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放牧育成牛への匪移植直後のCIDR利用の検討

加藤聡・堀津純ト小淵裕子・砂川政広

Effect of useing CIDR to grazing dairy heifers transferred embryo 

Satoru KATOH， Jyunn HORISAWA， Yuko OBUCHI and Masahiro SUNAGAWA 

事家畜衛生研究所

要旨

放牧飼養のホルスタイン種未経産牛への旺移植における受胎率の向上を図るため、

旺移植直後の受妊牛に腫内留置型黄体ホルモン製剤 (controlledinternal drug re 

1 easa ;イージーブリード， In t erAG社:以下 rC 1 DRJとする。)を挿入留置し、受胎

性に与える効果について検討したところ以下の結果を得た。

1. CIDRの挿入留置が血中プロジェステロン値 (P値)に与える影響を調査したと

ころ、発情後(発情日 O日)7日目のCIDR挿入は、 8日目のP値を7日目値の2倍以

上に上昇させた。

2.脹移植直後にCIDRを挿入留置した試験では、 1週間区の受胎率が66.0%(31/47) 

となり、非挿入区 (21/47・44.7%)、 2週間区 (2/9・22.2%)に比べ有意 (P<0.0 

5) に高くなった。

3.移植適否検査で状態良好、およびやや良好と判定した受任牛において、いずれ

もCIDR挿入留置により、受胎率が高い傾向を認めた。

4. ff移植後CIDR挿入した翌日のP値は、非挿入に比べ有意 (P<0.05)に上昇し

た。

緒言

牛旺移植において、受旺牛の良好な黄体機

能と子宮の高い清浄性は不可欠である。未経

産牛は経産牛に比べ子宮の清浄性が高く、ま

た、子宮頚管・体および角が外形的に小さく、

移植器の挿入に関する手技操作が容易である。

これらのことから、受任牛には未経産牛が利

用されることが多く 1)、ホルスタイン種未経

産牛を集約管理する育成牧場などでは、旺移

植の効率的利用が図れる。しかし、放牧飼養

において受匪牛は気候や草勢の変化、群編成

等の放牧管理上避けがたい飼養環境にさらさ
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れる。このことは、繁殖機能、特に黄体機能、

さらには受胎性に影響すると考えられる。そ

こで、本試験では放牧飼養の受旺牛の受胎率

向上を図るため、佐移植直後にCIDRを挿入留

置し、これが受胎性に与える効果を調べた。

材料および方法

試験 1 (予備試験)

同一牛の発情周期(連続)・を利用し、 CIDR

留置の期間が血中プロジェステロン値 (P値)

の推移に及ぼす影響について調べた。
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1 供試牛

群馬県畜産試験場で飼養しているホルスタ

イン種経産牛l頭 (3産)を用いた。

2 CIDR処置

3回の連続した発情周期を利用し、 1回目、

2回目、 3回目の各発情周期におけるCIDR処置

をそれぞれ未使用(対照区)、発情後7日目挿

入7日間留置(l週間区)および14日間留置 (2

週間区)とした。なお、各発情周期の7日目

における黄体形状を既報 2) に従い分類した。

3 P値の測定

各発情周期において毎日の P値を測定した。

供試牛の尾静脈より採血し、直ちに血柴を分

離採取し、測定時まで-20'Cで保存した。測

定は、酵素免疫測定法 (EI A法:オブチェ

ック血液用 EIAキット，デンカ製薬)によ

り行った。

試験2 (移植試験)

標高1，300mにある群馬県浅間家畜育成牧

場が受託している、放牧飼養のホルスタイン

種育成牛(受旺牛)への旺移植業務において、

CIDR挿入留置の効果を調べた。

1 調査期間

平成14年5月""'1 0月の放牧飼養期間に実施

した。

2 受旺牛および移植旺

体重および体高が当該牧場の繁殖開始基準

(各330kg、125cm)に到達し、正常発情周期

を2回以上反復している牛を受旺牛とした。

移植腔は黒毛和種新鮮旺に限定し、受旺牛の

発情後日数と旺齢との日差はIl日とした。

なお、新鮮症は当場の吾妻肉牛繁殖センター

において採卵されたものを約1時間の加温輸

送後に用いた。

3 移植適否検査と移植前処理

発情、排卵が確認された受庇牛には卵巣、

子宮、腫粘膜の各所見からなる移植適否検査

を移植前日に実施した。判定基準は表一lのと

おりであり、これにより受旺牛をA ・B'C

に分類した。 Aは無処置で移植、 Bについて

は適否検査終了後にhCG1500IUを筋肉内投与し

た。なお、 Cについては移植を見送った。

表-1 移植適否検査による受旺牛の分類

卵巣所見 子宮所見 腫粘膜所見

受任牛 (黄体形状収縮度充血度)

