのか？ ～

前搾りと乳頭清拭をしっかり行うことは、牛に対して「これから搾乳

するよ」という強い搾乳刺激になります。施設の構造上、現状より牛体

をきれいに保つことが困難な場合は、ユニット装着前の乳頭清拭がとく

に重要です。乳頭口が開く前に、乳頭、とくに乳頭口をきれいに拭い

て、病原菌の侵入を防ぎましょう。乳頭口を丁寧に拭くことは、乳牛に

とって強烈な搾乳刺激になります。これは、誰にでもできる乳房炎の予

防法です。

＜ ちょっと難しいけど、とっても大事なはなし ～牛の泌乳生理とは？～ ＞

生乳はミルカーの真空圧による引っ張りで搾られるわけで

はなく、泌乳ホルモン（オキシトシン）を利用することで初

めて十分に搾ることができます。

乳房内の生乳のうち、ミルカーの吸引力で搾り出せる生乳

は約40％といわれており、残り60％は搾乳刺激により牛自

らが排出を促さなければ搾乳できません（図１）。

搾乳刺激を感じる部分は乳頭にしかありません。乳頭を刺

激することでオキシトシンが血液中に放出されます。図２はオキシトシンの分泌と乳の流れを示した曲線です。

血液中のオキシトシン濃度は、乳頭刺激から１分程度で最高に達し、その後５分程度で減少し始めるといわれてい

ます。

赤い曲線のようにオキシトシンの分泌カーブに合致した搾乳が、牛に優しい搾乳方法といえます。

青い曲線は、搾乳刺激の不足やユニッ

トの装着タイミングが早すぎた場合を表

しています。泌乳開始とともに生乳は出

るものの、その後、一旦出なくなる現象

が起こります。これはバイモダリティ

（二度出し）と呼ばれ、吸引力だけで搾

られる生乳は引き出されても、オキシト

シンの放出が不十分なために起こりま

す。

緑の曲線はユニット装着のタイミング

が遅い場合です。オキシトシンの放出が

少なくなっても乳房内に残乳があるた

め、少ない生乳を、時間をかけて搾乳す

る結果となり、過搾乳を引き起こしてし

まいます。

図１ 生乳が搾られる仕組み

図２ オキシトシンの分泌と乳の流れを示した曲線
（出典 : Cowsignals UdderHealth 改訂）

写真５ 理想とする清拭
後の乳頭口
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ポイント② 過搾乳を防ぐ(乳頭口を傷つけない搾乳)

～なぜ、乳頭口が傷つくのを防ぐ必要があるのか？～

乳房炎起因菌が乳頭口から侵入することで、乳房炎が発生します。乳頭先端が傷つき、花開

いた状態は、ケラチン層などの防御システムが破壊されている状況です。傷部分で細菌が増殖

するとともに、細菌が侵入しやすいことで、乳房炎のリスクが高まります。

分娩したばかりの初産牛の乳頭口は、下図の左の写真のように、きれいな状態です。

乳頭口は、思春期の女の子の心のように、デリケートで傷つきやすいものです。乳頭口が傷

つく原因には、以下のことが考えられます。

皆さんの牛群の乳頭口はどのような状態でしょうか？ 上の赤い枠線内にある傷ついた乳頭

口が牛群全体の10％を超えないことが目標となります。とくに、初産牛の乳頭口が傷ついてい

る場合は、日頃の搾乳方法やミルカーの真空圧などを見直すことが必要です。

最初はきれいな乳頭口 日頃の搾乳作業の 先端が傷つき

ですが やり方によっては 花開いてしまいます

＜乳頭口に負担がかかること＞

ユニット装着が早すぎた
り、分房に乳がない状態 装着時のシェルのねじれ ライナースリップ マシンストリッピング
での過度な搾乳

その他、「ミルカーの真空圧が高い」、「ライナーが乳頭に合っていない」、「パルセーター不良」、「搾乳時間

が長い」等も乳頭への負担になります。

搾乳刺激の不足やユニット装着のタイミングが適切でないと、搾乳時間は長くなります。搾乳刺激をしっか

り与えることは、乳頭口を傷つけない搾乳につながる第一歩です。

搾乳刺激を与えると乳頭がふくらんでくるのが分かります。この「乳頭のふくらみこそ」がユニットを装着

する目安になります（乳頭に触れてからおおむね１分～１分30秒後）。
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ポイント③ 確実なポストディッピング
ポストディッピングの役割は、「乳頭表面についた乳汁を洗い流す」、「乳頭の殺菌」、「乳頭

