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クローン牛における分娩困新生子管理技術の開発

林史弘・窪田力*1・瀬戸口浩二・磯部知弘・池田省吾・山口浩*1 

要約

体細胞クローン胎子妊娠牛，周産期，新生子の調査を行うことで，体細胞クローン妊娠牛と新生子

の特徴を把握し，その対応策について検討を行った.

1. 妊娠時の子宮動脈血流速度は，各妊娠月齢ともクローン胎子妊娠牛の方が人工授精出来胎子妊

娠牛より速い傾向であった.

2. クローン胎子妊娠牛の妊娠期間の体重増加を給餌制限によりコントロールしでも，クローン産

子の過大子(過体重)を防止することができなかった.

3. 娩出前胎子の体重を予測するため，生後 1日以内の新生子の各部位体測値と体重の比較をした

結果，測定した18カ所中 3カ所で高い相闘が見られた

4. 娩出直後の新生子はアシドーシスの状態であったが，肺循環開始後 1時間でアシドーシスは解

消された.また，人体用パルスオキシメーターにより，新生子の動脈血酸素飽和度の測定が可能

で，換気不全の場合には人体用気管チューブ(8 ~ 9 Fr) を適用できた また，とう 1WJ皮静脈を

留置針等で血管確保することで持続して静脈内へ薬剤等投与が可能で，不使用時にへパリンを充

填することで 3-4日間の継続使用が可能であった.

5. n荷乳量を従来の約1.5倍に増量した人工ほ育で，人工授精由来産子およびクローン産子とも良

好な発育が見られた.

キーワード:周産期 新生子管理体細胞クローン

緒 日

木県では1996年から牛体細胞核移植技術の開発に取り

組み，核移植技術の実用化のため，これまでに各種の試

験が実施され，クローン牛の相向性や安全性について調

査が行われている. 1-10) 

体細胞クローン牛においては，未熟な分娩兆候や微弱

陣痛，過大子に起因する難産等による分娩事故や虚弱新

生子の出生による生後直死が高率に発生し，生産性を低

下させる主たる要因となっている 1，11， 12). しかし

ながら，これらの現象に対応した周産期や新生子の管理

に関する技術体系の構築は不十分である.そこで，クロ

ーン胎子を妊娠している母牛の妊娠期間の栄養管理，周

産期管理や分娩，新生子管理の適正化を目指す.

試験材料および方法

1 妊娠の維持と周産期の管理技術

(1)超音波診断装置による妊娠子宮の観察

*1 鹿児島大学

クローン胎子妊娠牛(以後クローン妊娠牛)におけ

る流産の予測と妊娠維持の確認のため，経時的に子宮

内をエコーで観察した.

ア供試牛

妊娠を確認したクローン妊娠牛(9頭)および人

工授精出来胎子妊娠牛(以後AI妊娠牛) (5頭)

イ 調査方法

妊娠鑑定後，月にl回エコーで子宮を観察し，妊

娠状況を調査した.

(2) 妊娠母牛の子宮動脈血流速度の測定

流産や水腫胎，過大子を予測するため，子宮に流れ

込む動脈の血流速度を測定した.

ア供試牛

妊娠を確認したクローン妊娠牛(5頭)およびA

I妊娠牛

イ方法

妊娠鑑定後，月に1回ドップラーエコー (AlokaT 

ringa 5 MHz) で子宮動脈を観察し，血流速度・動

脈の断面積を測定した.

(3) 妊娠母牛への給餌制限による胎子体重のコントロ

円
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ーノレ

クローン産子に見られる過大子を防止する目的で，

クローン妊娠牛の妊娠期間中の体重増加を制限して(見

かけ上の母体体重を増加させない)，妊娠の継続，娩

出されたj宝子の生時体重を調査した.

ア供試牛

クローン妊娠牛(8頭)およびAI妊娠牛(19頭)

イ方法

月に一度，体重測定を行い，妊娠が確認された時

の体重を分娩まで維持するようにロールまたは稲わ

らを 1日2時間のみ制限給与する制限区と制限しな

い非制限区に分け，妊娠の維持，産子体重の調査を

行った(表1).

