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緒 吾

畜産業は､良質なタンパク質に富む食料を供給し､国民の健康増進に大

きく貢献する重要な産業である0畜産業が維持され発展し､安定的に畜産

物を供給することは､安全･安心な国民生活の基盤のひとつである｡

しかしながら､我が国において畜産業を巡る環境は年々厳しさを増して

いる0｢平成23年度食料･農業･農村の動向｣(農林水産省)など各種統

計を概観すると､輸入飼料価格は､とうもろこし､大豆とも2008年に危

機的高騰を見､2009年のリーマン･ショック以降いったん落ち着いたも

のの､高留まりし､2011年から2012年にかけて再度高騰した｡世界人口

が増加するとともに､中国などの新興国では経済成長に伴って畜産物の消

費量が増加するなど､飼料用穀物の争奪戦になっている｡最近は毎年のよ

うに異常気象で､作物の収穫量は大きく変動しており､ロシアは猛暑の影

響で2010年8月から2011年6月まで､小麦､大麦､とうもろこしなどの輸

出禁止措置を実施した｡世界的には､農地､水資源､エネルギー使用が限

界を迎えつつある｡近年の原油価格の高騰､地球温暖化対策､エネルギー

安全保障への意識の高まりを背景として､アメリカ､ブラジルなどの国々

ではバイオエタノール生産､EU諸国ではバイオディーゼル生産に多くの穀

物､さとうきび等が振り向けられている｡更に､先進国各国の低金利政策

により､余剰マネーが投機的に商品市場に流れ込んで穀物相場を押し上げ､

飼料価格が安くなる見通しはない｡為替も長期的には急激な円安に振れる

可能性があり､現状のまま輸入飼料に依存した畜産を続けていけば､我が

国の畜産業は壊滅的な打撃を受ける可能性が高い｡

視点を転じて日本国内をみれば､農業就業人口が減少するとともに､平
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成23年度の農業就業人口260万人に占める65歳以上の割合は60.7%と､

高齢化が進行している｡畜産農家の減少も顕著で､大規模化の動きはある

ものの､家畜の既存の飼養頭羽数を維持するには十分ではない｡さらに､

2001年に日本で始めて牛海綿状脳症の発生を見た後に減少した家計の牛

肉購入量は､それ以前のレベルに回復するに至っていない｡

このように日本畜産を取り巻く内外の環境が非常に厳しいことは明ら

かである｡しかし､畜産関係者には動物性タンパク質を安定して供給する

義務が有る｡これを成すためには､利益を得ることができる畜産業を維持･

発展させる必要がある｡また､消費者が求める安価かつ安全･安心で高品

質な畜産物を供給し続けること力ヾ肝要である｡このような現状を鑑みると､

国内未利用資源を有効活用しながら飼料効率を高める飼養技術はもとより､

持てる遺伝資源を効率的に拡大する繁殖管理技術の重要性は､ますます大

きくなっている｡

畜産分野､特にウシにおける繁殖技術の開発､中でも1950年代か

ら急速に普及した人=授精技術やプロスタグランジンF2a(PGF2a)製剤､

1980年代の多排卵処理､牛胚の回収､凍結､移植技術の普及などは､ウ

シの繁殖管理､増殖のあり方を根本から変えた技術として特筆される｡こ

れらの技術は､経済的､遺伝的に価値が高い種雄牛､種母牛から､望まれ

る後継牛を､極めて短期間に大量に増殖できる技術で､わが国の消費者が

求める安価かつ安全･安心で高品質な畜産物を供給するための基幹となる

技術である｡

近年､卵胞の発育動態に関する知見が多数得られるに伴い､性腺刺激

ホルモン放出ホルモン類縁化合物(GnRH-A)やPGF2a製剤､各種ホルモ

ン剤を用いて､発情発現や排卵時期を人為的に調節するために開発された
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種々の技術は､予め計画された時期､時間､すなわち｢定時｣に人工授精

や月杢移植を実施することを可能とした｡それらの技術は､受胎率や牛群全

体の生産率の向上､繁殖管理作業の効率化に資することが期待されている

(15)｡発情･排卵同期化処置については､初回GnRH-A投与後7日に

PGF2｡を､その2日後に第2回GnRH-A投与した後定時人=授精(Timed

A｢tificiaJInsemination;tAI)するプロトコール(Ovsynch法)が基本

的な処理方法として開発された｡しかしながら､今日でもなお発情･排卵

同期率の改善､受胎率のさらなる向上を目指して､様々なプロトコールの

改変や使用する薬剤の選択工夫がなされており(15､31)､これらの技術

は繁殖管理における労力と経済的コストの削減に大きく貢献している(10､

39､84)｡とりわけ近年の酪農業において､高泌乳に伴う分娩後無発情牛､

微弱で短時間の発情兆候を示すウシの増加や､また経営の大規模化に伴う

飼育者の家畜観察時間の制限などに由来する発情発見の困難さに対処する

ため､発情･排卵同期化処置は､乳牛の繁殖管理において今や必須の技術

となっている(40)｡肉牛繁殖経営においても､発情･排卵同期化定時授

精および定時胚移植法は､大規模経営において様々な繁殖ステージにある

多くの雌牛を一元的に管理するため必要不可欠な技術となっている｡肉用

牛の繁殖経営においては､1年1産の実現は経営を維持するために必須の

要件で有り､これを実現するためには､分娩後60日以内の早い段階で初

回発情の回帰､そして80日以内に受胎させる授精の機会を導くことが必

要である(87)｡そこで､分娩後無発情牛や発情徴候が微弱なウシに対し

発情･排卵同期化定時授精､胚移植法を活用することが重要である｡

定時授精プロトコールを設計する上での肝要な点は､卵胞発育を制御す

ることである｡卵胞発育を制御する方法として､プロジエステロン(P4)､

3



エストラジオールー17β(E2)あるいはGnRH-A､PGF2｡などの投与が考えら

れる(6､27､34､36､43､44､64､70､71､86)｡近年､授乳して

いる肉牛において､分娩後早期の生理的卵巣静止の時期に､腫内留置型黄

体ホルモン徐放剤(ProgesteronerereasingintravaginaIdevise:

PRIDあるいはControJledInternaIDrugReJeasingdevice:CIDRな

ど)を適用した発情周期の再開誘起モデルが提唱された(18､55､85､86)｡

すなわち､Yavasら(85)は､分娩後21日の肉用牛にPRIDを10日間装着

することにより､優勢卵胞が長く維持され､最大直径が大きくなり､LHサ

ージが起こって排卵し､その後通常の寿命をもつ黄体が形成されること､

および､その後50-60%のウシで周期性の卵巣活動が継続することを示し

た0また､腫内留置型黄体ホルモン徐放剤は､排卵同期化､tAIプロトコ

ールに併用した場合､受胎率を向上させると報告されている(1､2､6､13､

16､17､19､27､34､36､37､38､42､43､44､47､56､61､64､

70､71､86)｡分娩後早期の授乳肉用牛にPRID等の腫内留置型黄体ホル

モン徐放剤を併用したtAI法が適用できれば､分娩間隔が短縮でき､生涯

生産性を高めることからそのもたらす経済効果は大きい｡また､PRIDに

は安息香酸エストラジオール10mgを含有したゼラチンカプセルが装着さ

れており､PRID挿入後約2日間高いE2濃度が維持でき､その結果卵胞発

育波の同調をもたらす(51)ことから､エストラジオールを共存しない

CIDRに比べてより効果的に卵胞発育を同調できると期待される(22)｡こ

れまでの我が国における肉用牛黒毛和種に対する発情同期化やtAIの応用

に関する知見は､多くがCIDRによる試験結果であり(2､4､51､61)､

PRIDの適用検討は十分でない｡PRIDは不活性なシリコンエラストマーで

覆われたステンレススチール製のらせん状用具であり､竹とんぼ状の
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CIDRに比べてその形状から膜壁との接着面積カモ大きいので､効率的で安

定した量の黄体ホルモンが吸収されると期待できる｡とりわけ経口プロジ

エステロン製剤やプロジエステロンインプラントが動物用医薬品として認

められていない我が国においては､腫留置型のプロジエステロン製剤の活

用が望まれる｡

腫留置型プロジエステロン徐放剤から放出されるP4は､優勢卵胞の排

卵を抑制するが､P4高濃度環境が長期に続くことによる優勢卵胞の長期存

続とそれに伴う卵子の老化を招き､低受胎に帰結する(57､86)｡したが

って､P4処置を併用するtAIによる受胎率改善のためには､腫内留置型P4

徐放剤挿入時にE2あるいはGnRH-Aを投与し､卵胞発育波をリセットし

て新たな卵胞波の出現を促すことが有用と考えられる(86)｡一方､超音

波診断装置で監視しながら発情･排卵同期化処置開始時に卵巣に存在する

胞状卵胞の卵胞液を吸弓けることにより物理的に除去することは､PRID

挿入時に存在する胞状卵胞の退行過程を省くことにより､PRID装着期間

を短縮し､新たな卵胞波の出現を誘導するため､ウシの個体問のばらつき

が少ない反応が得えられると期待される(4､5､7､22､41)｡しかし

ながら､卵胞液を吸弓順去するためには超音波診断装置や吸引ポンプが必

要で､手間もかかることから､諸外国では生産現場に普及するに至ってい

ない(12)｡他方､我が国では事情が異なり､黒毛和種は1頭の経済的価

値が高く､これら雌牛の発情･排卵同期化処置において､卵胞吸弓俺行っ

て同期効果を高める手法を採っても､卵子回収(oviumpik-uP:OPU)一

年胚体外生産(invitroembryoproduction:IVP)法を適用すること

により､空胎期間を延長せず､移植可能な1個数万円と見込まれる胚を作

出可能で有り､経済的な付加価値の創出だけでなく､長期凍結保存を併用
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する優良遺伝資源(卵子)の高度活用が可能であることから､その有用性

は高い0従って､我が国においては､卵胞吸引前処置による発情･排卵同

期化法の開発は､実用的な価値を有し､開発研究の意味がある｡OPU-ⅠVP

法は､既に肉用牛生産において遺伝的形質が優れたウシをより多く生産す

るための有用な技術になっている(19､56､74､75)｡加えて､OPUは､

発情周期の発現を考慮することなく､様々な繁殖生理状態のウシに適用が

可能であり､生体外で移植可能な胚を生産できる利点を有する(9､11､45､

52､59)｡

そこで本研究では､肉用､主として黒毛和種牛の分娩後の早期受胎を目

的として､様々な条件下で卵胞吸引(foIJicuJaraspiration:FA=卵子

回収:OPU)前処置および腫内留置型黄体ホルモン徐放剤(Progesterone

rereasingintravaginaJdevise:PRID)によるプロジエステロン処置を

併用した発情･排卵の同期化と定時授精(FA+PRID+tAI)法を肉用牛に

適用するための基礎的知見について検証した｡第1章では､

FA+PRID+tAI法が分娩後50日以内の早期に有効であるかどうかを検討

した0第2章では､供試母牛の授乳の有無が､FA+PRID+tAI法と

OPU-ⅠVPの成績に影響するか否かを検討した｡第3章では､定時授精プ

ロトコール開始時の処置として､卵胞吸引による物理的卵胞除去と､性腺

刺激ホルモン放出ホルモン類縁化合物(GnRH-A)投与による内分泌学的卵

胞除去が血柴中の性ステロイドホルモンの消長や受胎性に及ぼす影響を比

較検討した｡

6



第1章

分娩から定時授精開始までの期間が受胎性に及ぼす影響

1-1. 緒 昌

肉牛においては､通常分娩後35-60日間あるいは授乳している肉牛で

はさらに長期間､卵巣の周期的活動は再開しない(87)｡一方､Yavasら

(85)は､授乳している肉牛において､分娩後21日からPRIDを10日

間装着することで､50-60%のウシにおいて優勢卵胞が十分に発育し､

PRID抜去後5日以内に排卵して､その後通常の寿命をもつ黄体が形成さ

れ､卵巣活動の周期性が回復すると報告した｡Fikeら(18)も､授乳し

ている肉牛の分娩後25-50日からPRIDを7日間装着することで､多く

のウシにおいて卵巣周期を再開できることを示した｡また､Wa托ersら(79)