表面の保護」の大きく３つあります。

搾乳終了後の乳頭口は開いており、病原菌が侵入しやすい状態です。ポストディッピングで

殺菌することで乳房炎予防になります。また、ポストディッピング剤には、グリセリン等の油

分が含まれているものもあり、乳頭皮膚を保護するようになっています。

～ポストディッピングの注意点～

①十分にディップ（浸す）していますか？

ディッピングのディップは「浸す」という意味です。

不十分なポストディッピングは効果を発揮できません。

乳頭全体が浸るように行いましょう（写真６）。

②ディッパーが乳や糞便で汚れていませんか？

有機物で汚れたディッピング剤は、殺菌効果が大幅に低下してしまいま

す。

ノンリターンディッパーを使用する、汚れた場合は水ですすぐなどし、デ

ィッピング剤の効果を発揮して乳房炎を予防しましょう。

写真６ 乳頭全体が浸るよ
うに！

＜意外なも～点＞
乳房炎起因菌は、作業者の手や搾乳道具にも付着しています。ポイントをおさえた搾乳作

業を行っていても、乳頭に触れるものが汚染されていては意味がありません。

写真７ 搾乳中に汚れたまま
のユニット

写真８ 汚い場所にライナー
キャップを放置

＜農場の工夫事例＞

・汚れた場合は、殺菌したタオルできれいに拭く。

・自動離脱時にユニットが牛床に触れて汚れないように、ユ

ニットの離脱間近は手動へ切り替えてから離脱する。

＜番外編＞

・搾乳者1人につきユニットを2台以内にする。

使用しない予備のユニットは、ユニットが汚れた場合の交

換用とする。使用するユニットの使用台数を減らし、余裕

をもって作業に集中するよう心がけている。

＜農場の工夫事例＞

・搾乳中、ライナーキャップは殺菌剤入りのお湯の中で保管

する（写真９）。

・手洗い専用バケツ

を用意して、乳頭

に触れる前に搾乳

手袋を洗う。 写真９ ライナーキャップ専用の
トレイ（洗面器を使用）
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農場事例「搾乳方法を変えて、乳頭口先端の傷を改善」

～ラクトコーダ※を用いた搾乳立会から～

初産牛から乳頭口の損傷が目立っていた農場で、ラクトコーダを用いて搾乳立会を行っ

た事例を紹介します。Ａ農場では、作業者１人がミルキングパーラーで３回搾乳を行って

います。搾乳方法の概要は下の表のとおりです。図３は、ラクトコーダで調査した結果の

一例です。

調査の結果、「①バイモダリティ(乳の二度出し)」、「②搾乳時間が長い」という特徴が

確認できました。「搾乳刺激の不足」や「ユニット装着のタイミングが遅くバラツキがあ

ること」が原因で、搾乳時間が長い傾向にありました。この農場では、前搾り回数を増や

し、前搾りから装着までの時間を変更したところ、乳頭口の傷みが改善され、１回あたり

の搾乳時間も短くなり、乳房炎の頭数が減りました。

図３ ラクトコーダの調査結果（搾乳立会時）

ラクトコーダとは

ラクトコーダは、ミルククローとミルクラインの間に設置するミルクメ

ーターです（写真10）。１分間当たりに搾られる乳量（＝流速（kg/分））

を経過時間（分）ごとに示すことができます。

ラクトコーダにより、ユニット装着のタイミング、ユニットの装着時

間、ユニットを離脱したときの乳量、総乳量、最大流速、電気伝導度など

が分かります。

これらを総合的に見ることで、搾乳作業の良し悪しなどを評価します。 写真10 ラクトコーダ
（ZENOAQ資料より）

項目 変更前 変更後

搾乳手順 前搾り→乳頭清拭→ユニット装着･離脱→ポストディッピング 変更なし

前搾り回数 １回 ４回以上

前搾りから装着

までの時間

２分半～６分(バラツキ有) １分半～２分
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２ ユニット離脱のタイミングを考える

ミルククローへ流れてくるミルクの量をビジュアル化し、視覚からユニット離脱のタイミン

グを考えてみました。

北海道乳質改善協議会では、ユニット離脱のタイミングを「ブリードホールから空気の流入

音が止んだ時又はクローに出てくる生乳がひとすじの糸状になってクロー内壁を伝う時である」とし

ています。

一方、生産現場では、自動離脱装置を装

備した搾乳システムが広く普及していま

す。

表１は、自動離脱装置を利用している酪

農家の体細胞数から、体細胞数が低い酪農

家と高い酪農家における自動離脱の流量設

定値を比較したものです。調査結果から体

細胞数が低い酪農家は、離脱の流量設定値

が高い（＝離脱のタイミングが早い）こと

が分かります。

過搾乳による乳頭損傷を防止するために自動離脱の設定乳量を上げる酪農家が増えていま

す。「搾りきらないと乳房炎になる。」と酪農家の皆さんから聞きます。もしかしたら、その

牛はすでに、乳房内に細菌が感染しているのかも知れません。とくに乳房炎の経験がない牛

は、搾りきるのではなく、「少し早いかな。」というくらいのタイミング（下の写真の600～1

000cc/分）で、ユニットを外すことを心がけてみて下さい。

繰り返しますが、とくに初産牛で乳頭損傷が見られる場合は、過搾乳があると判断し、離

脱のタイミングも含めた搾乳方法を見直すべきです。

根室農業改良普及センター2015（調査協力：北海道立農業大学校）

表１ 良質乳生産酪農家の自動離脱装置の流量設定

* 良質乳生産酪農家（５戸）：体細胞数20万以下

* 改善志向酪農家（５戸）：体細胞数20万以上

（網走農業改良普及センター 2013）



酪農現場の事例集 

• わたしたちの乳しぼり 

 

• 搾乳作業の質を上げるための工夫 
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飼養形態 繋ぎ飼い（ニューヨークタイストール）   