A 

B 

C 

1""'2a 

1""'2a 

1""'2b 

3 a 

のう腫様黄体

3b以下

2""'3b'3a 

(子宮所見のみ)

土

+ 
I""'+ 

± 
土""'+

(卵巣所見のみ)

+ 
++・ー

黄体容積 1 栂指頭大 2 :中指頭大 3 :小指頭大

a 軟肉様 b:硬肉様
収縮度 tt発情様の強い収宿 +収縮がやや持続的なもの

一""'I

一~土

一""'I

I""'+ 

土正常な黄体期の子宮 子宮が弛緩無力化しているもの
充血度 +発情様の充血 ±軽い充血 一充血なし
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については t検定を用い有意差を判定した。

試験 1

果結

群馬県畜試研報

移植およびCIDR留置

A.Bに判定した受旺牛へは、発情後(発

情日 =0) 7"'8日目に黄体存在側子宮角に頚

管経由法による移植を行った。 CIDRは受旺牛

を無作為に選抜し、移植直後に専用アプリケ

ーターを用いて睦内留置した。留置期間はl

4 

図-1に血中 P値の推移を示した。対照区、

1週間区および2週間区におけるDay7(CIDR挿

入前)

血中P値の測定と妊娠鑑定

移植適否検査でBに判定した受旺牛を供試

し、 CIDR留置の有無による移植翌日の P値の

違いを測定した。受旺牛の妊娠確認は発情後

60日前後に、直腸検査法によって判定した。

統計処理

受胎率については χ2検定およびフイツシ

ャーの直接確率計算法を用い、血中 P値濃度

のP値(黄体形状)はそれぞれ、 3.09

ng/ml (2A)、3.11ng/ml (IB)、2.30ng/ml(2 

B)であった。 Day8(CIDR挿入翌日)ではそ

れぞれ4.33ng/ml 、6.40ng/ml、5.06ng/mlで各

区とも P値は上昇し、特に卜 2週間区におい

てはDay7の2倍以上の値になった。また、 1・

2週間区ではそれぞれ、 Day17， 18より P値の

下降が始まりDay20で両区は最低値を示した。

週間および2週間とした。

5 

6 

~一対象区

一栄一 1週間区

一合一 2週間 区

10 

4 

8 

6 

2 

(-Ehz) 
世
酬
問
'
仏
吾
昌

。
日おお21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 

P値の推移

留置の受胎率はそれぞれ、 71.4% (5/7)、65.0

% (26/40)で、非挿入の場合の受胎率 (46.7% 

・7/15および、 43.8%• 14/32) に比べ高い傾

向を示した。

試験2

移植適否検査でA.Bに判定した受任牛を

無作為にCIDR非挿入区、 1週間区および2週間

区に配置した成績は、表-2のとおりであった。

各区の受胎率はそれぞれ44.7%(21/47)、66.0

図-1

移植後のCIDR留置の有無による移植翌日の

P値の違いは、表-4のとおりであった。 CIDR

を留置した受匪牛の P値は移植日よりも2.49

% (31/47)および22.2%(2/9)で、 1週間区が

他の区に比べ有意 (pく0.05)に高くなった。

:t 1. 07ng/ml上昇し、翌日のP値に有意差が認

められた。
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A.BのCIDR

A .Bに判定した受任牛のCIDR1週間区の成

績は、表-3のとおりであった。
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表-2 CIDRを利用した放牧牛の受胎成績

CIDR 頭 数

留置日数 移植 受胎 受胎率(%)

47 21 44.7 b 

l週間区 47 31 66.0 a 

2週間区 9 22.2 b 

(a， b:Pく0.05)