は､乳牛において､分娩後7～87日に卵胞吸引を実施して､回収卵子数は

初産後と2産後のウシでは分娩後経過日数と共に増加するが､3産後のウ

シでは減少するなど､分娩後の日数に影響を受けることを示した｡本章で

は､分娩後の様々な時期の肉用牛に対して､発情･排卵同期化処置開始時

に卵胞を吸引(foHicuIaraspiration:FA)し､PRIDを併用したtAIを実

施した場合の受胎成績を検討して､本tAIプロトコール(FA+PRID+tAI

法)が分娩後早期から適用できるか否か､並びにFA時に経腫卵子回収を

行って遺伝資源を有効活用するにあたり､分娩後の日数が回収卵子数に影

響するかを検討した｡
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1-2. 材料および方法

1-2-1. 供試家畜

岩手大字農学部附属寒冷フィールドサイエンス教育研究センター御明

神牧場で飼養している黒毛和種経産牛16頭､および日本短角種経産牛3頭

の計19頭を供試した｡試験は2005年1月～5月に開始した｡供試牛の分娩

後日数は95･1土17･33(範囲13～281)日(平均土標準誤差)であった｡

また､月齢､産歴､体重は､それぞれ51.4土5.1か月､2.6土0.4産､

411■3士15-8kgであった(表ト1)｡これらの供試母牛は分娩後150日

まで子牛に授乳していた0供試牛は､子牛と共に飼育する時期は個別のペ

ンで飼育し､配合飼料を1日に2kg､オーチャードを主体としたサイレー

ジを自由採食させた｡子牛を離乳､分離した後はパドックで飼育し､オー

チャードを主体としたサイレージのみを自由採食させた｡全ての実験手技

は､岩手大字動物実験委員会の承認を得､岩手大字動物実験に関する指針

に沿って実施した｡

1-2-2･ FA+PRID+tAI処置プDトコール

供試牛は､分娩から処置開始までの日数をもとに､A群(分娩後13～49

日の早期牛､授乳中､∩=9)､B群(分娩後84～140日の中期牛､授乳中､

∩=6)､C群(分娩後157～281日の空胎期間延長牛､非授乳､∩=4)の3

群に区分した｡本章のFA+PRID+tAI処置プロトコールは図1-1に示し

た0処置開始日(DayO)に卵胞吸引(FA)を行い､その直後にPRID(プ

ロジエステロン1･55g､安息香酸エストラジオール10mg含有:あすか
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製薬､東京)を腫内に挿入した07日後(Day7)にPRIDを抜去すると

ともに500日gのプロスタグランジンF2cf類縁化合物(PGF2｡-A:クロブ

ロステノール:エストラメイト｢TSA｣､ナガセ医薬品､伊丹)を頚部筋

肉内投与した｡その48h後(Day9)に100日gの性腺刺激ホルモン放出

ホルモン類縁化合物(酢酸フ工ルチレリン:GnRH-A:コンセラール､ナ

ガセ医薬品､伊丹)を頚部筋肉内投与し､その18～19h後の定時に人工

授精(tAI)を行った0直腸検査をDayOおよび7､9､10､12､17､24､

31に実施し､卵巣の状態を観察した｡妊娠診断はtAI後約60日に直腸

検査によって行った｡採血は頚静脈から､DayOおよび7､9､10､12､

17､24､31に実施した｡それぞれの血液サンプルは､凝固を促進するた

めに採血後すぐに37℃で2時間インキュベートし､血清は700Gで15

分間遠心分離後､ステロイドホルモン測定まで-20℃で凍結保存した｡

1-2-3･ 卵胞吸引(FA)=経腫卵子回収(OPU)

全ての供試牛は枠場に保定し､4mg/100kgBWのキシラジン(セラ

クタール2%注射液､バイエル薬品､大阪)を頚部筋肉内に投与して鎮静し､

75mg/頭のプリフィニウム ブロマイド(パドリン注;大洋薬品工業､

名古屋)を頸静脈内に投与して直腸の嬬動を抑制した｡直径3mm以上の

卵胞から以下の方法で卵胞液を吸弓ル､未成熟卵子を回収した｡すなわち､

超音波診断装置(SSD-900:アロカ､三鷹)に腫内コンペツクス型の超

音波プローブ(USトM15-21079:アロカ､三鷹)を装着し､モニタ映

像を確認しながら､17Gのシングルルーメンニードル(COVAニードル:

ミサワ医科工業､笠間)を子割室部の背側部の膜壁を介して腹腔に刺入し

て､卵巣の卵胞から吸弓促70～80mm=gの条件下で未成熟卵子を吸弓ル
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た0回収液にはノボヘパリン(10山/mJ;Novoheparin､Novoindustry､

Bajsvaeld､Denmark)を1%含む修正リン酸緩衝液(m-PBS､エンブ

リオテック､日本全薬工秦､郡山)を用いた｡採取した未成熟卵子は､実

体顕微鏡で観察し､3～4層以上の撤密な卵丘細胞に囲まれた直径120日

m前後の色調が明瞭なものを培養適合卵子と判定した｡

1-2-4. ホルモン測定

血清中P4とE2濃度はラジオイムノアツセイ法(【68]68)で測定した｡

抗プロジエステロン羊抗血清(GDN#337)と抗エストラジオールー17β

羊抗血清(GDN#244)は､Dr･Niswender(Co10radoStateUniversity､

FortCo=ns､CO､USA)から分与を受けた｡アツセイの最小検出限界と

測定問､測定内変動係数は､プロジエステロンでは､それぞれ0.04ng/ml､

9･3%､7･6%､エストラジオールでは､それぞれ0.2pg/ml､7.0%､12.7%

であった｡

1-2-5. 統計処理

異なる2群問におけるホルモン濃度､回収卵子数､培養可能卵子数の有

意差は､片側分散分析とDunnの検定を行って調べ､Bonferroniの補正を

実施した｡た｡受胎率､培養可能卵子率の比較は×2検定を実施した｡有

意差はP<0･05を基準とした｡解析は]MPプログラムver.7(SAS

InstituteInc･､NC､USA)を用いて実施した｡
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1-3. 結 果

1-3-1. 卵巣動態

供試牛19頭中14頭(73･7%)で､PRID抜去からGnRH-A投与時にか

けて卵胞が発育し､GnRH-A投与後60時間前後の直腸検査で排卵を認めた

(表ト1)｡他の5頭中4頭では､tAI後21日の検査時に誘起排卵後に形成

された長径20mm以上の大型黄体を確認し､残る1頭では明瞭な黄体を認

めなかった0各群別にみると､A群では処置開始時に9頭中3頭で黄体を認

めた0これらの黄体は､Day7のPGF28-A投与からDay9のGnRH-A投与

時にかけて急激に大きさを減じた｡

Day7からDay9にかけて､優勢卵胞が急激に発育し､GnRH-Aの投与

に反応して1個排卵し､黄体を形成した｡処置開始時に黄体を認めなかっ

た他の6頭では､1頭(No･2)を除き､黄体を有したウシと同様に､Day

7からDay9の間優勢卵胞が急激に発育し､GnRH-Aの投与に反応して1

個排卵し､黄体を形成した｡No12は排卵が不明瞭だったものの､Day21

までに長径20mm以上の黄体を認めたo B群では､6頭中4頭に､C群で

は4頭中4頭に､処置開始時に黄体を認めた｡処置開始時当初の黄体はい

ずれも､Day7のPGF2o-A投与からDay9のGnRH-A投与時にかけて急激

に大きさを減じた｡Day7からDay9の間､優勢卵胞は10頭中3頭では急

激に､他の7頭では緩徐に発育した○排卵数は8頭で1個､2頭(B群No.15､

C群No･17)で2個であったo Day12の直腸検査で排卵が不明瞭だった

No･15､17､19は､Day21までに長径20mm以上の黄体を確認した｡

C群のNo･18では排卵が不明瞭で､かつ明瞭な黄体を認めなかった｡
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1-3-2. 妊娠率

tAI後60E]に直腸検査で診断した妊娠率(表1-1)は､A､B､C群

でそれぞれ77･8(7/9)､83･3(5/6)､50.0%(2/4)であり､群間で

有意差はみられなかった｡また､授乳中のウシの受胎率は80.0%であり

(A､B群を合わせて12/15)､空胎期間が延長して非授乳のC群(50.0%､

2/4)よりも高かったが､有意差は無かった｡GnRH-A投与時にE2濃度

が3･33～13･37pg/mlであった13頭中10頭(76.9%)が受胎した｡一

方､GnRH-A投与時にE2濃度が0･85～2･09pg/ml以下であったものは

6頭中3頁頁(50.0%)力ヾ受胎した｡

1-3-3. 未成熟卵子回収成績

未成熟卵子回収成績(表1-2)について､吸引卵胞数は､A､Bおよび

C群でそれぞれ14･4士2･8､14･2土3.5および25.5士4.2個､回収

卵子数は､12･3士3･1､15･7土3･8および17.5土4.7個､回収した

未成熟卵子のうち､培養可能卵子の割合は､それぞれ67.0､75.8､およ

び68･6%で､3群間に有意な差はみられなかった｡

1-3-4. ホルモン濃度の測定

末梢血中E2の平均濃度の消長(図1-2)は､AおよびB群ではPRID挿入

から抜去時にかけて減少し､その後GnRH-A投与暗まで増加して､ピーク

値(6pg/ml前後)を示し､tAIにかけて急激に減少した｡一方､C群では､

PRID挿入後増加し､抜去時に最高値を示し､その後､tAほで減少した｡

C群でPRID抜去時に増加した原因は､抜去時のE2濃度が18･8pg/mrと著

しく高かった1頭(No･18)が含まれたことによる｡このウシは誘起排卵
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が認められず､不受胎であったotAI後排卵確認日まで全群全頭で2pg/ml

以下で推移し､それ以降はA群でやや高かったものの､他の2群では1.5～

3･5pg/mlの範囲で横ばいに推移し､全処置期間において各群間に有意差

はなかった｡

末梢血中P4の平均濃度の消長(図1-3)において､PRID挿入時に､A

群(0･14ng/mJ)はB群(1･44ng/m.)およびC群(1.98ng/ml)

よりも低い値を示したo P4濃度は､PRID抜去時のPGF2Q投与から

GnRH-A投与までは全群で減少して排卵確認時まで低い値で推移した｡そ

の後､Day24までに全群で黄体期レベルの1ng/mJ以上に上昇した｡P4

濃度は､Day17にA群がC群よりも有意に高い値を示した(P=0.0331)

以外は､有意な差がみられなかった｡
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1-4. 考 察

Yavasら(85)は､授乳している肉牛の分娩後21日にPRIDを10日

間装着することで､50-60%のウシにおいて優勢卵胞が十分に発育し､排

卵して､その後､通常の寿命をもつ黄体が形成され､卵巣活動の周期性が

回復すると報告した｡Fikeら(18)も､授乳している肉牛の分娩後25-50

日にPRIDを7日間装着することで､多くのウシにおいて卵巣周期を再開

できることを示した｡本研究でも､授乳しているA群では､PRID挿入時

においてはP4濃度(表1-1)や直腸検査所見から周期的な卵巣の活動は

再開していなかったが､分娩後卵胞吸引実施までの期間にかかわらず､9

頭中7頭でPRID抜去後に新しい卵胞の発育を認めた｡これら全てのウシ

でtAI後2日以内に誘起排卵､それに続いて黄体の形成を認め､これら7

頭はいずれも妊娠した｡また､残る2頭でも本処置による排卵が確認され

た(表1-1)｡卵巣周期は､分娩後35-60日間､あるいは授乳が延長して

いる肉牛では再開しないとされている(87)｡しかし､本報告の結果は､

本処置プロトコールが､処置開始時に卵巣周期が再開しているかいないか

にかかわらず､また授乳している分娩後50日以内の早期の肉用牛であっ

ても適用可能であることを示している｡また､卵胞吸引の前処置が分娩後

早期の授乳肉牛におけるPRID処置を併用した定時授精の成績に影響しな

いことを示唆している｡

PRID挿入時に卵胞吸引を行うことにより既存卵胞の退行過程を省くこ

とができることから､PRID腫内留置期間を短縮できることが期待できる｡

また､PRID装着期間は優勢卵胞の発育と変性に密接に係わることから(41､

73)､高い受胎率を得るためにはtAIプロトコール毎に適切なPRID装着
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期間を検討する必要がある(87)｡Martinezら(41)は､肉用牛にCIDR

