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比 内地鶏の緊切管による去勢手術

佐々木情事 ・伊藤寛治権$・乳井恒雄傘牟

比内地鶏は秋田県農林水産技術センター畜産試

験場と民間の種鶏場の秋田比内鶏を父親，ロードア

イランドレッド種を母親として生まれる一代雑種

で，肉色に赤みがあり，適度な脂肪を含み，風味と

香気を持ち，秋田の郷土料理(きりたんぽ鍋)にか

かせない地鶏であり，現在全国的なブランド鶏と

なっている 叱 しかし，現在流通している比内地鶏

の肉の大部分は雌に特化され，雄は肉が固い，肉色

の赤味が濃い，脂肪量が少なく，雄臭が風味を損な

うなどの理由で市場に流通することは少なく，素雛

の段階でほぼ淘汰されている。

一方，近年の比内地鶏の増加に伴う雌雛代や飼料

価格の上昇による生産コストの引き下げが大きな

経営課題となっている。そこで，雄の成長の速さを

利用しつつ，肉質の改善と脂肪沈着を増加する方法

として比内地鶏の去勢に着目した。

わが国では過去に卵肉兼用種の去勢手技が実用

化 2，5) され，肉質改善や飼いやすさなどに注目され
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図 1 8週齢の比内地鶏の精巣
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たがブロイラーの普及に伴いほとんど省みられな 4 

くなった。その後，諸木 6)により簡易去勢手術法が

発表されたがパテントの関係かその手術の詳細は

不明な点が多い。

そこで，著者らは比内地鶏の精巣の発達と去勢手

術適期を調べ，手術による事故率と精巣再生率が低

く養鶏農家への普及可能な去勢手術法について検

討した。なお，鶏の去勢については外科的処置以外

に，ホルモン剤の冠部皮下へのベ レット埋没法や胸

部筋肉への注射などによる化学的去勢法も知られ

ている 5)が，消費者のこれらの処置鶏への反応を考

慮し今回は検討を加えなかった。

1 .比内地鶏の精巣 発達と精子形成

供試鶏はすべて秋田県農林水産技術センター畜

産試験場より分与された秋田比内地鶏(比内地鶏♂

X ロードアイランドレッド種♀)の雄を実験に供

-秋田県立大学 (OsamuSasakj) 
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図 2 比内地鶏の精巣重の推移

試した。生後，7-20週齢まで 2週毎に各群 5羽を安

楽死させ，開腹後左右精巣を除去し，精巣重量を計

測後，フォルマリン固定し， H-E染色により組織標

本を作成した。その結果， 13週齢までの精巣重量に

変化は認められず約 0.5-1cm程度の乳黄白色の精

巣が精巣間膜で腰仙骨部の体壁に緊着していた(図

1)。その後， 14-16週にかけて精巣重量が著しく増

加し， 20週齢まで増加が認められた(図 2)。

一方， 14-16週齢からの精巣肥大と同時に組織学

的に曲精細管の管腔の拡張がみられ， 16週齢の一部

の曲精細管内に精子形成が認められた(図 3)。そ

の後 20適齢に至るとほぼ全ての曲精細管腔内に精

子が充満していた。
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図3 16週齢の比内地鶏の精巣における精子形成

2. 各種去勢 手技の検討

これまで報告されている緊切管による去勢法 2.5)

と共に，アスピレーターを用いた吸引による切除お

よび精巣内エタノール注入法による去勢手技につ

いて調べた。

加藤の方法 2)では，精巣切除に長さ約 20cmの太

い馬毛を通した緊切管を使用しているが，適度な硬

さと弾性に乏しくいま一つリングを精巣に懸けに

くかった。そこで，森田のテグス糸捻切法 的につい

て検討を加えた。精巣切除に用いる緊切糸の材質と

してステンレス線 l号， 2号，テグス糸 No. 5，10，14 

を使用し，内径 4mmのアルミ管に通して精巣切除

能を比較したところ，ステンレス線は可塑性に乏し

く精巣に懸けることが困難で、あった。一方，テグス

糸 No.5，10は精巣にリングを懸ける時に硬さがな

くずれやすいが， NO.14のテグス糸は精巣に懸けや

すく ，切除能も優れていた(図 5)。

卓上型アスピレーター(最大吸引圧 80kPa)に

内径3mmのガラス管を装着し 14週齢の比内地鶏に

去勢を試みた。精巣を予め有鈎ピンセットにより実

質を荒く挫滅し吸引を行ったが，この内径では吸引

管の先端部が目詰まりし易く ，これ以上内径を太く

すると吸引力が低下し，除去にかなりの時間をとら

れた。術後 50日に解剖したところ， 60% (6/10) 