搾乳牛頭数 80頭 

体細胞数 18万/ml リニアスコア：2.3 リニアスコア２以下割合※：63％ 

農場の特徴（紹介） 

牛舎内が明るく、牛体がとてもきれい。牛床は牛床マットに麦稈を入れており、糞尿で汚れ
たら、衛生資材（クリーンサポート）を散布することで、牛床を乾燥させている。 
推奨される搾乳手順を実践しており、とくに乳頭を丁寧に拭くことで搾乳刺激を十分に与え
てからユニットを装着している。 

特に注意している点（ポイントとなる事項） 

牛体をきれいに保つことと、とにかく乳頭清拭作業を丁寧に行う。 

モチベーションアップのためのアイデア 

明るくすることで、人の心も明るく気持ちいい。子供たちも率先して手伝ってくれる。 

※リニアスコア２以下：本当に乳房炎ではない牛の割合 目標は70%以上 

牛舎内がとっても明るい 
石灰資材を軽く敷いて牛床を乾燥 

牛体が Beautiful！ 
壁面の窓の面積が広くて、窓の位置を高くする
など、採光に工夫がされている 
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わたしたちの   乳  しぼり 事例① 



わたしたちの   乳  しぼり 事例② 

飼養形態 繋ぎ飼い（ニューヨークタイストール）   

搾乳牛頭数 42頭 

農場の特徴（紹介） 

プレディッピングを取り入れて、基本的な搾乳手順を励行している。前搾りの後、ヨード系
の殺菌剤で手を洗っている。牛床には衛生資材（クリーンサポート）を散布し、特に汚れる
牛の牛床にはもみがらを敷いている。カウトレーナーをこまめに調整し、除糞も行っている
ため、牛体及び牛床はいつもきれい。乳房炎の疑いがある牛は必ず乳汁検査を実施している。 

特に注意している点（ポイントとなる事項） 

①「牛床をきれいに保つこと」を常に心がけている。 
②搾乳後、すぐに横臥すると乳頭口から細菌が侵入する可能性が高くなる（乳頭口が閉じる 
 まで15～20分を要する）。そこで、全頭カウキーパーを使用して搾乳し、搾乳終了後もし 
 ばらく立たせるためにつけたままにしている。   

※リニアスコア２以下：本当に乳房炎ではない牛の割合 目標は70%以上 

牛体も牛床もきれい！ 

「見かけたらすぐ除糞」を徹底して 
牛床をきれいに保つ 

搾乳後しばらくはカウキーパーをつけたまま カウトレーナーできちんと管理 

体細胞数 7.7万/ml リニアスコア：1.6 リニアスコア２以下割合※：75％ 
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わたしたちの   乳  しぼり 事例③ 

飼養形態 繋ぎ飼い（ニューヨークタイストール）   

搾乳牛頭数 46頭(経産牛頭数) 

農場の特徴 

平成23年に新規参入した農場。 
平成26年度管内乳質改善共励会では個人の部で表彰されている。乳牛をよく観察して飼養管
理の基本を忠実に守っており、牛は健康で生産性が高い。 
牛床と牛体の衛生管理は素晴らしく、就農以来、良質な生乳生産を続けている。 

特に注意している点 

牛体をきれいに保つこと。充分な採食量を確保すること。健康に飼うこと。 

モチベーションアップのためのアイデア 

大変でも、もうひとがんばりすれば、牛が応えてくれる。 

※リニアスコア２以下：本当に乳房炎ではない牛の割合 目標は70%以上 

健康のポイント：採食量を充分に確保する 

頻繁なエサ寄せで、 
目の前にいつでもエサがある 

たくさん食べたから 
腹の左側がはってるよ！ 

１ いつでもエサが食べられる状態の飼槽 
２ 水が飲みたい時に飲みたいだけ飲めるｳｵｰﾀｰｶｯﾌﾟ 
３ スムーズに寝起きができるベッド 

この条件がそろうと、乳牛は食べたい時に食べ、 
休みたい時に寝て反芻するようになります。 

乳検（2015年10月：乳成分は年平均） 

おなかいっぱい！ 

農場の生産データ 

延長した牛床と柔らかいマットレス キレイな水がたくさん飲める 

乳量 乳脂肪率 乳蛋白質率 無脂固形分率 分娩間隔 

kg % % % 日 

12,851 4.01 3.38 8.91 399 

体細胞数 6.9万/ml リニアスコア：1.2 リニアスコア２以下割合※：85％ 
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乳質向上のポイント：牛床・牛体をきれいに管理 

処理室もきれいです 

〈立ち位置を調整するバー〉 
牛床の前方に立つと牛床を汚すため設置。 
このバーがあると、遠くのエサに届きにく
くなるため、エサ寄せは欠かしません！ 

〈カウトレーナー〉 
排尿姿勢をコントロールして、尿が尿溝に落ちるように。 
牛床に斜めに立たないようにチェーンを垂らしている牛床もあり
ます。 

搾乳ツールは洗って乾燥させます 清潔感のあるシンク周り 素敵な棚使い 
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わたしたちの   乳  しぼり 事例④ 