を用いた発情同期化処置において､卵胞波の発現を同期化するために

CIDR挿入時に､5mgのエストラジオールー17βと100mgのプロジエ

ステロン投与(E/P群)､100L]gのGnRH投与(GnRH群)､あるいは直

径5mm以上の卵胞吸引(FA群)を行い､黄体を退行させるのに十分な量

(5mg)のPGF2｡をCIDR抜去時とその12時間後に2回投与し､CIDR

をE/P群､GnRH群およびFA群でそれぞれ挿入後8､6および5日に抜

去して､CIDR挿入時に行った各処置により誘起された卵胞波の優勢卵胞

が､各群で同じ期間外部から投与されたプロジエステロンに暴露されるよ

うに=夫した｡その結果､CIDRを5日間装着したFA群で卵胞発育が遅

延し発情時の優勢卵胞直径が小さいことを報告した｡他方､本章では､

Martinezらの報告(41)よりも長いFA後7日間にわたるPRID処理を

行ったが､分娩後150日以内のウシ(A､B群)で80.0%(12/15)の

受胎率を得た｡このことは､本tAIプロトコールによるPRID装着期間が

適正であることを示唆する｡本研究で用いたPRIDは､CIDRと異なり､

安息香酸エストラジオールカプセルが付与されており､同ホルモンは膜壁

を通して吸収され､ただちにE2に変換される｡高濃度のE2は卵胞刺激ホ

ルモンに対して負のフィードバック効果を有し､その放出を抑制すること

から､PRID挿入後新たな卵胞波が出現するまで一定の時間を要する｡そ

のため､Martinezら(41)の結果に比較して高い排卵誘導および妊娠率

の結果となり､卵胞吸引後7日間のPRID留置はより適正な期間であると

推察される｡

分娩後50日以内に処置を開始したA群の受胎率は77.8%(7/9)で､

2008年のわが国における初回授精受胎率の58.5%((社)家畜改良事業
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団)を上回ったo A群は､たとえ不受胎であっても80日以内に再度授精す

る機会があることを考慮すると､一年一産を実現できる可能性が高いこと

から､肉用牛繁殖経営に資するところが大きいと考えられる｡受胎率が高

かった理由の一つとして､処置開始時に直径約3mm以上の､超音波診断

装置で確認できる卵胞を全て吸引除去する処置を行ったことが考えられる｡

BerfeJtら(4)は､発情周期の任意の時期に直径5mm以上の卵胞を吸引

除去することで､FA後4日に投与したPGF2oから誘起排卵までの期間の

ばらつき幅が､FAを行わなかった対照群と比べて小さくなると報告した｡

本研究でも小卵胞を含めて吸弓脂去することで新たな卵胞発育波の出現を

より正確に同期することが可能となり､適切なPRID装着期間､GnRH-A

の投与時期と相まって､高い受胎率を得た可能性があり､今後検討する必

要があるo tAI処置開始時のFA処置力ヾ受胎性に及ぼす影響については､

第3章で検討する｡

GnRH-A投与時にE2濃度が3･33～13･37pg/mlのピークを形成した

ウシの受胎率は76･9%(10/13)であり､0･85～2.09pg/ml以下であっ

たものの50･0%(3/6)に比べて良好であったことから､受胎成績を向上さ

せるためには､GnRH-A投与時に旺盛にE2を分泌している卵胞の存在が

必須といえる｡したがって､排卵誘起処置を実施している間のE2濃度の

消長は､処置の有効性を判断する上で重要な情報となる｡本試験で各検査

日における各群のE2濃度に有意な差はみられなかった｡しかしながら

PRID抜去後のDay7からDaylOにおいて､A､B群では､E2濃度がDay7

からDay9へ上昇し､ピークを形成して､DaylOに減少したのに対し､

C群では一貫して減少する傾向にあった0これは､C群の1頭(No.18)

のPRID抜去時におけるE2濃度が18q8pg/mJと他のウシに比べ著しく
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高かったことによる0このことは､この1頭(No,18)ではPRID抜去時

の血中P4濃度が0.97ng/mJと低値であり､このためPRID装着期間の

終期にE2を産生する卵胞の発育抑制ができなかったことを示唆している｡

卵巣を割拠した経産牛でPRIDあるいはCIDRを挿入すると､2時間以内

に血中P4濃度は､4-6ng/m=か最高値となり､2日から6日にかけて

2ng/mlに減少し､7日以降12E]の抜去時まで1-2ng/ml前後の値で

維持される(72)0本試験でPRID挿入7日に1ng/mほ満の個体がみら

れたことは､上記知見の最低値を下回り､個々のウシによっては卵胞発育

と排卵を十分に抑制できず､排卵同期化できない場合があることを示唆す

る｡低濃度のP4が存在することにより､成熟した卵胞から排卵が遅延すれ

ば､卵子の老化による受精能や発育能の障害が危憤される｡また､自発的

LHサージがGnRH-A投与前に発生したことによって､Day9には血中

E2濃度が既に減少しピークを形成しなかった可能性があるが､本実験では

Day8の採血を行わなかったことから詳細は不明である｡いずれにしても､

C群のPRID抜去時のP4濃度は他の群に比べて十分に高く(図.1-3)､

全供試牛のデータで､PRID抜去時のP4濃度が1ng/mほ満であったもの

は11頭(57･9%)と多くいたが､No.18以外でDay7にE2濃度が高いウ

シはみられなかったこと､これらPRID抜去時のP4濃度が1ng/mほ満

であったもの(8/11､72･7%)と1ng/ml以上のもの(6/8､75.0%)

とで受胎率に大きな差はなかった(表ト1)ことから､PRID抜去時の

P4濃度の高低が直接的に卵胞発育やE2濃度､受胎率に影響したとは考え

にくい｡C群でGnRH-A投与時にE2濃度がピークを形成しなかったこと

は､Day7のE2濃度が著しく高かった1頭(No.18)による影響ととも

に､2頭(No･17および19)の血中E2濃度がDay9前後に低値で推移し

17



たことによる｡供試牛全体で考察すると､GnRH-A投与時(Day9)に血

中E2濃度のピークがみられない3個体(No.4､5､15)があり､また､

ピークが3pg/ml以下の低値のもの3頭(No.8､10)も散見された｡

その理由の1つとして､GnRH-A投与時には卵胞が未熟で､E2濃度が上

昇途中であったのかもしれない｡すなわち､A群の1頭(No.5)が他の

個体と異なりDaylO(tAI時)にE2濃度のピークを示したことは､PRID

抜去後の卵胞成熟が遅延した可能性がある｡Martinezら(41)は､胞状

卵胞の吸引除去と同時にCIDRを挿入したものでは､E2+P.､あるいは

GnRH投与と同時にCIDRを挿入したものより､卵胞波の発現は早かった

ものの発情時の優勢卵胞直径が小さいことを報告した｡その原因として､

彼らは処置開始時に存在した機能性黄体の影響を示唆したが､本試験の1

頭(No･5)は､処置開始時に分娩後29日で授乳中であり､P｡濃度は極め

て低値であった｡GnRH-A投与時(Day9)に血中E2濃度のピークがみ

られなかった他の4個体(No.4､8､10､15)も処置開始時のP4濃度が

低くかったことから､処置開始時の機能性の黄体の存在が卵胞成熟の遅延

に係わったとは考えにくい｡

GnRH-A投与時に血中E2濃度のピークがないか低い原因は明らかに

できなかった｡今回用いた排卵同期化プロトコールでは､GnRH-A投与時

に合わせて旺盛にE2を分泌する卵胞を高い確率で得ることは難しく､卵

胞発育を刺激する薬剤を併用する必要があるのかもしれない｡特にC群は､

分娩後150日以上の長期空胎であった群であり､同期排卵が確認できなか

った1頭(No･18)も含まれ､本プロトコールが十分な効果を示し得ない

何らかの内分泌学的環境にあったウシが含まれた可能性が考えられる｡

Day17の血中P4濃度は､A群がB群よりも有意に高い値を示した
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(P<0･01)｡このことは､分娩後50日以内の早期に､授乳肉牛に対して

同期排卵誘起を行って形成された黄体も高いP4分泌能を有することを示

す｡授乳は視床下部に負のフィードバックをもたらすことで分娩後の卵巣

機能の回復を遅らせ､栄養状態が良いウシでは分娩後30日までに初回排

卵がみられることが示されている(20､48､81､87)｡しかし､本研究

において分娩後13～30日に処置を開始した6頭全てが排卵を誘起され5

頭が受胎したことは､分娩後早期の授乳牛で卵巣周期が未再開であっても

本tAIプロトコールが有効であることを示している｡

本研究では､用いた試験群間の未成熟卵子回収結果や培養可能卵子率に

差はみられなかった｡この結果は､本tAIプロトコールの実施中であって

も､分娩後早期および空胎期間が延長したウシにおいても､一定数の培養

可能な卵子を採取できることを示している｡しかしながらWaJtersら(79)

は､乳牛において､分娩後7～87日にFAを試みたところ､吸引卵胞数や

回収卵子数は分娩後の日数に影響を受けること､泌乳初期の状態は卵子の

品質に悪影響を与えることを示した｡すなわち､卵胞数は､1､3産次で

は分娩後日数の経過と共に直線的に減少し､2産次では逆に増加する｡回

収卵子数は､1､2産次では分娩後日数の経過と共に直線的に増加し､3

産次では逆に減少する0回収卵子の品質は､1､2産次では分娩後50日

前後で最も良い2次曲線の様態となるが､3産次ではこの限りではないと

している｡このように乳牛では､分娩後の経過日数と産次が､卵巣内の卵

胞数や回収卵子数､卵子品質に様々な形で強く影響すると考えられる｡一

方､WaItersら(79)やSasamotoら(62)は､分娩後20～30日の経

産牛からOPUで回収される卵子は､受精能や受精後の発生能力を有する

と報告している｡本研究で用いた肉用牛では泌乳負担が比較的小さいこと
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から､卵巣機能が良好に保たれた結果､乳牛のように著しい影響が認めら

れなかったと考えられる0すなわち肉用牛では､分娩後の体調回復と授乳

刺激による卵巣活動への負のフィードバックが徐々に角牢除される中で､分

娩後の経過日数と共に穏やかに卵胞数や回収卵子数が増え､卵子品質が改

善されると推測される｡したがって､肉用牛への分娩後早期の卵胞吸引(未

成熟卵子回収)を適用したtAIプロトコールは､卵胞波をリセットし同期

排卵率を向上させる適用価値の高い手法である｡これらの方法は､高品質

の遺伝資源を備蓄する有効な方法であることから､1頭あたりの経済的価

値が高い黒毛和種牛への適用が推奨される｡
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ト5. 小 括

分娩後様々な時期(分娩後13～49日(A群)､84～140日(B群)､

157～281日(C群))の処置開始日(DayO)に卵胞吸引を行い､直後か

ら7日間PRIDを装着､抜去と同時にPGF20-Aを､その48h後(Day9)