表 1. 試験区

ヲ百二子陪子妊瞳午

人工捜精胎子妊賑牛

官話E貫教o買)

16 3 

(4) 妊娠牛のエストロンサノレフヱート濃度の経時的測

定

ア供試牛(材料)

クローン妊娠牛(3頭)およびAIおよびET妊

娠牛 (6頭)

イ 調査方法

月に一度採血を行い，エストロンサルフェートの

測定はEIA法により行った.

(5) ウェプカメラを活用した監視システムの構築

時間を問わず，遠隔地より牛舎内の牛の状況を視覚

的に観察することにより，周産期の事故防止と管理の

省力化を図るため，監視システムを構築した.

ア概要

システムの概要は，牛舎に監視用カメラを設置し，

インターネットを経由し，遠隔地から牛舎内の牛の

観察，カメラのズーム機能や向きの操作，夜間にお

いては照明の電源の操作ができ，いつでもどこから

でも周産期の牛の観察が可能なシステムを構築.

(6) 分娩時期の把握

分娩時の不作為の事故を予防するため，分娩に立ち

会えるよう分娩時期の把握を行った.

ア供 試牛

自然分娩牛(7頭)および分娩誘起処置牛 (4頭)

イ 調査方法

自然分娩および誘起処置後の分娩の前に経時的に

( 3時間毎に)，採血，白血球数・血糖値の測定お

よび子宮頚管の開口具合の確認を行った.

(7)誘起分娩処置

分娩時聞を人為的にコントローノレすることで，周産

期の分娩事故の防止および管理の省力化のため分娩誘

起処置を行った.

ア供試牛

AIおよびE T妊娠牛(12頭)

イ 処置方法

個別投与:デキサメサゾン， 24時間後PGF2α(6頭)

同時投与:デキサメサゾン+PGF2α ( 3頭)

単一投与-デキサメサゾン (4頭)

上記 3つの方法により分娩誘起処置を行い，娩出

までの時間，分娩前の血中ホノレモンなどの動態を調

査した.

(8) 胎子体重予測のための新生子各部の測定

クローン産子は過大子が多いため，分娩末期にエコ

ーで胎子の各部位を測定することにより，胎子の体重

を推定するため，新生子の各部位と体重を測定した.

ア供試牛

生後 1日以内の黒毛和種雄29頭

イ 測定部位等

分娩末期にエコーで測定可能な部位を18カ所(図

1)と体重を測定し相闘を求めた.

頭部:上顎，下顎 2カ所

前肢:蹄(長部，短部)

つなぎ(縦，横，周囲)

管(縦，横，周囲 8カ所

後肢:前肢と同じ 8カ所計18カ所

蹄(短部，長ま罰 つなぎ(縦1 横，周囲〉菅(紘挽周囲)

図 1. 測定部位

-44-

(9) クローン妊娠牛の経睦分娩

クローン妊娠牛の分娩については，これまで帝王切

開を行ってきたが，産道を通る刺激が新生子に及ぼす

影響を調査するため，経睦分娩を実施した.

ア供試牛

分娩末期にエコーにより胎子の体重を推定し，産

道を通した分娩が可能と判断されたクローン妊娠牛

1頭

イ 分娩方法

デキサと PG(デキサ投与24時間後)の個別投与に

よる誘起処置を行った.
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2 新生子の生理機能の調査と適切な救命処置法

(1)新生子の生理機能の調査

クローン新生子に対して，適切な救命処置を施すた

めに，新生子の生理機能の調査を行った.

ア供試牛

生直後 (0~1. 5時間)の新生子 3頭

イ 調査方法および項目

調査項目:最高血圧，最低血圧，呼吸数，深部体温，

直腸温，動静脈のpHおよびガス分圧 (P02，PC

02) 

調査方法-各項目について生後 3時間まで30分ごと

に測定を行った.初乳は生後 2時間目に胃カ

テーテノレで、投与した

(2) パルスオキシメーターの適用

血液ガスを簡易にモニターするため，人体用のパノレ

スオキシメーターの適用を試みた.

ア供試牛

人工授精由来新生子 1頭

イ方法

パノレスオキシメーター:COLIN BP-508 

耳介にパルスオキシメーターを装着し測定を行った

(図 2) . 