表-3 移植適否結果別の移植成績

区 分 頭 数

受卵牛 CIDR 移植 受胎 受胎率(見)

+ 7 5 71. 4 
A 

15 46. 7 

+ 40 26 65.0 
B 

32 14 43. 8 

表-4 移植牛の p値 (nglm))

移植時 翌日 差

CIDR利用

無処 置

考察

6. 97::l::0.91 

6. 01土1.06 

受旺牛の選定基準に関する報告は多いが、

実際的には移植前に直腸検査によって黄体形

状からその機能性を推測し移植の適否が判断

されている 1)。黄体形状が良好な受旺牛は、

血中 P値も高い傾向にあり受胎率も良好であ

るヘ しかし、移植が常に機能的黄体の存在

下で実施されているとは限らない。現場にお

ける黄体機能の推測は直腸検査の手指に委ね

られているが、のう腫様黄体などもあり、形

状良好が直ちに機能的黄体とは言い切れない。

また、技術者の熟練度などにより誤診するこ

とも避けられない。さらに、発情同期化処理

により集中的に移植業務を行う育成牧場など

ではテキスト 3)に沿った受旺牛の選抜・移植
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9. 48::l:: 1. 13 a 2. 49::l:: 1.07 

7. 53::l::0. 36 b 1. 53::l::0. 89 

平均±標準偏差 (a， b:Pく0.05)

では受胎率向上は期待できるが、業務の遅滞

を招くこともありうる。本試験を実施した育

成牧場も発情同期化処理による腔移植業務を

行っているが、移植適率は60"-'70%程度にな

ると報告 4)しており、適否検査では黄体形状

が大きな比重を占めている。従って、これま

でも黄体形状について、適・不適区分が困難

な受匪牛については、黄体機能の増強をねら

ってGn-RHの投与 5)やhCG投与 6) 7)が検討され

てきた。

本試験は、移植直後のCIDR挿入留置が直接

的に P値を上昇させ、特に移植適と不適の中

間にある受任牛の受胎率向上に効果が期待で

きるのではないかとの考えから実施した。

CIDRを挿入留置することが、血中 P値に与
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える影響について検討した試験では、 CIDR挿

入により P値は急激に上昇し、 1週間程度は

非挿入の発情周期よりも高い P値を示した。

また、高い P値の持続期間は1週間留置では

留置期間に付随するが、 2週間留置では、 10

日目から下降した。このことから、移植旺生

存性維持一着床にとって、移植日から 10日間

程度の P値補強が重要な要因であるとすれば、

CIDRには旺移植への利用性が大いに期待でき

ると考えられた。ただし、 CIDRによる P値補

強が睦の長さや、容積により影響されるもの

であれば、個体毎の有効性に違いが生ずるこ

ともありうると推察された。

移植後のCIDRの留置試験では、留置期間が

1週間の場合に受胎率が非挿入および、 2週間

区に比べ有意に高く、受胎性向上についてCI

DRの有効性が示唆された。これまでの報告で

は12日間 B)および2週間 9)の留置効果が検討さ

れているが、いずれも効果を認めていない。

本試験でも、 2週間留置の受胎率が約22%と

低かった。当初、黄体ホルモンを補う期間が

長いほど受胎率が向上するのではないかと推

察したが、本試験では、移植後50日頃に2頭

の受旺牛で流産が確認された。また、瞳炎も

散見されている。このことから、留置期間が

長くなることによるCIDRの異物としての腫粘

膜への弊害が考えられ、本試験では、移植旺

の受胎性に影響を与えた可能性が推察された。

移植適否検査で受旺牛適性の高い牛と検査

項目の 1・2項目に不安を抱える牛、これら

両者においてCIDRのl週間留置を検討した結

果、両者ともCIDR利用で受胎率が高い傾向を

示した。また、後者の牛には移植前日にルー

チンとして必ずhCG投与が行われているが、

この場合においてもCIDRを利用することによ

って、移植翌日の P値が明らかに上昇した。

以上のことから、 CIDRがもたらす移植日から

翌日にかけての P値の急上昇および、 7日間

のP値補強が移植妊の生存性維持一着床に効

果的に作用していると推察された。
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