にGnRH-Aを投与し､さらにその18～19h後(DaylO)に定時人=授

精(tAI)を行った｡その結果､A群の末梢血中E2濃度は､B群と同様に､

GnRH-A投与時に明らかな頂値を示した｡さらに､A群の末梢血中P4

濃度は､Day17(tAI後7日)に1･Ong/mはりも高値であった｡この

知見は､卵巣周期の再開の有無にかかわらず､分娩後50日以内の授乳中

のウシでも､本研究で用いた排卵同期化プロトコールが､tAI前に成熟卵

胞の発育を招来し､GnRH-Aにより排卵の誘起が可能で､機能的黄体の形

成を導く方法であることを示している｡また､本プロトコール処置開始時

が分娩後50日以内の早期であっても80%前後の良好な受胎率を得ること

ができたことから､本プロトコールを分娩後50日以内の授乳中のウシに

適用することで､たとえtAIで不受胎であっても80日以内に再度授精す

る機会があることから､一年一産を実現できる可能性が高く､肉用牛繁殖

経営に資するところが大きいと考えられた｡加えて､分娩後様々な時期の

ウシから未成熟卵子の回収が可能で､実用的に応用するのに十分な数の卵

子を採取できることが示された｡
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表1-1･肉用牛の分娩から処置開始までの期間が性ステロイドホルモン濃度および卵巣､

番号品種*2産歴慧慧慧竺≡デ漂芸こ讐…禁
試験群*1供試牛

回数 濃度(ng/ml)ル寸叩頂値*3

受胎能に及ぼす影響

PRID抜去時の

プロジエステロ
誘起排卵*4

ン濃度(ng/ml)
受胎*5

1 B l 13

2 B 5 23

3

4

5

6

7

8

9

即
二n=(A

3

4

1

1

可ニn

′
.
1
ヽ

B

C(∩=4)

NN

B

B

B

S

B

B

B

B

B

B

B

B

15 B

16 S

17 B

4

2

1

2

4

2

3

1

3

3

3

′O

l

1

5

18 B 1 246

19 S 1 281

*1:供試牛は､

0 0.290

0
BML*6

0 BML

O BML

O BML

O BML

O o.879

0 BML

O BML

O BML

O O.051

0 2.591

1 5.973

0 0.028

0 BML

3 4.608

1 2.122

2 1.181

1 BML

分娩後処置開始までの日数カギA群50 日以下､B群51～150日､

0

0

0

×

×

0

0

△

○

△

0

0

0

0

×

○

×

×

×

1.472 0

0.376 △

0.572 0

0.413 0

1.787 0

0.812 0

2.473 0

1.763 0

0.933 0

0.731 0

1.019 0

0.608 0

0.911 0

0.561 0

0.305 △

1.751 0

2.008 △

0.969 ×

1.732 △

C群151日以上に区分｡
*2:B;黒毛和種､S;日本短角種

*3:○;3pg/mJ以上､△;3pg/m似下､×;エストラジオール17βの頂値がみられない

*4:○頒時授精後2日までに排卵､△牒時授精後21日までに長径20mm以上の黄体を観察､×;排卵せず

*5:定時授精後60日前後で妊娠と診断

*6:測定限界以下の濃度(Be10WmeaSurablelimits)

*7:二排卵



表1-2.未成熟卵子回収成績

試験群*1

A(∩=9)

B(∩=6)

C(∩=4)

吸弓博日胞数 回収卵子数

(平均土標準誤差) (平均土標準誤差)

14.4土2.8 12.3土3.1

14,2土3.5 15.7土3.8

25.5士4.2 17.5土4.7

回収率(%)

85.4

110.6*2

68.6

培養可能卵子率

(%)

67.0

75.8

68.6

*1:供試牛は､分娩後処置開始までの日数がA群50日以下､B群51～150日､C群151日以上に区分｡

*2:超音波装置で吸弓俺確認できなかった小卵胞由来の卵子が含まれたため､吸引卵胞数を上回った｡

各項目について試験群問に有意差はみられない｡
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図1-1.FA+PRID+tAIプロトコール

FA(OPU):卵胞吸引(経腫卵子吸引)pRID:腫内留置型黄体ホルモン徐放剤装着期間
PGF2o-A:プロスタグランジンPGF20類縁化合物(クロブロステノール500ug)

GnRH-A:性腺刺激ホルモン放出ホルモン類緑化合物(酢酸フ工ルテレリン100日g)

tAI:定時人工授精
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図1-2･分娩から処置開始までの期間がエストラジオールー17β濃度の消長に及ぼす影響

FA(OPU):卵胞吸引(経腫卵子吸引)pRID:腫内留置型黄体ホルモン徐放剤

PGF2Q-A:プロスタブランジンPGF2o類縁化合物(クロブロステノール500日g)

GnRH-A:性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁化合物(酢酸フエルチレリン100ug)tAI:定時人=授精

供試牛は､分娩後処置開始までの日数がA群50日以下､B群51～150日､C群151日以上に区分｡
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図1-3.分娩から処置開始までの期間がプロジエステロン濃度の消長に及ぼす影響

FA(OPU):卵胞吸引(経腫卵子吸引) pRID:腫内留置型黄体ホルモン徐放剤

PGF2｡-A:プロスタグランジンPGF2｡類縁化合物(クロブロステノール500ug)

GnRH-A:性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁化合物(酢酸フ工ルテレリン100LJg)tAI:定時人=授精

a-b:P<0.05 供試牛は､分娩後処置開始までの日数がA群50日以下､B群51～150日､C群151日以上に区分｡



第2章

授乳の有無が分娩後早期の定時授精による受胎性と

反復した経腫卵子回収一月杢体外生産成績に及ぼす影響

2-1. 緒 言

第1章では､卵巣周期の再開の有無にかかわらず､分娩後50日以内の

授乳中の早期から卵胞吸引(FA)+PRID+tAI処置したウシでも､受胎率が

77.8%と高いことを示した.｡しかしながら､授乳は視床下部に対する負の

フィードバックをもたらすことで分娩後の卵巣機能の回復を遅らせる(20､

48､81､87)ことが示唆されている｡第1章では､分娩後13～49日の

A群および84′〉140日のB群の供試牛は子に授乳しており､C群は分娩

後157～281日経過した牛群で授乳していなかったことから､授乳が

FA+PRID+tAI処置の受胎率にどのような影響を及ぼすか十分吟味でき

ず明らかにできなかった｡また､第1章はPRIDを併用した排卵同期化､

定時授精処置開始時に卵胞吸引(FA)(=卵子回収:0vumPick-Up:OPU)

を実施し､牛胚体外生産(in vitro embryo production:IVP)するこ

とにより効率的に月杢生産できる可能性を示した｡しかしながら､授乳が

OPU による回収卵子数や品質にどのような影響を及ぼすか明らかではな

かった｡

そこで第2章では､1)FA+PRID+tAI処置牛の受胎性に及ぼす授乳の

影響､2)同処置中に反復して行ったOPU(=FA)によって回収された卵子

数､ⅠVPで生産された移植可能月杢数などのOPU-ⅠVP成績に及ぼす授乳の

27



影響､および3)FA+PRID+tAI処置後の妊娠が､反復OPU-IVPの成績

に及ぼす影響について検討した｡
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2-2. 材料および方法

2-2-1. 供試牛

岩手大字農学部附属寒冷フィールドサイエンス教育研究センター御明

神牧場に飼養する黒毛和種経産牛14頭を用いた｡それらを離乳群7頭(供

試牛は分娩後7日に子牛と分離)と授乳群7頭(供試牛は試験終了まで子牛

と同居し自由に授乳する)に分けた｡処置開始時の年月は､2005年8月～

2006年5月であった｡個々の供試牛は個別ペンで飼養し､肉用牛の飼養標

準(2000)に準拠して､配合飼料(CP16%以上､TDN74%以上)を1日､

2kg､オーチャードを主体としたサイレージ(DM77.8%､CP14･0%､

TDN58%､CF24.3%)を自由採食させた｡試験開始時の月齢､産歴､

分娩後処置開始までの期間および体重(平均土標準誤差)は､離乳群でそ

れぞれ､37.0士5.0ケ月齢､1.7土0.4産､28.3士1.7日､および356.2

土12.8kg､授乳群でそれぞれ､47.7士7.9ケ月齢､2.4士0.6産､29･7

土1.7日､371.9土21.Okgであり､群問に有意差はなかった｡全ての実

験手技は､岩手大字動物実験委員会の承認を得､岩手大字動物実験に関す

る指針に沿って実施した｡

2-2-2. FA+PRID+tAI処置プロトコール

第2章のFA+PRID+tAI処置プロトコールは図2-1に示した｡第1章

のプロトコールを基本としつつ､GnRH-A投与前に排卵するリスクを最小

限にするため､PRIDの装着期間を9日間に延長､各種薬剤投与およびtAI

の時間など修正して実施した｡すなわち､14頭の供試牛には､DayO(処

置開始時)に卵胞吸引(FA)を実施し､直後にPRID(あすか製薬､東京)を
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挿入した｡PRIDは9日間留置し､クロブロステノール(ナガセ医薬品､伊

丹､PGF2｡-A)500LJgをPRID抜去前2日のDay7に筋肉内投与した｡PRID

抜去後36時間(DaylO)に酢酸フ工ルテレリン(ナガセ医薬品､伊丹､

GnRH-A)を100LJg投与し､その後約12時間(Dayll)にtAIを行っ

た｡GnRH-A投与後36時間前後(Day12)に排卵の有無を直腸検査で確

認した｡tAI後､OPUを7日間間隔で3回実施した(Day18､25､32)｡

卵巣状態は直腸検査により0および7､9､10､11､12､18､25､

32日に把握した｡血液サンプルは頚静脈からヘパリン加真空採血管を用い

て､0および7､9､10､11､12､18､25､32日に採取した｡血液は700

×タで15分間遠心分離して血渠を採取し､ホルモンを測定するまで-20℃

で保管した｡妊娠診断は､tAI後約60日に直腸検査で行った｡

2-2-3. 卵胞q及引(FA)=経腫卵子【吸引(OPU)

第1章の方法1-2-3.項と同じ手順で実施した｡

2-2-4. 体外胚生産(ⅠVP)の方法

体外胚生産(ⅠVP)は､機能性ペプチド研究所の方法(83)に準拠した｡

すなわち､成熟培養は6穴の培養シャーレ(リブロC-1､機能性ペプチド

研究所､山形)のウ工ルに200日lの成熟培地(ⅠVMDlOl､機能性ペプチ

ド研)を入れ､100日のミネラルオイル(月杢培養用オイル9305､Irvine

Scientific､SantaAna､CA､USA)を重層し､38.5℃､5%CO2､95%

空気条件下で約20時間実施した｡(社)家畜改良事業団(前橋)から供給

された凍結精液は37℃で融解し､1回目を修正リン酸緩衝液(m-PBS)

で､2回目を媒精液(ⅠVFlOO､機能性ペプチド研究所､山形)で遠心分
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離(700×9､5min)により洗浄した｡精子ペレットはⅠVFlOOに再懸濁

し､1×107精子/mlの濃度に調整した｡媒精用ドロップは直径35mmの培

養皿に25日lのⅠVFlOOで作成し､ミネラルオイルで被って､予めCO2イ

ンキュベータ内で平衡しておいた｡この媒精用ドロップに､25ulの精子懸

濁液をカロえて最終精子濃度を5×106精子/mlとし､さらに､体外成熟培養

を終了した約25個の卵子を導入して､精子と卵子を共に8時間培養した｡

次いで､卵子を200日のⅠVMDlOlに移し換えて16時間培養した後､ピペ

ッティングにより卵丘細胞を剥離して､卵子を裸化した｡裸化卵子は､200

日の発生培地(ⅠVDlOl､機能性ペプチド研究所､山形)で､38.5℃､5%02､

5%CO2､90%N2の条件下で8日間培養を継続し､媒精日を0日として､

媒精後2日に2細胞期以上へ分割した月杢の割合､および4細胞期を越えて

発生した胚の割合､媒精後7-9日に胚盤胞期に発育した月杢の割合を観察し

た｡

2-2-5. ホルモン測定

第1章の方法1-2-4.項と同じ手順で実施した｡

2-2-6. 統計処理

両群問における排卵同期率､受胎率の相違は､Fisherの直接確率分析法

で検定した｡離乳群と授乳群間の4回のOPUセッションにおける回収卵子

数､分割胚数､胚盤胞数､およびP4およびE2濃度の経時的相違は､

Two-WaYrePeatedmeasuresANOVA解析を行い､また､tAI後に受胎

したウシと不受胎であったものとの問で比較した｡卵子回収成績は2群間

で､組のないt検定で比較した｡離乳群と授乳群間､および受胎の有無によ
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る分割率や月杢盤胞率の比較はx2検定で実施した｡データは､平均土標準

誤差で示す｡有意差はP<0.05を基準とした｡解析は]MPプログラムver.