図 2. パルスオキシメーターの装着例

(3) 気管チューブの適用

クローン新生子の気道の確保を目的に，人体用気管

チューブの適用を行った.

ア供 試牛

生直後の新生子 3頭

( 1頭は，母牛の状態が悪く，分娩予定前 2ヶ月で

帝王切開)

イ 調査方法

気管チューブ(図 3)を挿入して人工呼吸器によ

る人工換気を行い，血液内のガス濃度を測定し，換

気状況を調査した.

図 3. 気管チューブ

(4) とう側皮静脈による静脈確保

出生直後に長時間の補液や薬剤投与を可能にするた

め，とう側皮静脈による静脈の確保を行った.

ア供試牛

クローン新生子 1頭

イ方法

留置針，インジェクションプラグ，翼状針，エク

ステンションチューブを用いてとう側皮静脈からラ

インを確保して，数日間の断続的輸液を実施した.

3 クローン牛の人工ほ育

自然晴乳産子より発育が劣るとされている人工晴乳

産子の発育改善を図るため，従来の給与量である600g/

日 (3.6L)を約1.5倍の1，OOOg/日 (6L)の晴乳量へ増

量し，発育・衛生状況を調査した.

(1)人工授精由来産子の人工ほ育

ア供試牛

表 2に示す通り，人工ほ育 8頭，自然ほ育 6頭，

計14頭

表 2. 供試牛

試験区 供試頭数 ♂ ♀ 平均生時体重CMirrM田) 種雄牛
人工-A 3~~ 2 29.4(2日-32)kg 金幸
人工日 2~~ 2 0 32.5 (27-3日)kg 金幸

人工-cC従来 3~~ 2 29.0 (26 -31) kg 金幸
自然 6~~ 3 3 29.8 (25-34) kg 金幸

イ 調査方法

表 3 に示すとおり人工ほ育を 1~3 区，自然ほ育

をコントローノレ区として，発育，代用乳(飼料)摂

取量，血中IgG濃度，白血球数および衛生状況の調

査を実施した.

表 3. 試験区

試験区 初乳 2-28日 29-35日 36-42日 43日

へエーA 自然日商乳 1∞口島/日 (2回?--- 800gl日(，回∞6日(1回) 離乳
人工自 自然U爾辛 1oo0vl:](3凹J

人工-cU主来) 人工初乳 白日日まで:600.01目包囲)， 61日.離乳
自然 自然咽乳

(2) クローン新生子の人工ほ育

上記の人工授精由来産子の人工ほ育で発育を改善し

た人工ほ育方法を一部改良し，クローン新生子を用い

て発育調査を実施した.

ア供試牛

クローン産子 9頭および同時期にほ育された人工

授精由来産子 5頭

イ調査方法

表 4に示す給与方法によりほ育を行い，発育調査

を行い，一部のクローン産子については肥育も行っ

た.

表 4. 給与方法

O8(初乳日 2-7日 8-288 29-35日 36-428 羽田
人エ干脂l 6∞"，1::1(2回J) 10口匂'目。回 1000"，日 (2回 αザ目白山 5口匂/日t1回) 龍乳

戸同
U4
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(4) 妊娠母牛のエストロンサルブェート濃度の経時的

測定

図 6に示すとおり，血膿中エストロンサルフェート

は120-180日齢から増加する傾向にあり，娩出前に再増

AI妊娠牛より妊娠初期

果

妊娠の維持と周産期の管理技術

企士
市口

1 

(1)超音波診断装置による妊娠子宮の観察

クローン妊娠牛は，加した。胎齢70A齢までのエコー画像、で正常な胎子および胎

において高い傾向が認められた.

7m 

図 6. 妊娠期間中のエストロンサルブェートの推移

6m 

80 

。

8' 180 
H 

ぎ 160
) 

翼140

t 12日
目100
同ゐ

半
入
口
m ム

f可
叶

以降の妊娠の維持ができな

クローン脹を移植した 9頭のうち 5

膜が観察できないものは，

(図 4)かった.

頭で妊娠初期の段階でのエコー画像で胎盤が確認でき

その後 5頭とも流産した.胎盤が確認された 4頭ず，

のうち， 1頭は220日齢3頭は分娩まで妊娠を維持し，

60 

40 

20 

で流産した.