飼養形態 繋ぎ飼い（フリーストール・ミルキングパーラー）   

搾乳牛頭数 138頭 

農場の特徴（紹介） 

搾乳は朝夕ともに４時半頃から夫婦で行われている。最初は搾乳作業とフリーストールでの
作業を平行して行い、途中から二人で搾乳を実施している。乳頭に触れてから装着までの時
間を見ながら頭数を検討し、夫婦で作業を統一し、牛の生理にあった基本的な搾乳方法を実
践している。 

特に注意している点（ポイントとなる事項） 

泡状のプレディッピング剤を利用して、搾乳直前の乳頭をきれいにしている。 
乳頭清拭作業を丁寧に行い、十分な乳頭刺激を与えている。 
搾乳する時、ユニットを汚さないように留意している。 

※リニアスコア２以下：本当に乳房炎ではない牛の割合 目標は70%以上 

乳質改善のために取り組んでいる事項 

○乳頭に触れてから装着まで時間（1分30秒程度、離脱まで5分30秒程度）を意識 
○乳頭を十分拭き取り、乾いた状態でユニットを装着している 
○ユニットは汚れたら殺菌剤に浸し、乳頭清拭用タオルで拭き取る 

体細胞数 13万/ml リニアスコア：2.2 リニアスコア２以下割合※：67％ 
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わたしたちの   乳  しぼり 事例⑤ 

飼養形態 繋ぎ飼い（チェーンタイストール）   

搾乳牛頭数 50頭 

農場の特徴（紹介） 

搾乳作業が丁寧で、牛の生理にあった基本的な搾乳方法を行っている。 
牛舎内通路、牛床、パドックが乾いていて、牛体をきれいに管理している。 
処理室も整理整頓されていて搾乳機器も適切に管理されている。 
放牧を取り入れながら、体細胞数10万以下を維持している。  

特に注意している点（ポイントとなる事項） 

牛体をきれいに保つことと、過搾乳にならないように気をつけているが、搾り残さないよう
にしている。 

乳質改善のために取り組んでいる事項 

○尾の管理（尾吊りなど） 
○カウトレーナーを適切に設置し排泄をコントロールしている 
○プレディッピング 

※リニアスコア２以下：本当に乳房炎ではない牛の割合 目標は70%以上 

体細胞数 5.2万/ml リニアスコア：1.3 リニアスコア２以下割合※：81％ 
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わたしたちの   乳  しぼり 事例⑥ 

飼養形態 繋ぎ飼い（ニューヨークタイストール）   

搾乳牛頭数 51頭 

農場の特徴（紹介） 

父の代から乳質改善に取り組んできた。家族でよく話し合い、共通認識を持ちながら仕事に
あたっている。牛舎全体が整理されていて、牛体もきれいに保たれている。奨励される搾乳
手順を実践しており、とくに乳頭を丁寧に拭くことで搾乳刺激を十分に与えてからユニット
を装着している。さらに過搾乳にならないタイミングでユニットを外すように心掛けている。 

特に注意している点（ポイントとなる事項） 

○牛体をきれいに保つこと (例えば、自動給飼機が回り起立後に除糞を行う) 
○基本技術の励行(前搾りを5回以上行うとともに、とくに乳頭口を丁寧に清拭している) 
○ユニットを外すタイミング (自動離脱に頼らず、きちんと搾れているか確認して手動で 
 離脱) 

※リニアスコア２以下：本当に乳房炎ではない牛の割合 目標は70%以上 

乳質改善のために取り組んでいる事項 

○乳頭刺激を十分与える 
○自動離脱に頼らず、きちんと搾れているか確認して手動で離脱する 
○乾燥（通路、牛床、パドックなど） 

体細胞数 7.6万/ml リニアスコア：1.7 リニアスコア２以下割合※：74％ 
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わたしたちの   乳  しぼり 事例⑦ 

飼養形態 フリーストール   

搾乳牛頭数 110頭 

農場の特徴（紹介） 

 常に牛の気持ちに立って「牛の目線にどれだけ合わせられるか」ということ

を大切にしており、農場方針は「利益が出たら土・牛・人で分け合う」となっ
ている。そのため、カウコンフォート（乳牛の安楽性）を高めて、牛のストレスをなくすと
いうことを心がけている。哺育期から、撫でたり声をかけることで牛に安心感を与えている
ため、人を怖がることも無く、成牛になってからでも人に近寄ってくる。  

特に注意している点（ポイントとなる事項） 

「環境をきれいに保つこと」を心がけており、毎
日２回、牛床に敷料（おが粉）をたっぷり入れて
ベッドメイキングをしている。搾乳時は乳頭口を
丁寧に清拭し、清拭後のタオルは洗濯して乾燥さ
せる。 

モチベーションアップのためのアイデア 

 牛が健康で乳をたくさん出してくれることが、

「搾乳が楽しい！」「仕事が楽しい！」と
いう気持ちにつながっている。 

※リニアスコア２以下：本当に乳房炎ではない牛の割合 目標は70%以上 

いつでも敷料たっぷり♥ 清拭用タオルは 
毎回ボイラー室で乾燥させる 

牛は人を全く怖がらない！ 

人の足 

体細胞数 7.7万/ml リニアスコア：2.1 リニアスコア２以下割合※：63％ 
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わたしたちの   乳  しぼり 事例⑧ 