と高い精巣再生率を示した。これは吸引時に完全に

挫滅精巣を取りぎれなかったことによるものと推

察される。さらに，エタノーノレによる精巣の壊死効

果を期待して 0.1mlの 99%エタノールを 14週齢の

鶏の精巣内に数か所に分けて注射した。しかし，精

巣実質が硬く溶液が実質内に容易に浸透せず，術後

50日の精巣壊死率は 20%(2/10)と低いもので、あっ

た。これらの事から，吸引およびエタノール注入に

よる去勢手技はさらに改善する余地があり， NO.14 

のテグス糸緊切管を用いた比内地鶏の去勢手術を

千子うことにした。

図4 開腹時の精巣

3. 去勢手術

8週齢時に去勢を試みた所，開創部からみると薄

い腹膜が重層化し，これを慎重に除去すると肺の後

端に精巣を検出できた(図1)。そこで， No.14の

テグス糸緊切管により切除を試みたが，この時期は

精巣が小さく術前に絶食させても腸管が邪魔して

精巣の検出が容易ではなく，さらに，緊切管のルー

プを精巣に懸けることが非常に困難であった。そこ

で，精巣重量が急激に増加し，精巣が見つけやすく

手術が容易となる 14-16週齢がテグス糸緊切管去勢

手術の適期と推察された(図 2，4)。

14-16週齢の雄の比内地鶏 75羽を去勢鶏として

供試した。去勢手術は加藤 2)や森田 5)の方法に準

拠し， No.14のテグス糸緊切管を用いて行った。術

式を簡単に述べると保定は手台のすみに幅広のゴ

ムバンドで羽と両足を保定した。最後肋骨部付近の

術野を脱毛し，この部位をイソジン液で消毒をした。

切開は最後肋骨と第 6肋骨の問，中央より上部脊椎

側に約 2-3cmを切開した(図 4)。切開時には皮膚

を後方に引っ張りながら，一度にメスで皮膚や筋肉

を切開せずに，浅く何度かにわたって切開すると出

血が少なくて済んだ。この時期の精巣の重量は個体

差も大きいが大部分の精巣は容易に検出できた。も

し，精巣が見つからないときは，第 5-4肋骨聞を切



佐々木他 比内地鶏の緊切管による去勢手術 1063 

図5 No. 14テグス糸緊切管

関するか，無理をせずに次回に延したほうが良い。

しかし，肋骨前方を切開時は肺を傷つける恐れがあ

り注意が必要で、ある。開創器を挿入し，腹腔内をみ

ると 8週齢頃までは比較的薄い腹膜がこの時期には

肥厚して血管もよく発達し，不用意に切ると意外に

出血が激しく注意が必要である。絶食をきちんとし

ていれば刀尻などで腸管をずらすと腎臓先端部に

白黄色の精巣がみえてくる(図 4)。この時期の精

巣は比較的大きく容易に緊切管の先端部のテグス

糸No.14のループを精巣に懸けることが出来る。精

巣へのループの装着を確認後，反対側のテグスにセ

ロテープを巻くか適当な金属棒にテグスを巻きつ

けて保持器として精巣を強く引っ張る。意外と抵抗

があるがループがきちんと精巣に懸っていれば精

巣部位からの出血も少なく精巣実質の破壊のない

精巣を引き抜くことができる(図 5，6， 7)。 しか

し，精巣をねじりながら引し、たり，比較的小さい精

巣に太めの 14号のテグスを懸けると精巣が破壊さ

れてこれが残存精巣の再生の一因となり注意が必

要である。また， 18-20週齢まで去勢を試みたがこ

の時期の精巣はウズラ卵あるいは小鶏卵大となり ，

精巣に緊切管のループを懸けるために皮膚を大き

く切開する必要があることと切除部位からの出血

が激しくこの時期以降の手術は精巣吸引あるいは

エタノール注入による去勢手術を考慮する必要が

ある。

欧米などで産業的に去勢鶏を作出する場合は切

開した皮膚，筋肉を縫合していないようである 2)