(5) ウェブカメラを活用した監視システムの構築図 4. 60日でのエコー画像(左:分娩まで維持)

(右:80日で、流産)
図 7に示すように牛舎内にカメラを設置することに

分娩の開始等鮮明に観察することが可能となっより，(2) 妊娠母牛の子宮動脈血流速度の測定

た.クローン妊娠牛の収縮期の血流速度がAI妊娠牛の

(図 5) . クローン妊娠

1頭は約2牛 5頭のうち 4頭は分娩まで妊娠を維持し，

それより速い傾向が見られた

子妊撮

実際に見られる商面

血糖値および

図 7. 設置されたカメラ

(6) 分娩時期の把握

図 8-10fこ示すように，体温は低下後，

白血球数は上昇後，分娩が開始した.

子妊麗

体細胞9日』露ヲ縫肱

.... 
錫 一人 T帽路l

競 ~ 

... ‘ 6 ・z塁
。零@ 4争 φ 

00日齢で流産した.

妊娠月齢と干富動脈血流速度〈収縮期〉
70 

(日0

~ 50 
~. 40 
"附
i担 30

聞き 20 

4ヨ10

O 

D 10 日4 白

妊娠月齢(月)

2 

体温(自然・語起)
子宮動脈の血流速度の推移図 5.

(3) 妊娠母牛の給餌制限と胎子体重のコントロール

給餌制限によってクローン妊娠表 5に示すとおり，
〈

P
)
明
主

クローン新生子の体牛の体重をコントロールしたが，

AI妊娠牛では，制

限区で新生子の生時体重が減少する傾向が見られたが，

クローン妊娠牛では，制限区の方が新生子の生時体重

重はコントロールできなかった.

36 24 -36 -24 -12 日 12

分娩をOhとした時の時間

-4日-6日
が増加する傾向が見られた.

図 8. 体温の推移
表 5. 非制限区および制限区の生時体重

供話頭数(頭)，生時体重(kg)
非制限l羊 市IJ限!羊

4 38.6土日o 4416::!::6.1 

29.0土0.0
2 25.0土1.4

-46 

30.0士4.7
29.9 ::!::3.7 

7 
B 

1
1
j
r

、1
J

，、t
J
f

♂
♂
♀
-

r
f
t

、
f
l
、rt
t

、

子

子

産

産
ン

情
ト

国

一

ク
一
人



林ら:クローン牛における分娩・新生子管理技術の開発

+ 

'f = 1 5.1 91 x -3自515

R2=口7793

• 
前眼

E口

R
U

円
U

E

リ

円

u

d

E

A
崎
町

q
d
q
A
V

3
4
〉
制
控

25 

言
h
k〉
坦
塑
昌

+ 

6.0 4.5 5.日 5.5

つなぎ{横， cm) 

20 

4田口
36 24 -36 -24 -12 日 12

分娩をOhとした時の時間(h)

-48 -6日

前肢つなぎの横幅と休重図11.
血糖値の推移図9

前肢

+ 
50 

45 

円
M
R
A
v
n
U

4

3

3

 

〈
豆
〉
制
主

W8C(自然・話起)

'" (一司¥ロロ一・

X
〉

O
田
主

申

γ= 5.日322x-42.1 9 

R2 = 0.7029 

15.日 17.0

つな苦{周囲， cm) 

+ 
25 

20 

13口

v 

-1日日 2日-6日 -40 -2目。

分間をOhとした時の時間(h)

-8日

前肢つなぎの周囲長と体重図12.
図10 白血球数の推移

(7)誘起分娩処置

3種類の分娩誘起処置の処置開始から分娩までの時

+ 

f剖責
E口

間は表 6に示すとおりであった.
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表 6. 誘起処置と分娩までの時間

品IL音から榊鮭での時間

平均 (最~ßと最長) 'f = 5.3173x -25.484 

R2 =口.7842
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45時間 管〈周囲， cm) 

図13. 後肢管の周囲長と体重

クローン胎子の経院分娩

分娩末期に上記の高い相聞が見られた 3カ所につい

(9) 

(8) 胎子体重予測のための新生子各部の測定

測定した18カ所中 3カ所(前肢;つなぎの横と周囲，

で体重との聞に高い相関が認められ後肢;管の周囲)

てエコーで胎子の測定を行い，胎子の体重が27~35kg
(図11-13).た

陣

痛が弱く，誘起処置後51時間で介助による経陸分娩を

行った。生時体重30kg，資帯からの出血はなく，呼吸

管理・補液・輸血も行わず，分娩30分後人工初乳を自

力哨乳した.