7(SASInstituteInc.､NC､USA)を用いて実施した｡
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2-3. 結 果

2-3-1. 卵巣動態と受胎率

離乳群､授乳牛にかかわらずFA+PRID+GnRH-A処置により14頭

中13頭(92.9%)が排卵し､その後黄体が形成された｡離乳群では処置

開始時に7頭中5頭で黄体を認め､これらの黄体は､Day7にPGF2｡-A

を投与するとDaylOのGnRH-A投与暗までに急激に大きさを減じた｡

卵胞はDay7からDaylOにかけて､5頭で急激に､2頭で緩徐に発育

し､全頭でGnRH-Aの投与後1個の排卵､黄体を認めた｡授乳群では処

置開始時に7頭中1頭で黄体が認められた｡この黄体は､Day7のPGF2

｡-A投与からDaylOのGnRH-A投与時にかけて急激に大きさを減じた｡

排卵に至った卵胞はD∂y7からDaylOにかけて､1頭で急激に､6頭で

緩徐に発育し､5頭でGnRH-Aの投与に反応して1個排卵し､黄体を形成

した｡残る1頭は排卵せず､黄体形成も認めなかった｡排卵率は､離乳群

(100%､7/7)と授乳群(85.7%､6/7)の間で有意な差はなかった｡供

試した両群の14頭中8頭(57.1%)はFA+PRID+tAIプロトコールによ

り受胎した｡受胎率に離乳群(71.4%､5/7)と授乳群(42.9%､3/7)の

間で有意差はなかった｡

2-3-2. OPU-ⅠVP成績

離乳群および授乳群の回収卵子数および胚盤胞生産数(表2-1)は､4回

のOPU-ⅠVP施行個々について検討した場合には違いは大きくなかったが､

4回のOPUセッションを合計して1回あたりの平均をみると､回収卵子

数は離乳群および授乳群でそれぞれ､17.7土2.1および11.1土1.2個
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であり､離乳群が有意に(P<0.01)多かった｡同様に､培養卵子数(離乳

群15.8土1.8､授乳群10.3土1.1個:P<0.05)､培養卵子に占める

分割月杢の割合(54.6､45.8%:P<0.05)､体外受精後7日の胚盤胞数

(2.5土0.6､0.9土0.3個:P<0.05)､培養卵子数に占める体外受精

後7日の胚盤胞の割合(15.9､8.7%:P<0.01)､体外受精後7-9日

の総胚盤胞数(3.5土0.8､1.4土0.4個:P<0.05)､そして体外受精

後7-9日の総胚盤胞率(22.4､13.5%:P<0.01)全てにおいて､離

乳群が授乳群よりも有意に高かった(表2-1)｡また､tAI後の妊娠の成否

はOPU-ⅠVPの結果に影響を与えなかった｡

2-3-3. ホルモン濃度の消長

離乳群と授乳群のtAI処置時の血渠中E2濃度について､妊娠牛と非妊

娠牛に分けて示した(図2-2)｡その結果､処置開始時(DayO)に妊娠

牛の授乳群が離乳群よりもE2濃度が高くなった以外に有意な差はなかっ

た｡また､非妊娠牛でも有意な差は無かった｡個体別にみると(データを

示さず)､供試牛14頭中9頭はGnRH-A投与時(DaylO)に最高値を示

したが､離乳群の2頭(妊娠牛1頭､非妊娠牛1頭)ではtAI時に0.5

日遅く最高値を示し､授乳群ではPRID抜去時に1.5日早く最高値を示し

た2頭(妊娠牛2頭)と､tAI時に0.5日遅く最高値を示した1頭(妊娠

牛)がみられた｡

離乳群と授乳群のtAI処置時の血渠中P4濃度の消長について､妊娠牛

と非妊娠牛に分けて示した(図2-3)｡その結果､妊娠牛のDay9にお

ける離乳群のP4濃度は授乳群よりも有意に(P=0.004)高く､また非妊

娠牛のDay7において離乳群が高い傾向(P=0.068)があった｡個体別
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にみると(データを示さず)､処置開始時に既に血中 P濃度が1ng/ml

以上であったものは､離乳群では7頭中3頭(妊娠牛2頭､非妊娠牛1頭)､

授乳群では7頭中1頭(非妊娠牛)であった｡また排卵誘起､定時授精以

降のDay25(tAI後14日目)に血中P4濃度が5ng/ml以上であった個

体は､離乳群では2頭(妊娠牛2豆員)いたが､授乳群ではみられなかった｡

Day25に血中P4濃度が1ng/ml以下であった個体は離乳群ではみられな

かったが､授乳群では3頭(いずれも非妊娠牛)みられた｡これら授乳群

の3頭は､DaylO以降持続して低値で黄体形成がなかったウシ1頭､

Day18で一旦上昇したもののDay25で減少し黄体が早期に機能を失った

と考えられるウシ1頭､Day18､25では低値で､Day32に血中P濃度が

上昇した､黄体形成が遅延したと思われるウシ1頭であった｡

授乳の有無にかかわらず､供試牛全豆頁のtAI後の妊否で検討すると､

GnRH-A投与時(P=0.0351)とtAI時(P=0.0497)の血渠中E2濃度(図

2-4(A))は､妊娠群が非妊娠群よりも有意に高かった｡また､血渠中 P4

濃度の消長(図2-4(B))は､妊娠群がDay25(P=0.0343)とDay32

(P=0.0041)で非妊娠群よりも有意に高かった｡
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2-4. 考 察

本章で示したOPU-IVPを伴うFA+PRID+tAIプロトコールは､離

乳(母子分離)あるいは授乳している分娩後早期の母牛の受胎を促進して

空胎期間を短縮し､同時にtAI前後の反復OPU-IVPによって遺伝資源を

高度に活用する繁殖ツールとして有効であると考えられた｡第1章で､分

娩後50 日以前に肉用牛の母牛(A群)がtAIプロトコールに反応し､

77.8%の高い受胎率が得られることを示したが､本章ではtAIプロトコー

ルに若干の変更を加えたものの､分娩後 21～37 日の黒毛和種経産牛に

FA+PRID+t:AI処置を行うことにより､授乳群の1頭を除く全ての個体で

誘起排卵後に黄体形成がみられた｡本章全体の受胎率は57.1%(8/14頭)

で､2008年のわが国における初回授精受胎率の58.5%((社)家畜改良事

業団)に比べて遜色なかった｡これらの結果は､FA+PRID+tAI法が､肉

用牛において1年1産を可能にする有効な繁殖手法であることを示唆して

いる｡

しかしながら､第1章A群の受胎率77.8%に比べ､本章の供試牛全

体の受胎率は､離乳群を含んでいるにもかかわらず 57.1%と低かった｡

その原因は､tAI処置プロトコールの相違によるかもしれない｡第1章の

tAI処置プロトコールでは､PRIDを7日間装着し､PGF2ローAをPRID抜

去時に､GnRH-AはPRID抜去後48時間に投与し､tAIはGnRH-A投

与後18-19時間とした｡一方､本章のtAI処置プロトコールでは､GnRH-A

投与前に排卵するリスクを最小限にするため PRID を9日間装着し､

PGF2ローAをPRID抜去前2日に､GnRH-AはPRID抜去後36時間に投

与し､tAIはGnRH-A投与後12時間とした｡肉用牛のための定時授精プ
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ロトコールにおいて､CIDR抜去とGnRH-A投与までの間隔を36時間と

することの合理性については､先に報告されている(32)｡この報告では､

GnRH-Aを投与する時期に血渠中E2濃度が発情期と同等に高くなること

が重要とされている｡しかしながら､本章のGnRH-A投与時の平均E2濃

度はその報告(53)に比べて低い｡また､tAI後に受胎したものと不受胎

であったものについて血渠中E2濃度を比較すると､GnRH-A投与時のE2

′濃度は､妊娠したものが非妊娠牛に比べて有意に(P=0.0035)高かった

(図2-3)｡これらの結果は､tAIプロトコールにおいてGnRH-A製剤な

どの投与で誘起排卵させる卵胞が､排卵時にE2を旺盛に分泌しているこ

とが､受胎のために重要であることを示唆している｡また､Bridgesら(8)

は肉用牛において､PGF2｡投与後GnRH投与までの時間が54時間前後の

群は30時間前後の群に比べて､tAI後の受胎率やP4濃度が減少すること､

tAI後の発情周期が短周期となるウシの割合が有意に増えることを報告し

ている｡それ故､本研究で用いたPRID抜去からGnRH投与までの36時

間は､優勢卵胞の十分な成熟に不十分な時間であることを示唆している｡

加えて､tAI時のE2濃度が1章に比べて下降しきっていないことから､tAI

時期がやや早すぎたことも窺える｡これらの点を改善することで､第1章

に匹敵する受胎率が得られる可能性がある｡

第1章では処置対象経産牛が授乳しているか否かが､処置に対する反

応にどのような影響を及ぼすか明らかでなかったことから､本章において

その点を検討したところ､離乳群のtAI後の受胎率は71.4%で､授乳群

の42.9%に比べて､有意ではないものの高い傾向があった｡また､離乳

群の妊娠牛において､血渠中P4濃度は､GnRH-A投与時(P=0.004)､ま

た非妊娠牛においてPGF2｡-A投与時(P=0.068)が授乳群よりも高かった｡
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さらに､離乳群において､本章のFA+PRID+tAI処置によく反応し､P4

を旺盛に分泌する(血渠中濃度5ng/ml以上)黄体を有している2頭がみ

られたこと､授乳群においてtAI後7あるいは25日のP4が低濃度で機

能が劣る黄体を有するウシや誘起排卵後に黄体形成が遅延するウシ､

GnRH-A投与によって排卵しなかったウシそれぞれ1頭観察したことか

ら､離乳群と授乳群のtAI処置に対する反応性の違いが浮上する｡吸乳刺

激や母子の接触は視床下部からのGnRH放出に干渉し､LHのパルス状放

出を抑制する (48､82､87)｡したがって､この結果は､吸乳刺激や母

子の接触によるLHのパルス状放出の抑制が､FA+PRID+tAIプDトコー

ルで処置したウシの不十分な､あるいは遅延した黄体形成が生じることを

示唆している｡処置開始時のDayOにGnRH-Aを投与し､Day7にPGF2ロ､

Day9の2回目のGnRH-Aを投与してDaylOにtAIする定時授精プロ

トコールにおいて､PGF2口投与から第2回のGnRH-A投与までの48時

間の間子牛を分離しておくことは､発情周期を回帰しているウシおよび無

発情牛の双方で受胎率を改善することが報告されている(23)｡また､繁

殖供用開始時の48時間(60､76)の間､一時的に母子分離することもま

た､排卵率や受胎性の向上につながることが指摘されている｡一時的な母

子分離や授乳刺激が卵胞発育や誘起排卵後の黄体機能に及ぼす影響につい

てさらなる研究が必要ではあるが､分娩後早期の黒毛和種牛においてtAI

プロトコールを実施する場合に､限られた期間であっても､子牛を母牛か

ら分離することは､受胎性の向上に有効であると思われる｡また､本章で

は完全な母子分離を実施したが､子牛の存在が母牛の繁殖生理に影響する

経路には､吸乳刺激に依らない視覚､喚覚(48)､聴覚､触覚などルート

も考慮する必要がある｡
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離乳群､授乳群の4回の個々のOPU-ⅠVP施行成績では､回収卵子数

