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研究成果の概要： 

 

ウシ乳房炎は生産動物の感染症において経済的損失が最も高く、畜産物の安全性を堅持する上

でも大きな阻害要因となっている。乳房炎は、大腸菌や黄色ブドウ球菌など複数の病原微生物

が関与する乳腺組織の感染症である。これらの原因菌は乳汁合成を阻害するとともに、乳汁に

排菌された微生物は新たな感染源となる。本研究ではウシ由来乳腺上皮細胞を用い、in vitro

における免疫学的多様性を評価し、乳腺細胞由来抗菌物質の動態および白血球機能との関連性

を明らかにした。 
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１．研究開始当初の背景 

ウシ乳房炎は生産動物の感染症にお

いて経済的損失が最も高く、畜産物の安

全性を堅持する上でも大きな阻害要因

となっている。その制圧は獣医畜産領域

における重要課題であり、早期解決が求

められている。乳房炎は、大腸菌や黄色

ブドウ球菌など複数の病原微生物が関

与する乳腺組織の感染症である。これら

の原因菌は乳汁合成を阻害するととも

に、乳汁に排菌された微生物は新たな感

染源となる。さらに、微生物の認識に始

まる乳腺免疫の活性化は、細胞性および

液性免疫を誘導により、乳合成に関わる

乳腺組織の恒常性を破綻させ、乳合成量

の低下を招来する。 

乳腺組織の免疫機構は乳腺細胞間リ

ンパ球や、血液から誘導される好中球、

マクロファージおよびリンパ球などの

細胞成分と、それらを産生母地とするサ

イトカイン等の液性分子より構成され

ている。乳房炎に関するこれまでの研究
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は、リンパ球、マクロファージおよび好

中球の機能検索を主軸としたものであ

り、乳腺環境という特殊性については十

分に考慮されてこなかった。このことは

乳房炎の病理学的あるいは免疫学的理

解を困難なものとし、効果的な防除法を

確立する上で大きな障害となってきた。 

 
２．研究の目的 
 

乳腺組織における免疫機構、特に乳腺

上皮細胞による好中球およびマクロフ

ァージの制御機構について解明する。す

なわち、 

(1) 乳腺上皮細胞初代培養系および免

疫担当細胞との三次元混合培養技

術の確立 

(2) 乳腺上皮細胞による免疫担当細胞

の表面分子発現調節機構の解明 

(3) 乳腺上皮細胞による免疫担当細胞

の細胞内情報伝達系制御機構の解

明 

(4) 乳腺上皮細胞による免疫担当細胞

の機能修飾機構の解明 

(5) 免疫修飾物質が乳腺上皮細胞およ

び免疫担当細胞との相互作用に及

ぼす影響 

の 5点を主軸に研究展開を図る。これらの研
究では、乳腺上皮細胞と好中球およびマクロ
ファージを主とした免疫担当細胞との相互
作用について、生化学的および分子生物学的
アプローチを図ると共に、乳房炎に対するよ
り積極的な対応として、複数の免疫修飾物質
が乳腺上皮細胞の機能に及ぼす影響につい
え検討した。 
 
３．研究の方法 
 

(1)乳腺上皮細胞初代培養系および免疫担当

細胞の三次元混合培養技術の確立 

① 乳腺上皮細胞の分離および培養法乳汁

合成能の評価 

② 白血球分離 

③ 白血球混合培養技術法の確立 

(2) 乳腺上皮細胞による免疫担当細胞の細

胞内情報伝達系制御機構の解明  

① 乳腺上皮細胞分泌物の蛋白質分析 

② 細胞内報伝達系の解析による表面分子

発現機構の解明 

(3)乳腺上皮細胞による免疫担当細胞の表面

分子発現調節機構の解明  

① 乳腺上皮細胞表面分分子の検索 

② 好中球およびマクロファージにおける

細胞表面分子の検索 

 (4)乳腺上皮細胞による免疫担当細胞の機

能修飾機構の解明 [樋口・永幡] 

① 好中球およびマクロファージの機

能検索 

② 混合培養後の好中球およびマクロ

ファージについて機能検査を行う 

③ 混合培養後の好中球およびマクロ

ファージについて細胞内情報伝達系の

解析を行う 

(5)免疫修飾物質が乳腺上皮細胞および

免疫担当細胞との相互作用に及ぼす影響 

①免疫修飾物質として畜産領域で用い

られているビタミン A および E が乳腺

上皮細胞と免疫担当細胞との相互作用

に及ぼす影響について検討する。 

②混合培養系に乳房炎原因菌を添加し、

その処理過程における乳腺上皮細胞と

免疫担当細胞との相互作用を評価する。 

 
４．研究成果 
 
(1) 混合培養において必要な白血球の乳汁
および血液からの分離を行うと共に、その機
能評価（活性酸素生成能/殺菌能）、白血球表
面マーカーの検索、細胞内情報伝達系の解析
を実施し、混合培養に必要な白血球の性状を
明らかにした。 
(2) 乳腺上皮細胞と白血球の混合培養により
白血球の機能および細胞内情報伝達系はい
ずれも亢進することが明らかになった。 
(3) 培養上清の解析を行ったところ、培養上
清中にはラクトフェリンの顕著な上昇が認
められた。ラクトフェリンは in vitro にお
いて免疫機能増強作用が報告されているこ
とから、乳腺由来のタンパク質によって、好
中球機能が修飾されたものと推察された。 
(4) αトコフェロールは、乳腺上皮細胞およ
び白血球の生存率を効果的に延長させると
ともに、両細胞の相互作用によって誘導され
る機能および細胞内情報伝達系の修飾をよ
り促進することが明らかになった。 
(5) これらの結果から、本課題において、従
来乳汁合成が主たる機能と考えられてきた
乳腺上皮細胞が、免疫系にも影響している可
能性が明らかになった。 
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