が，創傷の早期治癒および細菌感染防止として 2-3

か所縫合し，切口をイソジン液で消毒した。反対側

の精巣も同様に切開して除去した。習熟すると片側

の手術で約 10分，両側でも 20分もあれば終了でき

る。術後鶏は隔離ケージで 2-3日置き，傷口の皮膚

下が風船様にふくれていないか確認し鶏舎に戻し

た。今回の術例中 2例にこの症状が見られ，消毒後

メスで切開した。

図6 緊切管の挿入

図7 緊切管により切除された精巣

4. 精 巣 再 生 率

術後 6週に 75例の比内地鶏を安楽死させ，精巣

再生率と感染症の有無について調べた。術中および

術後艶死した例は認められなかった。 65例 (87%)

には精巣の再生が認められず(図 8)， 10例に小ま

たはブドウの房状の精巣が再生し(図 9) ，これら

の再生精巣中には組織学的に精子形成が認められ

た。また例の切開部に大豆大の小結節を認めた

が，その他の症例の切開部，腹腔内に感染性の病巣

は検出されなかった。

これらのことからテグス糸による去勢手術は術

例の 9割近くに精巣の再生が認められず，手術手技

自体も容易で，基本的な用具の殺菌さえ行えば感染
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図8 去勢手術6週間後(再生精巣は認められない)

図9 去勢手術6週間後(ブドウの房状の再生精巣)

も防止することができ，充分農家サイドで応用でき

る技術と推察される。

諸木は，去勢手術の成否はとさかや肉ぜんの縮小

で判別し得るとしている 6)。しかし，未処理対照区

の雄比内地鶏を 200日齢まで飼養したが， 一部で明

瞭な冠と肉ぜんを発現している個体があるものの，

これらの発現が不明瞭な個体も多く手術の成否の

判定には使用できなかった。したがって，実用化に

際しては食鶏加工の際に再生精巣を有する個体を

はじく等の処置が必要と思考される。

去勢時期についてはカビア種の 21日齢 3)および

比内地鶏の 56日齢 7)における去勢の報告があるが，

前述のように比内地鶏の精巣は 90日齢(13週齢)

まではほとんど発達せず(図 2) ，緊切管のループ

を精巣に懸けることは難しく，この時期の去勢手技

を農家サイドへ普及することは困難であると推察

される。さらに，術後の精巣の再生率については加

藤 2)がか12週齢(体重 0.7-1.2kg)の卵肉兼用種

で 3-4%と非常に低い値を示しているが，この相違

が手術の習熟度あるいは鶏種の差異によるものか

は不明である。

現在秋田県における雄比内地鶏の飼養として 110

日齢程度で出荷する若齢肥育 4)と150日齢程度で出

荷する 2種類の飼養法が行われている。前者につい

ての去勢手術は必要がないものと推察されるが，

150日齢出荷雄比内地鶏については 100日齢(14週

齢)頃にこの去勢手術を実施し，その後ある程度長

期の飼育により肉質の大きな改善が期待される。こ

れについては，比内地鶏を 56日齢に去勢すると 70

日齢までの増体は雄区より有意に劣る。その後 154

日齢までは去勢区が優れるが，それ以降は増体が急

激に低下する。その詳細は不明であるが，恐らく手

術ストレスと 二次性徴の発現阻害による後肢部の

発育不良が思考される1)。さらに， 210日齢までの

飼育により肉色，脂肪酸組成，テクスチャーの等の

肉質も改善されるという7)

また，カビア種を 21日齢時に去勢すると飼料摂

取量が少なく，肉の保水力が優れ，肉色の赤味が薄

くなることが報告されている 3)

いずれにしても今回の簡便な去勢手技によりこ

れまでの比内地鶏の商品の他にフランスのブレス

雄鶏のような新たな商品開発と販売が期待される。

稿を終えるにあたり，雄比内地鶏の分与に協力頂

いた秋田県農林水産技術センター畜産試験場の各

位に深謝致します。
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