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分娩後の黒毛和種牛への早期CIDR装着が

その後の庇の生産性に及ぼす影響
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Effect of using CIDR at early stage of Postpartum on embryo production 

by superovulation in ]apanese Black Cows. 
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Masahiro SUNAGA W A and Tatuto SHIBUYA 

要 旨

黒毛和種牛を供匹牛とする過剰排卵誘起処理において、分娩後早期から安定的に移植可

能匪を回収するための方法について検討した。分娩後30日目から 8日間のCIDR装着によ

る前処置を行い、その後同剤を併用する過剰排卵誘起処理に移行した。また、前処理を実

施しない対照区において、分娩後45日目までの初回発情の有無が、その後の採卵成績に及

ぼす影響について検討した。その結果、試験区の平均回収卵数、移植可能匹数、移植可能

匹率はそれぞれ12.3個・ 9.8個・ 79.9%で、対照区の採卵成績に比べ、いずれの項目も高

くなる傾向を認めた。また、 Aランク匹数は有意 (P<0.05) に高く (7.3個vs2.6個)、

Aラソク匪率も高くなる傾向 (74.1%vs48.3%)を認めた。対照区における初回発情の影

響については、発情を認めた場合、試験区と同様に移植可能匪のAランク匹率が高い傾向

にあった。これらのことから、分娩後早期のCIDR装着は、初回発情の有無に関わらず安

定的に移植可能匪を回収することができ、供匪牛の効率的利用を図る上で有効な方法であ

ると考えられた。

緒 Eヨ

黒毛和種牛に対する過剰排卵誘起処理では、

経産牛を供匹牛に用いた場合、未経産牛に比べ

発育排卵する卵胞数が多く、回収卵数も多くな

ることが知られている 1)2)。 したがって、分娩

後早期から供匪牛利用することは、次回妊娠ま

でに多回数の反復処理の実施が可能となり、優

良雌牛の有効利用につながる。 しかし、分娩後

* 現在群馬県中部農業総合事務所家畜保健衛生部

** 現在群馬県馬事公苑

***本報告の一部は2000年2月東日本家畜受精卵移

植技術研究会大会で報告した。

早期の過剰排卵誘起処理による採卵成績は、卵

巣および子宮の機能的回復に個体差があること

から比較的低率な場合が多い 1) 3) 4)。そこで、

分娩後の供匹牛から効率良く安定的に移植可能

匪を回収するために、腫内留置型貰体ホルモン

製剤U(CIDR) による前処理をした後、発情周

期に関わりなく開始できるCIDR利用の過剰排

卵誘起処理5) 6)を実施し、前処理が採卵成績に

及ぼす影響について検討した。また、分娩後の

自然経過における初回発情の有無が採卵成績に

及ぼす影響について併せて検討した。
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材料および方法

供匹牛には、群馬県畜産試験場吾妻肉牛分場

で放牧飼養している授乳中の黒毛和種経産牛26

頭(試験区15頭、対照区11頭)を用いた。供匪

牛の平均産歴数は、試験区で3.9産(l ~7 産)、

対照区で2.8産(l ~5 産)であった。

試験区では、初回発情の有無、卵巣および子

宮の回復状況に関わらず分娩後30日自に腫内留

置型黄体ホルモン製剤U(CIDR: controlled 

internal drug release :イージープリード，

InterAG社)を装着した。装着期間は8日間と

し、 CIDR除去後 8日目(分娩後45日目)に後

述の過剰排卵誘起処理に移行した(図 1)。対

照区はCIDRによる前処理を行うことなしこ

の期間の初回発情の有無を確認し、分娩後45日

ト一一| |一一一|
分娩 CIDR 

装 着

目に試験区と同様の過剰排卵誘起処理を実施し

た(図1)。

過剰排卵誘起処理方法は、 CIDR装着後 6~

8日目から卵胞刺激ホルモン剤 (FSH-p:ァ

ントリン，デンカ製薬)を用い、総量13AUを

4日間に渡り漸減的に分割投与した。FSH投

与開始後 3日目の午後にCIDRを除去すると同

時に、 PGF2α(プロナルゴンF，アップジョ

ン社)を 2回 (25-15mg) に分けて筋肉内注

射し発情を誘起させた。人工授精については

PGF2α投与63時間後に 1回実施した。なお、

発情徴候が不明瞭な個体については、発情予定

日の午後に90分間隔でGn-RH製剤(コンセラー

ル， ~楠武田薬品)を 2 回(各1∞ μ) 筋肉内注

射した(表 1)。

sov 

FSH投与開始 発情 採卵
授精

sov 

FSH投与開始 発情 採卵
授精

図1 過剰排卵誘起処理(SOV)実施方法(上:試験区、下:対照区)

表1 過剰排卵誘起処理方法(黒毛和種経産牛)

投与時間 投与薬剤U(単位 1

AM  8 : 30 FSH(AU) 

2 

3 

3 

2 

4 

1 

PGF2α(mg) 15 

5 6(日目)

人工授精

PM5 : 00 FSH(AU) 3 2 1 1 発情・

PGF2α(mg) 25 

CIDR除去

*発情微弱牛:Gn-RH製剤投与、 90分間隔2回(各100μg)
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匪の回収は、発情後7.5日目(発情日 =0日)