飼養形態 繋ぎ飼い（スタンチョン）   

搾乳牛頭数 70頭 

農場の特徴（紹介） 

牛舎内がきれいで、牛体が汚れないように注意している。牛床および通路の汚れを防ぐため、
こまめな除糞作業を実施している。特に作業終わりには牛床と通路をきれいにすることを習
慣としている。また通路は１日２回掃き掃除を行い、消石灰を散布し真っ白にしている。 
作業の時間が空いた時には乳房の毛刈りを行い、乳房の汚れが付かない一手間をかけている。 

特に注意している点（ポイントとなる事項） 

牛のストレスを減らすことが大切と考える。敷料が乾いていること、腹いっぱい粗飼料が食
べられること、水がきちんと飲めることが重要。基本に優ることはない。 

敷料はたっぷり入れる 

通路は掃き掃除と石灰散布 
石灰散布は散布機を使用 

乳房の毛刈り 

※リニアスコア２以下：本当に乳房炎ではない牛の割合 目標は70%以上 

体細胞数 17万/ml リニアスコア：2.3 リニアスコア２以下割合※：64％ 

35 



搾乳作業の   質  を上げる工夫 

 来る日も来る日も行う搾乳作業。この冊子のなかでも触れましたが、一つ一つの作業には意味があ

ります。プロフェッショナルである酪農家の皆さんはすでに分かっていることと思います。 
 分かっていても、毎日の作業だけについつい馴れ合いになってしまうのが人の心理。例えば、作業
しづらい環境、複雑な搾乳作業、牛が汚くてうるさい、外仕事で忙しい時期に旦那が帰って来ない。
乳房炎牛がどんどん増えていく。治療してようやく出荷できるようになったのに乳房炎が再発・・・

あせる気持ち。これらは、搾乳作業のモチベーションを下げる大きな要因です。 
 

 人が少しでも気持ちよく搾乳ができ、一つ一つの作業を意味のあるものにするための生産者の工
夫を集めてみました。皆さんの毎日の搾乳作業のなかで組み入れられるものがあると幸いです。 
 

ムダのない動きを行うために 

搾乳ベルト（搾乳ポシェット）を活用 
 ・ストリップカップとティートディッパーを備えたホル 

  ダー付きベルトを活用した事例 
 ・さまざまな場所に置いていたストリップカップや 
  ティートディッパーを取りにいく手間が省けた。 
 ・牛の間に入ったら前搾り～乳頭清拭～ユニット装着ま 
  で出てこない。 
 ・搾乳作業で労働負荷の大きいスクワット（立ったり 
  しゃがんだり）の回数が減った。 
 ・楽になった分、気持ちに余裕ができて乳頭を拭く作業   
  を入念に行った。 
 ・体細胞数が激減した。 
 
【管外事例】 

 ・繋ぎ飼い80頭 

 ・体細胞数26万→18万 
 ・リニアスコア２以下※割合 41%→64% 
 ※リニアスコア２以下：本当に乳房炎ではない牛の割合  目標は70%以上 

ストリップカップ 

ティートディッパー 

通路のあちこちに置いていた
ストリップカップ 

ティートディッパーを持ち運ぶための

自作ホルダー 

ある薬品の容器がぴったり
サイズ 

腰に巻くベルトに引っかける工夫 

ティートディッパーをそのまま作業着に引っかけて
持ち運ぶと、ディッピング剤で作業着が汚れてしま
うので、ホルダーを作った ペットボトルを加工した事例 
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搾乳作業の   質  を上げる工夫 

明るい搾乳環境 

R² = 0.7208 
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照度（乳房下） 
ルクス 

% 

• 夜の自動販売機照明前：300 ルクス 
• 夜の月明かり：0.2ルクス 
• 新聞が読める明るさ：5ルクス 

網走農業改良普及センター2013 

 乳房炎が極めて少ない農場は、搾乳環境（繋ぎ飼い牛舎では牛舎内環境）がとても明るいとい
う共通点があります。 
 搾乳環境が暗いと、搾乳作業中に乳頭の汚れが見えづらいため、ついつい「きれいだろう」と
いう心理が働いてしまいます。 
 その心理を解消させてくれるのが“明るさ”すなわち照明です。 
 
牛舎を明るくするメリットに次のことが挙げられます 
 
・乳頭の汚れを目視で確認できるため意識的に拭くようになる 
・作業者が気持ちよく搾乳できる 

この農場では乳牛４頭に対して１基のLED蛍光灯を設置しています 

明るくするために 
・照明は低い位置に設置 
・できるだけ多く設置 
・石灰塗布も効果的 

リニアスコア2以下割合：本当に乳房炎ではない牛の割合 

根室農改 新・キャラクター ミツコ 

ユニットの位置を調整するための 

工夫 

お金をかけずに今日からできる！ 
ひもを使ってユニットの位置調整 

（牛の動きに追従してユニットの位置を保持） 

上（牛の背中に引っかける） 下（取り付けたフックに引っかける） 

チェーンに引っかけるフックを取り付ける 

上 

下 
←チェーン 

自製のホースサポート 
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搾乳作業の   質  を上げる工夫 
 
 
 
 
 