と推定されたクローン妊娠牛に誘起処置を行った.

新生子の生理機能の調査と適切な救命処置法2 

娩出直後の新生子はアシ

(1)新生子の生理機能の調査

下の図14-17に示すとおり，

円

i4
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ドーシスの状態であったが，肺循環開始後 1時間で改

善された.
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図14. 血圧と呼吸数の推移
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図15. 動脈および静脈のガス分圧の推移
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図17. 深部体温と直腸温の推移
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(2) パル「スオキシメーターの適応

プローブを耳介の剃毛のみで装着した場合には，値は

得られなかったが，耳介の表皮をカミソリで薄く削って

その部位で測定した結果，下の図18に示すとおり人用の

パルスオキシメーターの適用により正確な動脈血酸素飽

和度の測定が可能で、あった.
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図18. パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度

(3) 気管チューブの適用

図19に示すとおり，新生子へ気管チューブ(9 Fr) の

適用が可能であった.分娩 2ヶ月前に帝主切開で摘出し

た胎子の呼吸管理を行うことで，半日間生命を維持する

ことが可能であった.

図19. 気管チューブの適用による呼吸管理

(4) とう測皮静脈による静脈確保

図20.21のように，新生子のとう側皮静脈を留置針で

確保することで持続静脈内薬剤等投与が可能で、あった.

また，不使用時には，へパリンの充填により 3-4日間

の継続使用が可能であった.
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工クステンションヂュ-]ε.

輸液管・薬剤
取 れャ~約心 留置針(22ぺ6G)

¥ 日 / 皮膚 /眠

図20. とう側皮静脈の確保(模式図)

図21.とう側皮静脈と投与風景

3 クローン牛の人工ほ育

(1)人工授精由来産子の人工ほ育

図22.23に示すとおり，日甫乳量を1.5倍にした区で自然哨

乳および人工哨乳(従来)と比べてよい増体が得られた.

また，図24に示すとおり，人工乳から代用乳(飼料)へ

の移行もスムースに行われた.血中 IgG濃度は，分娩直

後に親から離し，人工初乳を与えた区で，低い傾向が見

られ(図25)，白血球数はすべての区で同様の推移を示

し(図26)，下痢の発生をします衛生状況図27に示すと

おりであった.
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図27. 衛生状況

(2) クローン新生子の人工ほ育

図28，29に示すとおりクローン新生子もAI産子と同等
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の発育をした.
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図29. 体高の推移

考察

体細胞クローン産子の生産において，前述のとおり多

発する流産，生後直死，過大子が問題になっており，学

術的にも社会的なコンセンサスを得る上でも，これらの

問題を解決することが重要である.今回，クローン妊娠

牛およびクローン新生子を調査し，屑産期に対応する技

術について検討を行った.

クローンで多発する流産を予測することを目的にエコ

ーにより胎子と妊娠付属物の観察を経時的に行った結

果，妊娠初期のエコー画像において，正常な胎子および

胎盤が観察されないものは， 100日以降の妊娠の維持が

出来ず流産したことから，経時的にエコーで観察するこ

とで，妊娠の状態を把握できることが示唆された.また，

妊娠鑑定時には，超音波診断装置による子宮腔の大きさ，

胎子，胎膜を観察することが重要で，胎子，胎膜の観察

は妊娠診断~分娩に至るまで定期的に実施するべきであ

ると考えられた.