および胚盤胞生産数に違いはなかった｡しかしながら､4回の施行を合計

した場合､離乳群は授乳群に比べて､OPU-ⅠVP によって多くの卵子を採

取でき(P<0.01)､体外受精後の月杢盤胞への発生率は高かった(P<0.01､

表2-1)｡この結果は､離乳群からの卵子回収は､授乳経産牛からの回収

に比べて､数的に優れるのみならず､質的にも優れていることを示唆する｡

なぜ離乳経産牛でOPUによる回収卵子数が多かったのか､その原因につ

いて､第2章では卵胞波の出現時期を詳細に検討することはできなかった

が､処置開始時にP4値が1ng/ml以上であった個体の割合が､離乳群で7

豆真申3頭と､授乳群の7頭中1頭よりも多かったことから､離乳群では既

に卵巣周期を再開しているウシの割合が高く､したがって､正常な小卵胞

群の発育が既に始まっていた可能性がある｡下垂体に黄体形成ホルモンが

蓄積され分泌可能となるまでに､離乳経産牛では分娩後14～21日を要し､

授乳経産牛では分娩後21～28日を要する(81)｡黒毛和種において授乳

が分娩後の卵巣周期再開を遅延させることが示されている(33)｡しかし

ながら､個体別にみると処置開始時にP4値が1ng/血以上であった個体

のOPU-ⅠVP成績が優れているとは必ずしもいえなかったことから､他の

要因が関与している可能性がある｡離乳群においてより高い割合で胚盤胞

まで発育した理由(高発育能の理由)は､卵胞と卵子の正常発育に必要と

される正常な性腺刺激ホルモンの放出が､授乳中の分娩後早期の経産牛で

は抑制されているからかもしれない(28､35､80､82)｡おそらく､体

外で月杢盤胞まで発育するためには､健全な卵胞と卵子の発育が必要なこと

から､将来の研究で､授乳がOPU前後の血華中FSHやLH濃度の消長､

卵胞発育(数と大きさ)に及ぼす影響を明らかにする必要がある｡OPU-ⅠVP
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の1回の施行で生産される月杢盤胞の平均数(土標準誤差)は､離乳群と授乳

群でそれぞれ3.5土0.8と1.4土0.4個であった｡経済的価値が高い黒

毛諸口種牛から作られた移植可能月杢盤胞の経済的価値は､3万円以上である｡

したがって､3.5個と1.4個の胚盤胞数の違いは統計的な差はないカギ､特

に黒毛和種牛では､移植可能月杢数が毎回2個異なる実用上の意義は大きい｡

本章では､14頭の試験牛に対し合計56回のOPU-ⅠVPを施行して808

個の未成熟卵子を回収し､このうち729個(90.2%)を体外成熟･体外

受精･体外培養して､138個(18.9%)の月杢盤胞を得た｡この結果は､

妊娠初期の7日間隔の反復OPU-ⅠVPは､一定数の移植可能胚を生産でき､

経済的､遺伝的価値が高いウシの卵子資源を高度に活用する繁殖技術とし

て適用可能である(29)ことを支持する｡しかしながら､第2回から第3

回の反復OPU施行の間隔の7日間は､最大数の月杢生産をするために至適

というわけではない｡この7日間のうちに優勢卵胞の選抜と発育が起こり､

同時に発生した卵胞波の他の卵子発育能に有害な影響を及ぼす可能性があ

るからである(11)｡週に2回OPUを反復することで培養し得る卵子を最

大数得ることができる事が示唆されている｡卵胞q及弓lが充分な頻度で実施

されれば､優勢卵胞の選抜と発育を抑制し､同時に発生した他卵胞の発育

を継続させて､多くの高品質卵子を回収できる(11､19､24､26､46)｡

本章で設定したOPU反復施行の間隔が7日間であることは､1週間の内

の一定の曜日に作業をするための実務的な理由によるものだが､卵子資源

の高度活用を主目的にした4日間隔での頻回OPU-ⅠVPが卵子回収成績や

胚盤胞生産性､妊娠に及ぼす影響について､さらに検討が必要である｡

OPUによって妊娠牛から卵子を回収することはしばしば報告され､こ

の手法で流産等の問題を引き起こすことはないとされいる(9､29､45､
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59)｡また､反復OPUが短い間隔で実施可能であることはよく知られてい

る(9)｡00eら(52)は､妊娠70日から100E]の経産牛にFSH処置

を併用した5日間隔の反復OPUを実施し､有効であることを示した｡本

章の実験では､妊娠7～21日の経産牛から7日間隔で連続3回のOPUを

施行することによって卵子を回収することが可能であること､tAI後にお

ける妊娠の成否はOPU-ⅠVPの成績に影響しないことを示した(表2-1)｡

逆に､Hirataら(29)は妊娠牛にOPUを適用しても受胎性や分娩間隔に

悪影響を与えないことを観察している｡これらの結果は､FA+PRID+tAI

プロトコールが分娩後40日以内の肉用牛に応用可能であり､tAIによっ

て受胎したウシの妊娠早期に､妊娠の維持を障害することなく､OPU-ⅠVP

を適用できることを示しているものと考えられる｡
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2-5. 小 括

分娩後早期(分娩後21～36日)にFA+PRID+tAI処置を行うにあ

たり､子牛を母牛から分離･離乳する群と授乳する群を設定し､1)tAI

処置牛の受胎性に及ぼす影響､2)同処置中に反復して行ったOPU-ⅠVP

成績に及ぼす影響を検討した｡また､3)tAI処置後の妊娠が､反復

OPU-ⅠVPの成績に及ぼす影響についても検討した｡その結果､1)離乳

群の受胎率は71.4%(5/7)で授乳群の42.9%(3/7)に比べて､有意

差は無かったものの､高い傾向があった｡また､卵巣反応や血渠性ステロ

イドホルモン濃度の消長の斉一性も離乳群で高かった｡2)合計回収卵子

数(P<0.01)および培養卵子数(P<0.05)､分割胚数(P<0.05)､分

割率(P<0.05)､体外受精後7日の胚盤胞数(P<0.05)､体外受精後

7日の月杢盤胞率(P<0.01)､体外受精後7～9日目の月杢盤胞数(P<0.05)､

胚盤胞率体外受精後7～9日目の胚盤胞率(P<0.01)において離乳群が

授乳群よりも有意に高かった｡これらの結果から､分娩後早期のウシを反

復OPU-IVPを伴うFA+PRID+tAI法に用いたところ､母子分離した離

乳牛が授乳牛に比べてが高い月杢生産率を達成できることを明らかにした｡

また､3)妊娠しているか否かは､妊娠7～21日の早期の反復OPU-ⅠVP

成績に影響しなかった｡このことから､黒毛和種牛において､分娩後早期

に反復OPU-IVPを伴うFA+PRID+tAI法を適用することは､1年1産

に向けて早期に受胎させつつ､妊娠の有無に依らず安定して多くの牛胚を

体外生産することを可能にすると考えられた｡
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表2-1･FA+PRID+tAIプDトコールにおけるのOPU-IVP成績に及ぼす授乳および妊娠成否の影響

離乳群 授乳群 妊娠群 非妊娠群

供試頭数

OPU-ⅠVP施行の合計数

回収卵子数 合計回収卵子数

第1回(DayOa)

第2回(仏Ⅰ後7日)

第3回(仏Ⅰ後14日)

第4回(仏Ⅰ後21日)

培養卵子数C

分割胚数

分割率(%)

胚盤胞形成 体外受精後7日の胚盤胞数

体外受精後7日の胚盤胞率(%)

体外受精後7-9日の胚盤胞数

体外受精後7-9日の胚盤胞率(%)

第1回(DayO∂)の胚盤胞数d

第2回(仏Ⅰ後7日)の胚盤胞数

第3回(仏Ⅰ後14日)の胚盤胞数

第4回(仏Ⅰ後21日)の胚盤胞数

7

28

496(17.7土2.1)

144(20.6土4.7)b

88(12.6土3.4)

139(19.9土5.2)

125(17.9土3.2)

441(15.8土1.8)

241(8.6土1.4)

54.6

70(2.5土0.6)
**

15.9

99(3.5士0.8)
**

22.4

19(2.7土1.3)

15(2.1土0.9)

38(5.4土2.2)

27(3.9士1.3)

7

28

312(11.1士1.2)

82(11.7土2.0)

83(11.9土1.6)

72(10.3土3.6)

75(10.7土2.2)

288(10.3士1.1)

132(4.7土0.8)

45.8

25(0.9土0.3)
**

8.7

39(1.4土0.4)
**

13.5

11(1.6土0.8)

4(1.0土0.4)

10(1.4土0.7)

11(1.6土1.0)

8

24e

333(13.9士2.0)

99(12.4土2.8)

120(15.0土4.7)

114(14.3土2.6)

295(9.6土1.8)

156(6.5土1.2)

52.9

47(2.0土0.7)

15.9

67(2.8士0.8)

22.7

16(2.0土0.8)

28(3.5土1.9)

23(2.9土1.2)

6

18e

249(13.8土1.9)

72(12.0土1.7)

95(15.8士4.1)

86(14.3土3.5)

227(12.6土1.6)

129(7.2土1.5)

56.8

29(1.6土0.5)

12.8

41(2.3土0.6)

18.1

6(1.0土0.3)

20(3.3土1.2)

15(2.5土1.0)

P<0･05,:P<0.01(2群間に有意差有り)､ a:DayO処置開始時､ b:OPU-IVP施行毎の平均土標準誤差

C:卵丘細胞が高度に膨潤したり､直径約100um以下の小型の卵子､裸化卵子など培養不適と判断された卵子を除く

d:体外受精後7-9日に形成された胚盤胞数 e:妊娠､非妊娠の影響を受けない第1回のOPU-ⅠVP成績を除く
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図2-2･離乳群と授乳群における仏Ⅰ処置時の血渠中エストラジオールー17β濃度の消長

軌(OPU):卵胞吸引(経腫卵子吸引)PRID:腫内留置聖黄体ホルモン徐放剤

PGF20-A:プロスタグランジンPGF2o類縁化合物(クロブロステノール500日g)

GnRH-A:性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁化合物(酢酸フエルテレリン100ug)

仏Ⅰ:定時人工授精 データは平均値土標準誤差を示す a:P=0.0128
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図2-3･離乳群と授乳群における仏Ⅰ処置時の血禁中プロジエステロン濃度の消長

FA(OPU):卵胞吸引(経腫卵子吸引)PRID:腫内留置型黄体ホルモン徐放剤装着期間

PGF2o-A:プロスタグランジンPGF20類縁化合物(クロブロステノール500pg)

GnRH-A:性腺刺激ホルモン放出利レモン類縁化合物(酢酸フエルチレリン100日g)

仏Ⅰ:定時人工授精 データは平均値土標準誤差を示す a:P=0.0043 b:P=0.0679
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(B)プロジエステロン濃度の消長

FA(OPU):卵胞吸引(経腫卵子吸引)pRID:腫内留置型黄体ホルモン徐放剤装着期間

PGF20-A:プロスタグランジンPGF20類縁化合物(クロブロステノール500日g)

GnRH-A=性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁化合物(酢酸フエルテレリン100日g)

tAI:定時人=授精 a:P=0.0351､b:P=0.0497､C:P=0.00343､d:P=0.0041
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第3章

分娩後早期の定時授精処置開始時の卵胞吸引が受胎性に及ぼす影響

3-1. 緒 言

腫留置型プロジエステロン徐放剤を併用した発情･排卵同期化一定時授精

(PRID+tAI法)において､処置開始時に性腺刺激ホルモン放出ホルモン

類縁化合物(GnRH-A)を投与することは､卵胞発育波のリセットに有用

である｡しかし､処置開始時のGnRH-A投与によって排卵が誘起される

ウシと誘起されないウシがみられ､誘起されなかったウシの受胎率は低く

なる(3､20､21､49､65､78)｡一方､発情･排卵同期化処置を開始

するにあたって､超音波診断装置の監視下で卵胞液を吸弓ル､物理的に既

存卵胞を除去することにより卵胞発育を制御することがなされている(7､

41)｡経腫卵胞吸引はGnRH-A投与法に対して有利なことが期待できる｡

その利点は､まず優勢卵胞の物理的な除去が､卵胞発育波の出現時期に関

する個体問のばらつきを比較的小さくすること､次いで､体外受精･培養

に適した未成熟卵子の回収を可能とすることである｡未成熟卵子の体外受

精､体外胚生産は､黒毛和種の増殖プログラムにおいて､貴重な遺伝資源

を有効活用する手段となり得る(30)｡第2章で､卵胞吸引とPRIDを利

用したFA+PRID+tAIプロトコールを､分娩後21～37日前後の授乳中､

あるいは授乳していない黒毛和種に適用して､通常のAIに匹敵する受胎

率を得た｡しかしながら､PRID+tAIプロトコール開始時の卵胞吸引が､

その後の卵胞発育に及ぼす効果についての詳細は､明らかにできなかった｡
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本章の目的は､分娩後早期の黒毛和種牛において､PRIDを活用したtAI