搾乳いすで搾乳らくらく！ 

 

・搾乳いすを利用して労働負荷を 
 軽減している事例 
 
・10年以上利用しているが、腰の 
   負担が全然違う！ 
 
・これからもずっと愛用する予定！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ディッパーを３種類に分けて乳房炎予防！ 

 

・ディッパーを、「乳房炎用」「ＳＡ牛専用」「通常用」の３種類に分けて、 
 乳房炎予防に努めている事例 
 
 
・テープに「乳房炎用」「ＳＡ用」と記載して間違いが起こるのを防いでいます。 
 

乳
房
炎
用 

S
A
用 

通
常
用 

ベルトを腰に巻いて 
留めています 
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搾乳作業の   質  を上げる工夫 

清拭作業を丁寧に行うための工夫 

実はそのタオルが菌で汚れているかも！？ 

対尻式の繋ぎ牛舎で２台の搾乳カートを使用した事例 

・作業者がそれぞれのペースで搾乳ができる 
・遠く離れた搾乳カートまでタオルなどの資材を取りに行 
 かなくてもいいので省力的  
 → 楽になった分、清拭作業に専念できる 

清拭用タオルを絞る手間を省いて省力化した事例 

・殺菌剤入りの酪農用洗剤で洗濯した清拭用タオルを洗濯機で半脱水* 
・半脱水したタオルをそのまま使用。 
  *半脱水：手で絞ると水が滴るが、手で持ってタオルを広げても水が垂れない 
                   状態 

変更前は清拭用タオルを殺菌剤の
入ったお湯に浸して使用。清拭前
にタオルを手で絞って使用。 

冬の乾燥肌対策に保湿効果の高いディッピング剤を使用する 

冬に乾燥して荒れた乳頭 
・冬季間は、乾燥により乳頭が荒 
 れてしまいます。乳頭が荒れる  
 と、乳頭のシワに忍び込んだ汚 
 れをきれいに落とすことができ  
 ません。 
・冬季間に保湿効果の高いディッ 
 ピング剤を使用して、乳頭の荒 
 れを少なくしている事例があり 
 ます。 
・牛にとっても「お肌のお手入 
 れ」は必要です 

洗濯機が汚れていては、本末転倒です！ 

・「洗濯槽の裏側に雑菌のもとが・・・」どこかで聞いたこ  
 とのあるフレーズです。 
・洗濯槽を除菌する資材が市販されています。乳頭に触れる 
 タオルを洗う洗濯機だからこそ、定期的な除菌が必要です。 

洗濯機のゴミ取りネットを定期的にきれいにしている事例 

洗濯機のゴミ取りネットをきれいにしていますか？ 

注水すすぎ 

•糞などの大きな汚れを水を注ぎながら洗い流す 

完全脱水 

•タオルを完全脱水する 

洗濯槽洗浄 

•水を使って洗濯槽を洗浄する 

通常洗濯 

•殺菌剤入りの酪農用洗剤を利用して洗濯する 

タオルの洗濯方法（参考） 

洗濯前に注水すすぎ 

 有機物で汚れたタオ
ルを、注水すすぎ（又
は手による粗洗い）す
ることは、タオルをき
れいにする上で極めて
大切な作業になります。 

By ミツコ 

タオルが汚れていては本末転倒です！ 
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搾乳作業の   質  を上げる工夫 

見えない菌と闘う 

やっぱり整理整頓は大切です 
見える化 

汚れたら水洗い 
（ミルキングパーラー） 

搾乳時に搾乳手袋を
するのは当たり前 

搾乳手袋を着用しても
牛などに触れて汚れて
いては本末転倒 

汚れたら水洗い 
（繋ぎ飼い牛舎では専用
バケツを用意） 

殺菌する 

搾乳手袋も万全ではありません。汚れたら殺菌することが大切です 

「そんな面倒くさいこと・・・」と怒られそうですが、まずは
「リスクを認識する」ことが大切です。 

ディッパー内のディップ剤からも菌が検出した事例 

ディッパーは毎回洗浄してディッピング剤
は毎回交換 

乳頭に触れるものはとくに「清潔」を意識しましょう 

 酪農の生産現場でも５S（整理・整頓・清潔・清掃・躾）
は大切です。これらを実践することは仕事の効率を高め、作
業の質が上がります。何より気持ちよく仕事ができます。仕
事が煩雑化しないため、農作業事故の防止にもつながります。 

きれいな処理室 

整理整頓された搾乳器具 

整理整頓されたほ乳器具 

クリアケースを使って仕分け 整理整頓された工具類 
（畑作農家） 

・「見える化」の目的は、農場で働く人たちが目標や  
 問題点を共有し、共通認識のもとで解決のための行 
 動を起こすことです。 
・これらを実現するために、「見える化」を実践して 
 いる農場がたくさんあります。 
・「見える化」することで、作業の質が高まり、生産 
 性に寄与します。 

搾乳のポイントが記された
ファイル さまざまな情報が書かれた 

牛名盤 

メモの内容を共有化できる 
掲示板 

搾乳手順や牛の個体情報を書いたホワイトボード 
（酪農ヘルパーへの連絡ボードとしても活用） 

写真：十勝農業改良普及センター十勝西部支所 

総
菌
数

 