クローン妊娠牛およびAI妊娠牛の子宮動脈の血流速

度は，各月齢ともクローン妊娠牛の血流速度がAI妊娠

牛に比べて速い傾向がみられた.体細胞クローン産子の

生時体重はAI産子のそれより重いため，血流速度の上

昇は，n台子のサイズに影響されるものと推察される。

今回，クローンに特有にみられる過大子の防止を目的

に妊娠牛の給与飼料の制限による新生子の生時体重のコ

ントロールを試みた. A 1妊娠牛では体重を制限するこ

とで産子の体重を低下させることができたが，クローン

産子の体重コントロールは出来なかった.このことから，

クローン産子の生時体重が大きい現象は，クローン陪お

よび胎子の遺伝子発現によるもので，母牛の飼養管理で

コントロールできる可能性は低いと考えられた.このこ

とから，妊娠後期から周産期にかけての母牛の管理は，

前述の超音波診断に加えて，胎膜水腫や水腫胎の場合は

妊娠後期に胎水が増加するため異常な腹囲の増加を見せ

ることから 1)体重，胸囲，腹囲を測定することが必

要であると考えられる.

血清中エストロンサルフェート濃度は，クローン妊娠

牛がAI妊娠牛より高い傾向が見られた.エストロンサ

ノレブェートは胎子の発育に伴って上昇することが知られ

13) ーており ，今後，過大子のモータリングのためデータ

の詳細な蓄積が必要と考えられた.

周産期の管理を含め， Webカメラを活用した監視シス

テムを使用することにより，パソコンや携帯から牛の観

察が可能となり，周産期の事故防止や管理の省力化に効

果的であると思われた.

分娩時期の推測には，体温の測定，血中グルコース-

WBCの測定，子宮頚管の関口具合が参考になると考えら

れる.体温の測定は，朝とタに行い， 0.5
0
C低下してか

ら24時間前後に分娩が行われるが，日較差があることか

ら夕方に測定する方が体温の低下が大きいようである.

血糖値.WBCは，上昇後に分娩が行われる.また，子宮

頚管の関口具合は分娩と直接関係しているので，分娩時

期の把握の参考にするには現実的であると考えられた.

クローン妊娠時には妊娠期間の延長がみられることか

ら，誘起分娩処置を行うことで，長期在胎による胎子の

体重の増加を防止するとともに分娩時の(管理不在によ

る)不作為の事故を防ぐことができると考えられる.ま

た，クローン胎子の副腎機能が低く，胎子の副腎からの

ホルモン分泌から母牛の分娩へのカスケードにおいて，

副腎ホノレモンを外的に補填する方が母体，胎子ともに分

娩への準備ができると推察されることから，デキサメサ

ゾンとPGF2α を用いる場合には個別投与が望ましいと思

われる.また， PGF2α の感作や分娩のストレスが胎子の

肺の機能を向上させることが知られていることから，帝

王切開術を適用する場合にも，帝王切聞の予定より遡っ

て誘起処置を行うことが望ましいと思われる.また，分

娩誘起を行う時は必ず分娩の兆候を勘案し行うことが必

A
U
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要である.誘起処置は，子宮頚管のト分な開口がないと

き(分娩の兆候が明らかでないとき)に行い，一般的に

はPG投与後30時間前後に分娩が起こるが，子宮頚管の関

口がなくても黄体が退行している場合があり，その際に

は処置後数時間で分娩が始まる場合がある.分娩時の事

故を防ぐ意味でも分娩誘起処置を開始した場合には，処

置してから分娩が終了するまで十分な観察を行うべきで

ある.

前述の通りクローン産子の体重は， A 1産子に比べて

重く(過大子)，妊娠期間の延長，陣痛の微弱が見られ

ることから，母牛の観察，胎子の大きさの推測，分娩時

期の把握が重要である.

妊娠末期になると下腹部にいた胎子が産道に向けて上

昇してくるので，胎子サイズと母体の産道との比較によ

り産道を通して分娩させるか帝王切開を行うかの判断の

指標になる.今回分娩末期に直検可能な部位で産子の体

重と高い相闘がみられたことから，今後直検正確にはエ

コーを用いることで胎子の体重が推測可能であると考え

られた.

帝王切開ではなく，産道を通してのクローンの分娩を

行った.1例のみであるため，例数を増やす必要がある.