プロトコールを開始時に､GnRH-A投与あるいは卵胞吸引が､これに続く

卵胞発育や排卵の同期化､受胎性に及ぼす影響について明らかにすること

であった｡
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3-2. 材料及び方法

3-2-1. 供試牛

岩手大学御明神牧場で飼養している肉用牛経産牛(黒毛和種)合計40

頭を試験に用いた｡試験1の供試牛は22頭(月齢52.9土5.8か月､体重

452･4土15･4kg:平均土標準誤差)で､産歴は1～7産であった｡試験2

の供試牛は18頭(月齢47-4土5･9カ月､体重454･3土14.2kg:平均士

標準誤差)で､産歴は1～7産であった｡試験1は2006年11月から2007

年7月に実施した｡試験2は2008年1月から8月に実施した｡いずれ

の試験でも試験牛は子牛と同居させ､単房飼養方式で配合飼料2kg/日

(CP16%以上､TDN74%以上)とオーチャード主体のロールラップサイ

レージ(DM77･8%､CP14･0%､TDN58.0%､CF24.3%)を飽食給与

した｡この給餌量は､肉用牛の日本飼養標準(2000)を満たしており､全

ての実験手技は､岩手大字動物実験委員会の承認を得､岩手大字動物実験

に関する指針に沿って実施した｡

3-2-2. PRID+tAI処置プロトコール

試験1:排卵同期処置および定時人工授精(Timed ArtificiaJ

Insemination:tAI)プロトコールを図3-1に示した｡供試牛22頭を無

作為に､PRID単独群(n=7)､GnRH群(n=7)､卵胞吸弓帽羊(n=8)

の3群に分け､それぞれ分娩後平均24.4土1.2､23.6土0.9､22.6土

0･7日に処置を開始した｡処置開始日(DayO)に全ての供試牛に対して､

腫装着型プロジエステロン徐放剤(あすか製薬､東京)を挿入し､7日間

処置した｡PRID単独群ではDayOにPRID挿入以外の追加処置を行わな
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かったo GnRH群にはGnRHアナログ(酢酸フエルテレリン100ug､ナ

ガセ医薬品､伊丹)を筋肉内投与した(前処置としてのGnRH-A投与

(pre-GnRH-A))｡卵胞吸弓帽羊では､PRID挿入直前に､第1章で述べた

OPUの手技で卵胞吸引処置を行った｡すなわち､超音波診断装置(SSD

-900､アロカ､三鷹)にコンペツクス型の超音波プローブ(UST-M15

-21079､アロカ､三鷹)を装着し､17Gのシングルルーメンニードル

(ミサワ医科工業､笠間)で､直径約3mm以上の卵胞から卵胞液を吸引

除去した｡

全3群の供試牛には､PRIDを7日間装着後抜去し､同時にプロスタグ

ランジンF20(PGF28)類縁体(クロブロステノール500LJg､ナガセ医薬

品､伊丹)を筋肉内投与した｡PRID抜去後48時間(Day9)にGnRH-A

lOO LJgを投与し(定時授精するためのGnRH-A投与､timed GnRH

injectionfortAI:t-GnRH-A)､その後約18時間(DaylO)にtAIを

行い､t-GnRH-A投与後42時間(Dayll)に排卵の有無を直腸検査で

確認した｡

試験2:分娩後20から30日の18頭を無作為に､GnRH群(n=9)

と卵胞吸弓憎羊(∩=9)の2群に分けた｡処置開始時期は､分娩後それぞれ､

23･7土1･1および23.3士0.6日で､これらのウシは試験1のGnRH群お

よび卵胞吸引群と同様の処置を行った｡

3-2-3. 卵巣状態の観察と妊娠診断

卵巣状態の観察は､直腸検査または､超音波診断装置(SSD-900､ア

ロカ､三鷹)に直腸プローブ(UST-5821-7.Lアロカ､三鷹)を装着

して行った｡観察は､試験1ではDay O､7､9､10､11の各処置時と
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Day24(tAI後14日)､Day31(21日)に実施し､試験2ではこれに

加えてDay4(P4RID挿入後4日)､Day17(tAI後7日)に実施し､

卵胞の数や直径を記録した｡また黄体について､その有無や長短径を記録

した｡妊娠診断は､Day36～40(tAI後26～30日)に超音波診断装置

で行い､最終的に出産によって確認した｡

3-2-4. 卵胞吸引(FA)

第1章の方法1-2-3.項と同じ手順で実施した｡

3-2-5. 血液採取とホルモン測定

血液サンプルは卵巣観察と同時期､すなわち実験1では､DayOおよび

7､9､10､11､24､31に､実験2では､D∂yOおよび4､7､9､

10､11､24､31に､頚静脈あるいは尾静脈からヘパリン加真空採血

管で採血し､直ちに7009で15分間遠心分離して血渠を分取し､ホルモ

ン測定まで-20℃で凍結保存した｡

血禁中のプロジエステロン(Progesterone:P4)とエストラジオールー

17β(Estradiol-17β:E2)濃度の測定は､試験1では､第1章で述べた

ラジオイムノアツセイ(RIA)法で測定した(68)｡アツセイの最小検出

限界と測定間､測定内変動係数は､P4ではそれぞれ､0･04ng/ml､9.3%､

7･6%､E2ではそれぞれ0-2pg/ml､7.0%､12.7%であった｡試験2

では､P4およびE2ホルモン濃度は､時間分角牢蛍光免疫アツセイ(TR-FIA)

キット(WalJacDELFIAReagents､PerkinEJmerLifeandAnalyticaI

Sciences､WalJac Oy､Turku､Finland)を用い､既報の方法(66､

67)に修正を加えた上､製造者の指示書に沿って測定した｡測定内､測定
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間変動係数はP4について､それぞれ､5.2､10.4%で､E2ではそれぞれ

14.9､14.0%であった｡

3-2-6. 統計処理

群問のP4およびE2濃度の相違は､ANOVA角牢析後にTukey-Kramer

のHSD testを行って検定した｡排卵同期率および妊娠率は､Fisherの

直接確率分析を行い､Bonferroniの補正を実施した｡データは平均土標

準誤差で示し､P<0.05を有意と判断した｡これらの角牢析は､]MPプロ

グラムver･7(SASInstituteInc.､NC､USA)を用いて実施した｡
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3-3. 結 果

3-3-1. 試験1

供試牛22頭の内21頭は処置開始時に直径8mm以上の卵胞を有して

いた｡血中P4濃度が1ng/ml以上で卵巣周期が再開していたと考えられ

た実験牛は､PRID単独群で2頭､GnRH群と卵胞吸弓帽羊でそれぞれ4頭

であった｡Day9のt-GnRH-A投与後48時間以内に排卵したものを同期

排卵とした場合､卵胞吸弓憎羊の排卵同期率(100%;8/8)はPRID単独群

(42･9%;3/7)に比べて高い(P=0.077)傾向であったが､GnRH群

(71･4%;5/7)とは差がなかった(表3-1)｡t-GnRH-A投与後48時間以

内に排卵を確認できなかったが､D∂y24に黄体を確認したものを遅延排

卵､排卵後の黄体が確認できなかったものを非排卵とした場合､PRID単

独群では遅延排卵が1頭､非排卵が3頭みられ､GnRH群では遅延排卵､

非排卵がそれぞれ1頭みられた｡卵胞吸弓憎羊では､遅延排卵や非排卵はみ

られなかった(表3-1)｡受胎率は3群間で差がなかった(PRID単独群:

2/7;28･6%､GnRH群:3/7;42.9%､卵胞吸弓帽羊:5/8;62.5%)｡

GnRH群のDay7における血渠中E2濃度は､PRID単独群に比べて有

意に(P<0･05)低かった(図3-2)｡また､GnRH群のDay9の濃度は

卵胞吸弓l%羊(P<0.05)やPRID単独群(P=0.044)よりも有意に低か

った(図3-2)｡試験期間を通じて､PRID単独群と卵胞吸弓憎羊の血栗中E2

濃度の間に有意な違いはなかった｡PRID単独群において､Day7の血渠

中E2濃度は､同期排卵したウシで3.27土0.60pg/血､同期排卵しなか

ったウシで1･74土0･15pg/mlであり､前者は有意(P<0.05)に高か

った｡また､Day9の血華中E2濃度は､同期排卵したウシで8.20土1.13
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Pg/mI､同期排卵しなかったもので2.73士0.81pg/mJであり､前者は

有意(P<0.01)に高かった｡血漢中P4濃度の消長は3群間で差はなか

った(図3-3)｡

3-3-2. 試験2

試験2の卵巣所見とホルモン動態を､表3-2に示した｡供試牛18頭の

内16頭は処置開始時に直径8mm以上の卵胞を有していた｡処置開始時

の血中P4濃度が1ng/ml以上で超音波観察により卵巣に黄体組織を確認

したウシは､GnRH群で1頭､卵胞吸弓帽羊で2頭であり､多くの試験牛

(83･3%､15/18)は卵巣周期を再開していなかった｡G=RH群(∩=9)

において､4頭はpre-GnRH-Aに反応して排卵し､その後に黄体が形成

されたことが､Day4あるいはDay7に観察された(Pre-GnRH-A投与

で排卵した区;Pre-OV区)｡他の5頭では､Pre-GnRH-A投与で排卵は

誘起されなかった(Pre-GnRH-A投与で排卵しなかった区;Pre-NOV区)｡

Pre-OV区の4頭のうち3頭で､Dayllのt-GnRH-A投与によって排卵

が誘起されたo Day4における､後に排卵した卵胞の直径はpre-0V区､

Pre-NOV区および卵胞吸弓ほ羊の間で同様であった｡しかしながら､Day9

におけるPre-OV区(14･4土1･Omm;平均土標準誤差)の排卵卵胞径

は､P｢e-NOV区(11･3士0･9mm)よりも大きい傾向(P=0.078)がみ

られた0卵胞吸弓憎羊のDay9における排卵卵胞径は､12.6土0.7mmで

あった｡

Day4における血漢E2濃度は､Pre-OV区､Pre-NOV区および卵胞

吸弓帽羊において､それぞれ1.15土0.52､0.56土0.21および3.41士

1･20pg/mJであった｡卵胞吸弓帽羊はpre-NOV区よりも高い傾向にあっ
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た(P=0･060)｡Day7の血禁中E2濃度は3群区間で違いがみられなか

ったo Day9の血渠中E2濃度は､Pre-OV区､Pre-NOV区および卵胞吸

弓帽羊において､それぞれ4･01土1.24､1.54土0.31および2.71土0.28

Pg/mlであった｡Pre-OV区の値はpre-NOV区に比べて有意に(P=

0･034)高かった｡Day24の血祭中P4濃度の消長は､2区1群の3者間

で有意差はなかった0受胎率も2区1群間で有意差はなかった(Pre-0V

区:2/4;50･0%､Pre-NOV区‥1/5;20･0%､卵胞吸弓帽羊:5/9;55.6%､

表3-2)｡

試験2の全供試牛のデータをまとめ､Day9の排卵卵胞径および血渠中

E2濃度と受胎の関係を図3-4に示したo tAI後に受胎した8頭のDay9

における排卵卵胞の直径は､11･9～14.2mmの範囲にあったが､不受胎

であった10頭では8･6～17･Ommであった0また､妊娠牛のDay9に

おける血禁中E2濃度(3･48土0･65pg/mr)は､非妊娠牛(2.03土0.27

Pg/mJ)よりも有意に(P<0･05)高かった｡全ての妊娠牛の血兼中E2濃

度は2.09pg/ml以上の値であった｡
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3-4. 考 察