40 



41

推奨される搾乳手順

現在推奨されている搾乳手順は以下のとおりになります。乳牛の泌乳生理に合わせた搾乳は、

乳牛の乳頭への負担を減らし、乳房炎を予防することができます。作業の一つ一つには意味が

あります。ポイントを押さえて搾乳を行いましょう。

１ 搾乳作業の意味・ポイント

(１)搾乳前の準備

ア 搾乳カートの利用（写真１）

効率的な作業ができるように、搾乳道具等の持

ち運びには搾乳カートを利用しましょう（作業動

線によっては１人１台以上）。

イ 搾乳手袋の着用（写真２）

手のしわには細菌が付着

しており、洗ってもすべて

落とすことはできません。

搾乳手袋を着用して手洗

いをすることで、常に清潔

を保つことができます。

(２)プレディッピング

プレディッピングは、乳頭の殺菌を目的としています。しっかりとディッピング剤をつけ、

接触時間を30秒以上確保することが重要です。前搾りの後、清拭の際は、ディッピング剤が

残らないように、ペーパータオルまたは固く絞ったタオルでしっかりと拭き取ります。

写真２ 搾乳手袋をして

こまめに洗う
写真１ 搾乳カートで効率的に作業する

（プレディッピングあり） （プレディッピングなし）

プレディッピング 前搾り  ストリップカップを使用する

 搾乳手袋はこまめに消毒する

前搾り  前搾りは4～5回しっかりと

清　拭 清　拭  乳頭先端は入念に拭き取る

ユニット装着 ユニット装着  空気を入れない

位置調整 位置調整
 ロングミルクチューブが
 たわまないように

ユニット離脱 ユニット離脱  真空が切れて一呼吸おいてから

すぐに ポストディッピング ポストディッピング  しっかり漬ける

搾乳手順
作業上の注意点タイミング

１分～
1分30秒
程度

5分程度

＜手順の流れ＞

※「前搾り → プレディッピング」の場合もあり
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(３)前搾り（写真３）