に多孔式バルーンカテーテル (FHK製)を用

い、各子宮角について500mlのイーグノレMEM

液を濯流することで行った。回収卵は形態的評

価により移植可能匪 (A，B，Cラシク)、変性

匹、未受精卵にそれぞれ分類した。

統計処理

回収卵数、移植可能座数、ランク別匹数の平均

値比較には、 Student's t-testを、移植可能

匹率、ランク別匹率の比較には、 χ2検定を用

いて統計処理した。

結果

試験区の平均回収卵数、移植可能座数および

移植可能匪率はそれぞれ12.3個、 9.8個および

79.9%であり、対照区ではそれぞれ8.8個、 5.5

個および61.9%であった(表 2)。回収卵数、

移植可能匪数および移植可能匪率ともに両区間

で有意差は認められなかったが、試験区で高く

なる傾向を認めた。

表 2 採卵成績

区分 頭数
匹 数

回 収 移植可能(%)

試験区 15 12.3::1:5.6 9.8::1:6.0(79.9) 

対照区 11 8.8::1:6.6 5.5::1:4.5(61.9) 

A、B、Cランク別平均匪数および割合は、

試験区ではそれぞれ7.3個 (74.1%)、1.3個

(13.6%)、1.2個 (12.2%)、対照区ではそれ

ぞれ2.6個 (48.3%)、2.0個 (36.7%)、0.8個

(15.0%)であり、 Aラソク匪数は試験区で有

意 (P<0.05) に多かった。また、 Aランク匪

率においても試験区で高くなる傾向が認められ

た(表 3)。

対照区において分娩後45日までに初回発情が

確認された群のA、B、Cランク別平均匪数お

よび割合は、それぞれ2.4個 (63.0%)、1.1個

(29.6%)、0.3個 (7.4%)、初回発情の確認さ

れなかった群では、それぞれ3.0個 (36.4%)、

3.5個 (42.4%)、1.8個 (21.2%)であり、前

者でAランク匪率が高い傾向を認めた(表4)。

表 3 正常匹のランク別匪数および率

区分
A (%) 

試験区 7.3::1:5.9a (74.1) 

対照区 2.6::1:3.0b (48.3) 

a: b，P<0.05 

ラソク別匪数

B (%) 
1.3::1:1.6 (13.6) 

2.0::1:2.4 (36.7) 

C (%) 
1.2::1:1.1 (12.2) 

0.8士1.6(15.0) 

表4 分娩後の初回発情の有無と正常匪のランク別採卵成績

発情徴候

有

無

頭

7 

4 

数
A (%) 

2.4::1: 1. 8 (63.0) 

3.0::1:4.8 (36.4) 
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ランク別匹数

B (%) c (%) 
1.1::1:1.3 (29.6) 0.3士0.8(7.4) 

3.5::1:3.4 (42.4) 1. 8::1:2.4 (21. 2) 
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考 察

過剰排卵誘起処理に及ぼす分娩後の経過日数

の影響についての報告 1)7)では、分娩後60日以

前の実施では採卵成績の低下を認めている。 し

かし、分娩間隔を考慮した供匪牛の有効利用を

図る上では、分娩後早期に実施できる過剰排卵

誘起処理方法が必要である。そこで本試験では、

分娩後の繁殖機能の回復を示唆する初回排卵後

の黄体形成に着目した。つまり、分娩後早期の

CIDR装着によって黄体期への人為的誘導を図

り、これがその後のCIDR利用による過剰排卵

誘起処理の採卵成績に効果を及ぼすか検討した。

その結果、回収卵率については供匪牛による個

体差があるものの、移植可能匹率 (79.9%)お

よびAランク匪率 (74.1%)について良好な成

績を得ることができた。

一般に、分娩後の初回排卵後に形成される黄

体の多くは機能的に不完全かつ存続期間も短い

ことが知られている 3)。また、分娩後の初回排

卵は無発情の場合が多く、この原因として、分

娩後期におけるエス卜ロ ジェンの大量分泌が、

視床下部のエス トロ ジェン感受性の一時的低下

を引き起こしていると指摘されている則的則。

この感受性の回復には、初回排卵後に形成され

る黄体からのプロジェステロンが重要な働きを

していることが知られている 8)10)。

このことから、分娩後早期のCIDR装着は、

初回排卵後に形成された機能不全黄体に対する

黄体機能の賦活、さらに初回排卵に至らない供

匪牛に対する人為的黄体期への誘導によ って、

上位中枢および子宮に対して内分泌的に好影響

を及ぼしている可能性が推察された。

試験区において分娩後30日目の直腸検査では、

供匹牛15頭中、 黄体が確認されたのは3頭であっ

た。 しかしcrDR処理後、分娩後45日目には12

頭で黄体の存在が確認された。この貰体の形成

が、 crDR除去により誘発された排卵によるも

のかは不明であるが、いずれにせよ分娩後早期

のCIDR装着は高率に卵巣の活動を誘導し得る

ものと推察された。

発情の回帰していない供匹牛に対し、分娩後

30日以降にCIDRを併用する過剰排卵誘起処理

を実施した河合らの報告ωでは、移植可能匹数

の増加を認めるのは61日目以降としており、著

者らが実施した対照区の採卵成績において、こ

の報告とほぼ一致する結果が得られた。

しかし、初回発情が確認された対照区の供匪

牛の採卵成績では、移植可能匪数は比較的少な

いものの、 Aランク匪率は63.0%と高く、試験

区のそれとほぼ同程度であった。

このことから、分娩後早期のCIDR装着には

初回発情後に形成される黄体機能と同様な効果

が期待でき、その後の過剰排卵誘起処理による

採卵成績を安定的な屯のにすると考えられた。

黒毛和種供匪牛で分娩後の早期から過剰排卵

誘起処理が実施できることは、供匪牛利用にお

ける分娩間隔の延長を改善 し、また、同様に分

娩間隔を考慮した複数回の過剰排卵誘起処理に

貢献するものと考え られた。
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