新生子の管理技術では，娩出後虚弱による生後直死が

散見され，クローン新生子は呼吸器系が弱いことがあり，

このような際には気道の確保が重要である.娩出直後に

動脈，静脈血ラインを確保し，血中ガス濃度を測定した

結果，娩出直後はアシドーシスの状態にあり，これは肺

循環が作動することにより生後 1時間で改善された.こ

のことから，生直後の子牛は呼吸性のアシドーシスの状

態あると考えられる.前述のようにクローン新生子は虚

弱で呼吸不全である場合があり，このような際には人工

呼吸が必要になる.一般に牛の臨床では後駆を持って逆

さにつるしたり，胸部位の用手による圧迫と開放，鼻穴

からの人工呼吸がなされるが，それらが十分であること

は少ない.このことから，今回は，人体用気管チューブ

の気管内挿管による気道確保を行い，簡易レスピレータ

ーによる人工換気を行った.牛は口が大きく関口せずさ

らに舌隆起があるため喉頭蓋を目視できない.しかし，

気管チューブを入れるステントを工夫することで気管内

挿管は容易であり，そのサイズは 8~ 9Frが適当であっ

た.気管チューブを挿管することで十分に換気をするこ

とが可能となり，自力呼吸が開始するまで維持すること

も可能で，この技術はクローン産子に限らず有効な技術

と考えられる.また，無呼吸状態の際にはドプラム(1

ml，塩酸ドキサプラム)の使用も有効であった.クロー

ン動物はその性格上目的価値が高い場合が多い.前述の

アシドーシスが改善されたか否かは血液中ガス濃度を測

定することで把握できるが，動脈血.の頻回採血は個体に

ストレスを与える.今回，パルスオキシメーターの適用

を検討した.パルスオキシメーターは赤色光と赤外光が

組織を透過した透過光と反射光から測定を行うことか

ら，今回用いた黒毛和種新生子の耳介表皮には黒色素が

多量にあり，そのままでは測定不可であったが，表皮つ

まり黒色素を除くと測定が可能になったものと考えられ

る.パルスオキシメーターが使用できることで，新生子

の動脈血酸素濃度を非浸襲的に継続して把握できること

から，特にクローン産子の状態の把握に有効であること

が示唆された.

従来の約1.5倍の1000g/日 (6 L)の晴乳量へ増量した

人工ほ育を行い，自然哨乳を行った区および従来通りの

晴乳量の人工ほ育を行った区より，体高，体重とも良い

発育を得られ，クローン産子においても AI産子と同等

の発育を得られた.クローン産子の場合は，分娩後親か

ら離して状態の把握をしなければならないことが多く，

また， A 1産子にはない食欲がみられることもあり，今

後もクローン産子にあったほ育・育成方法を検討してい

くことが必要である思われた.
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Development of the management skills of the pregnancy， the perinal period and 

newbom calf of bovine somatic-cell clone. 

Fumihiro Hayashi， Chikara Kubota， Kouji Setoguchi， Tomohiro Isobe， Shougo Ikeda， Hiroshi Yamakuchi 

Summary 

1. The uterus artery b100d ve10city at the pregnancy periods were the tendency that a c10n巴 fetuspregnancy cows 

were faster than an artificia1 insemination origin fetus pregnancy cows with each pregnancy age of the month. 

2. We wer巴notab1e to prevent the 1arge size (the hea"ηrweight) of the c10n巴newbomca1f even if we controlled the 

body weight gain of the gestationa1 period of the c10n巴fetuspregnancy cow by feeding res甘lct:tons.

3. As a resu1t of having compared the weight of newbom ca1f of 1ess than 1 day after chi1dbirth with measurements 

of each part of them to predict the weight of a fetus b巴forechi1dbirth， high corre1ation was examined in 3 of 18 

places that we measured. 

4. A ca1f just after the chi1dbirth was a condition of an acidosis， but the acidosis was broken off a丘町 circu1ationof 

the b100d in the 1ungs start in one hour.App1ication of pu1se oximeter for human body was possib1e in the 

measurement of the arteria1 b100d oxygen density of a newbom ca1f.In the case of venti1ation imperfection， we 

W 巴reab1e to apply a trachea tube (8 or 9 Fr) and the resuscitator for human to a ca1f.In securing a skin vein in 

kanu1巴etc.，the dosage of the m巴dicineto the v巴inwas possible persistent1y， and continuation use for 3 or 4 days 

was possible in what heparin filled up at the time of non-use. 

5. By increasing quantity of lactation in quantity to about 1.5 times of before， both artificial insemination origin 

calves and c10ne origin calves did good growth. 
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