ユニットを装着する前に手搾りし、乳汁をストリップカップ

に受け、乳房炎の確認を行います（疑わしいときはＰ.Ｌテスタ

ー等で確認しましょう）。

前搾りには、①乳頭を刺激してオキシトシンの分泌を促す、

②乳頭に溜まった生菌数の高い乳を搾り捨てる、③異常乳を発
た

見する、④乳頭口の通りをよくする、という目的があります。

①と②の目的を達成するには、１乳頭で４～５回、しっかり

と前搾りすることが重要です。前搾りの際は、乳頭内の細菌に

汚染されている生乳が乳房内へ逆流しないよう、親指と人差し

指で乳頭の付け根をしっかり閉じるように注意しましょう。

(４)清拭と乾燥（写真４）

乳頭についた汚れを、消毒液に浸して軽く絞ったタオルまた

はペーパータオルで拭き取り、乳頭をきれいにします。とくに

乳頭口は汚れがこびり付きやすいので、念入りに拭きます。

細菌や汚れ等の再付着を防ぐために、タオルを４つ折りにす

るなど常にきれいな面で拭き取るようにしましょう。タオルは

１頭１布以上用意し、汚れがひどい場合はきれいなタオルと交

換します。

清拭後、乳頭に水分が残らないように、固く絞ったタオルや

ペーパータオルで拭き取り、乾燥させます。

(５)ユニットの装着（写真５）

ユニットを装着する時に空気が入ると搾乳システム全体の真

空圧が低下します。すると、搾乳する力が弱くなり、他の搾乳

牛にも悪影響を及ぼします。装着する時は①空気を入れないよ

うにショートミルクチューブを折り曲げて、②装着する直前に

伸ばし、③乳頭がねじれないように装着します。

ユニットは乳頭が十分に張ってから装着します。装着が早す

ぎるても遅すぎても、オキシトシンを十分に利用しないまま搾

乳することになるため、乳頭口を傷める原因となります。

(６)位置調整（写真６）

ユニットを装着したら、乳頭がねじれないようにユニットと

ロングミルクチューブの位置を調整します。ロングミルクチュ

ーブがたるんでいるとライナースリップを誘発し、多量の空気

流入によってユニットが落ちてしまいます。

※ライナースリップは乳房炎の原因になるので、搾乳中はよく

観察し、ライナースリップが発生したらすぐに直します。

写真３ 前搾りはしっかり

４～５回以上行う

写真４ 乳頭先端はとくに念

入りに拭く

写真５ ユニット装着は空気

をしっかり遮断

写真６ ユニットの位置を

調整
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(７)ユニットの離脱

ミルククロー内部に流れる生乳が少なくなったら、ユニットの真空を遮断してから一呼吸

おいて、ユニットが自然に落下するタイミングで４本同時に外します。

(８)ポストディッピング（写真７）

搾乳後は乳頭口が開いているため、細菌が侵入しやすい状態に

あります。ポストディッピングは、乳頭表面の乳汁の除去と殺菌

をします。また、乳頭口が閉じるまでの間、乳頭口を塞いで細菌

の侵入を防ぎます。

ユニット離脱後、速やかに乳頭の３分の２以上をディッピング

液で浸漬し、乳頭口が閉じるまで乳牛を立たせておきます（15～

30分程度）。

※ 作業は乳牛にストレスを与えないように、優しく穏やかに行いましょう。

３ 黄色ブドウ球菌による乳房炎の防除対策

黄色ブドウ球菌（以下ＳＡ）は、乳房炎の原因菌の中でも難治性の乳房炎を引き起こすこと

でよく知られています。感染乳汁から搾乳者の手、ユニット、タオルなどを介して他の牛に移

ることから、伝染性の細菌といわれています。したがって、感染の拡大を防ぐためには、ＳＡ

感染牛を最後に搾乳するなど、適切な対処を行うことが重要です。

(１)定期的なバルク乳検査および分娩後の乳房炎検査

ＳＡによる乳房炎は、感染初期では治癒しやすいですが、感染が進んで乳房組織深部に侵

入すると治癒しにくくなり、牛の体調によって、体細胞数が高くなったり低くなったりを繰

り返します。

バルク乳スクリーニング検査（表１）では、７～８割の牧場でＳＡ陽性となっており、少

なからず感染牛がいるのが現状です。定期的なバルク乳スクリーニング検査や分娩後の乳房

炎検査を行い、ＳＡ感染牛対策をしっかり立てて実践することが重要です（図１）。

写真７ ディッピングは

しっかりと漬ける

おおむね

良好
要注意

正常 やや多い 多い 非常に多い

A B C D

無乳性レンサ球菌（SAG） 0 1～200 200～400 >400

黄色ブドウ球菌（SA） 0 1～150 150～250 >250

環境性レンサ球菌（OS） 500～700 700～1200 1200～2000 >2000

大腸菌群（CO） <100 100～400 400～700 >700

その他ブドウ球菌（CNS） <100 100～200 200～400 >400

改善を要する

環境性

伝染性

              判定基準

  菌種

表１ バルク乳スクリーニング検査で検出される菌の種類と判定基準の例
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(２)搾乳順番およびＳＡ感染牛の隔離

ＳＡ感染牛をしっかり把握し、感染牛と非感染牛とを分けることが重要です。

繋ぎ牛舎では、ＳＡ非感染牛を先に搾乳し、最後に感染牛をまとめて搾ります。こうする

ことで、搾乳器具や道具、人の手から感染するリスクを減らすことができます。また、フリ

ーストール牛舎等では、感染牛の群をつくって非感染牛と区別して飼養し、最後に搾乳する

と感染リスクを減らすことができます。

詳しくは普及センター、獣医師にお尋ねください。

図１ ＳＡ感染牛群の解決手法の例

④ その後の体細胞数情報に注意する

ＳＡ感染牛の解決手法

① ＳＡ検査 ＋ ＳＡ検査 －

20万/mlを超えれば再検査

ＳＡ検査 ＋ ＳＡ検査 －

①に戻る 健康牛群に戻る

④に戻る

最後に搾乳する

妊娠

１分房

妊娠 ＋ 妊娠 －

乾乳までの月数

罹患分房数

複数分房罹患

淘汰

罹患分房の生乳は廃棄

人工授精

③ 乾乳日決定

妊娠 ＋ 妊娠 －

淘汰①に戻る

3～4ヶ月以内 5ヶ月以上

乾乳軟膏注入

できるだけ早期に乾乳する

③にすすむ

罹患分房の生乳は廃棄

乾乳前治療

ＳＡ検査 ＋

分娩後再検査

淘汰 健康牛群に戻る ④に戻る

ＳＡ検査 －
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出題：ミツコ

（根室農改 新・キャラクター）

クロスワード

クロスワードのこたえは最後のページです

ヨコのカギ

１ パドックや牛道の○○○○は

肢蹄や乳房の汚れのもと

４ 牛が生産してくれるおいしい○○ク。

６ 水を○○んと飲める。基本に勝ることはない

９ 牛の寝床。いつもきれいで快適に！

10 ゆるいことやだらしないこと

○○ずな搾乳手順は厳禁です！

11 ミルクインレットの角度が

下○○になっていませんか？

12 定期的なミルカー○○○○で乳質改善！

13 ミルカーの○○空圧が高いと乳頭口の負担に

14 降りしきる雨を○○雨と呼ぶ

こんな日は牛体の汚れが気になります

　　 Ａ 　　 Ｂ 　　 Ｃ 　　 Ｄ

二重マスの文字をＡ～Ｄの順に並
べてできる言葉は何でしょうか？

タテのカギ

１ マネすること。良いことはどんどん○○○！

２ 新旧が移り変わる途中の時期

消耗品類の交換時期は適正に！

３ きまりきった仕事。いつも同じが牛も安心

４ 機材がなくても○○ことで

ミルカーの日常点検ができます！

５ 牛の第一胃。いつでもたくさん食べられる環境

にしてあげましょう！

６ 物事の始まり。まずは乳頭口から病原菌を侵入

させないことが乳房炎予防の第一歩！

７ 第Ⅲ章「○○きするなら、今でしょ！」

８ ストレスは○○○きの大敵です！
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・郵便番号 〒086-1045 
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・電話番号 (0153)72-2163 
・FAX番号 (0153)73-4123 
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