PRIDには､10mgの安息香酸エストラジオールを含有したゼラチンカ

プセルがシリコンエラストマーコイルの内側に付着している｡安息香酸エ

ストラジオールは､腫内にPRIDが挿入された後､膜壁を通して吸収され､

E2に変換される｡PRID挿入後2､3日は血液中のE2濃度が高く保たれる

(約2～4pg/ml)ことで､FSHの放出を抑制して､既存の卵胞波をリセッ

トし､4～6日後に新たな卵胞波を出現させるとされている(6､58)｡し

たがって､新たな卵胞発育波の出現までに一定期間を必要とする｡加えて､

新たな卵胞波の卵胞が優勢性を獲得するには､一般的に7～10日が必要で

あるとされている(25)｡したがって､PRIDの7日間装着は､成熟優勢

卵胞を得るには､また､卵胞波の同期効果を得るためには十分な期間とは

いえない｡一方､優勢卵胞を吸弓ルて物理的に除去することは､既存の優

勢卵胞の閉鎖過程を省き､新たな卵胞波の発生を促進できる｡このことが､

試験1において､卵胞吸引群の同期排卵率(100%)がPRID単独群

(42･9%)よりも高い傾向にあった理由であると思われる(表3-1)｡しかし､

試験1のtAI処置開始時に存在する卵胞を物理的に除去する卵胞吸引群と､

卵胞排卵作用によって内分泌学的に除去するGnRH群の間で､卵胞発育波

の出現時期や卵胞発育の同調､同期排卵率､受胎性に及ぼす効果に相違が

あるのかどうか､明らかにすることができなかった｡

試験1の全期間を通して､PRID単独群と卵胞吸弓帽羊の間に､E2濃度の

消長に関して有意差はみられなかった｡一方､PRID単独群の同期排卵し

た動物の､Day7と9における血渠中E2濃度は､同期排卵しなかったも

のの濃度と比べて有意に高かった｡この結果は､排卵同期処置に対する反
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応性は､PRID単独群においてより多様であり､卵胞吸弓帽羊ではより一様

であることを示唆する｡また､試鹸1で､Day7の血渠中E2濃度は､PRID

単独群においてGnRH群よりも有意に(P=0.049)高く､卵胞吸弓ほ羊にお

けるDay9のE2濃度は､明瞭なピークを形成し､このようなピークがみ

られなかったGnRH群よりも有意に(P=0.018)高かった｡Rocheeta/.

(1999)(58)は､優勢卵胞が選抜される前にGnRHを投与しても排卵

を誘起しないことを示した0これらのことは､GnRH群において､Day7

と9の血渠中E2濃度が低く､充分に卵胞が成熟していなかったことが､

排卵同期率と受胎率が比較的低くなった原因であると考えられる｡これら

の結果は､tAI処置開始時における卵胞吸引が､卵胞発育や成熟に対して､

GnRH-A投与よりもより優れた同期効果を有することを示唆する｡

超音波診断装置を用いて5mm以上の卵胞を吸弓順≒去することは､卵胞

波を同期させて発育させるのに有効であり(4)､定時授精による高い受胎

率が期待できる｡本研究でも､各章のFA実施例では直径が約3mm以上

の超音波診断装置で確認できる卵胞を全て吸引除去する処置を行ったが､

このこと力†1章のA､B群の受胎率が高かったこと､3章試験-の排卵同

期効果が良好であったことの理由の一つと考えられる｡一方､

Pre-GnRH-A投与に比べ､複雑で高価な器具を必要とする卵胞吸引法は､

技術的および機器が高価であることから野外で広範に活用しにくい(12)｡

しかしながら日本では､2章で示したように､卵胞吸引によって回収され

る未成熟卵子は体外牛胚生産に供せられることで､黒毛和種のような経済

的､遺伝的価値が高いウシの卵子資源を高度活用できるという得がたいメ

リットがある｡今後､手技の簡易化や超音波診断装置などの器具の小型軽

量化､廉価になる中で､野外応用例が増えていくと期待できる｡
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試験1の結果を受けて､試験2では､試験1の観察点に新たな観察日

(Day4と17)を加え､処置開始時におけるPre-GnRH-A投与と卵胞吸

引の影響を明らかにするために､超音波診断装置を用いて卵巣活動を観察

した｡その結果､GnRH群のPre-GnRH-A投与に対して2つの異なる反

応があることを見い出した0すなわち､Pre-GnRH-A投与に対して排卵

する動物(Pre-OV)と､排卵しない動物(Pre-NOV)である｡Day9の排

卵卵胞の直径は､Pre-OV区でPre-NOV区よりも大きい傾向がみられた

(P=0･078)｡また､卵胞吸引群とpre-OV区あるいはpre-NOV区の間に

は有意差がみられなかった｡さらに､Pre-0V区のDay9における血渠中

E2濃度は､Pre-NOV区のそれよりも有意に(P=0.034)高く､Pre-OV

区と卵胞吸弓帽羊との間には有意差がみられなかった(表3-2)｡このような

結果は､Pre-GnRH-A投与が卵胞吸引前処置に比較して､新たな卵胞波発

現同期効果が低く､かつぱらつきがあることを示す｡処置開始時の

Pre-GnRH-A投与は､それによって排卵が誘起された場合にのみ､卵胞吸

引と同様に卵胞発育や成熟効果が期待される｡オブシンク法によるtAIプ

ロトコールでは､Pre-GnRH-A投与によって排卵が誘起される動物と､誘

起されない動物が観察され､誘起されなかったものの受胎率は低いとの報

告がある(21)｡このように､tAI前にt-GnRH-A(Day9のtAIに向け

たGnRH投与)に反応し得る最大卵胞を得るためには､Pre-GnRH-Aに

よって排卵が生じるか否かの動物の生理的状況に依存している｡したがっ

て､GnRH群の成績を向上させるためには､Pre-GnRH-Aに対する反応

が二分される機構を明らかにして､誘起排卵を起こすような卵巣周期の時

期を選定する､あるいは卵巣､内分泌環境を誘導する前処置を行う必要が

ある｡
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泌乳中の乳牛において､最大卵胞の直径とpre-GnRH-Aによる排卵の

関連性は既に報告されており､GaJvaoとSantos(21)がホルスタイン

種乳牛において､Pre-GnRH-A投与時に直径19mmを越える卵胞を有す

るウシでは排卵率が高いと報告している｡試験2において､Pre-0V区と

P｢e-NOV区の間で処置開始時の最大卵胞径に違いはなかった｡この結果

は､Pre-GnRH-Aに対する反応性が､最大卵胞の卵胞径よりも､顆粒層細

胞に黄体形成ホルモン(LH)受容体が存在するかどうか､また､LHが十分

量放出されるかどうか(14)に依存することを示唆する｡Sm釧e亡∂/.

(2009)(63)は､tAIプロトコール開始前にPRIDを7日間あるいは15

日間処置することにより､排卵する卵胞の直径､Pre-GnRH-Aに対する排

卵率および妊娠率力増加することを報告している｡本研究においてなぜ

P｢e-NOV区の同期排卵率や受胎率が低い原因の詳細は明らかでないが､

Day9の最大卵胞径やE2濃度から､t-GnRH-Aに反応して排卵する卵胞

の発育力ヾ不十分であること､卵胞波の同期がなされていないことが推測さ

れ､Day5あるいは7に低用量のウマ繊毛性性腺刺激ホルモン(eCG)を

投与､またはPRID抜去後24時間にE2を投与することが､Pre-NOV区

のDay9において成熟した大型の卵胞を得るために有効だと思われる(7､

63)0また､Pre-GnRH-Aに反応して排卵する卵胞発育を刺激するために､

P4剤(63)やE2､eCG､卵胞刺激ホルモン(FSH)などで前処理するこ

とが有効かもしれない｡Pre-GnRH-A投与と卵胞吸引がこのような卵胞発

育刺激処置の下､その後の卵胞発育や繁殖成績にどのように影響するかは､

本法の有効性を立証するためにはさらに検討が必要である｡

オブシンク法におけるPre-GnRH-A投与時の血渠中P4濃度と同期排卵

率との間に正の相関がある(50､69)と報告されている｡tAI処置開始前
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に卵巣周期が再開し､予めP4で下垂体が感作されることにより､E2のポ

ジティブフィードバックを有効にし､LHサージが起こりやすくなるのか

もしれない｡また､tAI処置開始前にPRIDを装着して血柴中P4濃度を高

め､排卵を抑制して卵胞直径を増大し､Pre-GnRH-Aに対する反応性を改

善することは､受胎率を高めるのに有効である(63)○逆に､Pre-GnRH-A

投与時の血渠中P4濃度と同期排卵率との間に負の相関があるとする報告

(12､20､21､65)も有る○それ故､Pre-GnRH-Aに対する非排卵状

況あるいは低P4環境が､t-GnRH-Aに対する最大卵胞の反応性にどのよ

うに影響するかはまだ明らかになっていない｡本章の試験2における分娩

後21～30日のウシでは､処置開始時の血渠中P4濃度は､Pre-0V区も

Pre-NOV区も極めて低く差はなかったにもかかわらず､Pre-GnRH-Aに

対する反応は二分された｡このような結果は､処置開始時の血焚中P4濃度

とt-GnRH-Aに対する反応性との間に関係がないことを示唆しており､卵

巣周期が再開していなくとも優勢性を獲得した卵胞が存在しさえすれば､

分娩後早期の授乳中の肉用牛において､卵胞はGnRH投与に対して反応し､

排卵し得るとする先の報告(14)と一致した｡

試験2の全供試牛でみると､tAI後に受胎したウシのDay9における排

卵する卵胞の直径は､11･9-14.2mmの範囲にある｡対照的に､tAI後

に受胎しなかった多くのウシでは､排卵した最大卵胞直径はこの範囲の外

であった(図3-4)｡この結果は､直径11mm以下の卵胞が排卵誘起され

た場合に受胎率が低いとする以前の報告(54)や､品種や年齢､生理的状

態に依存して､排卵卵胞の直径がある範囲を逸脱すると受胎率が低化する

とする報告(3)に一致する0このように受胎率が低い理由は､Day9の

t-GnRH-A投与によって排卵が誘起される時点で､小さな優勢卵胞中の卵
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子の発育能が十分備わっていないことによると考えられる(77)｡すなわ

ち､比較的小型の優勢卵胞中の､成熟が十分ではない卵子が､トGnRH-A

投与によって強制的に排卵されても､その後の受精能や着床､発育能が劣

るため､総合すると受胎率が劣化すると推測される｡あるいは､大型優勢

卵胞中の卵子の発育能は､Day9までに老化によって劣化するためであろ

う(57)｡卵胞吸弓帽羊のDay9における平均卵胞直径は12.6土0.7mm

であった｡注目すべき知見として､この卵胞径の範囲は､試験2において

tAI後に受胎したウシの卵胞径の範囲(11.9-14.2mm)に収まっている｡

さらに､すべての受胎牛のE2濃度は､Day9に2.1pg/mJ以上であった｡

この結果は､高い受胎率を得るためには､優勢卵胞がtAI前のt-GnRH-A

投与に反応し得るのみならず､十分な量のE2を分泌し得ることが重要で

あることを示唆する｡また､tAIプロトコールの適用には卵胞発育波を調

節することの重要性を示唆している｡
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3-5. 小 括

分娩後21～30日の早期の黒毛和種牛に､PRIDを7日間装着し､抜去

時にPGF2｡-Aを､48時間後にGnRH-Aを投与し､約18時間後にtAI

を実施した｡試験1では供試牛22頭をPRID単独群(n=7)､GnRH群

(∩=7)､卵胞吸弓ほ羊(∩=8)の3群に分け､プロトコール開始時の前処

置の影響を比較検討した｡その結果､誘起排卵率はFA群がPRID単独群

よりも高くなる傾向がみられた(100%vs42.9%;P=0.077)｡試験2で

は供試牛18頭をGnRH群(∩=9)と卵胞吸弓憎羊(∩=9)の2群に分け､

超音波診断装置を用いて卵胞発育の様子を観察した｡その結果､GnRH投

与群では､Pre-GnRH-Aによって誘起排卵するもの(pre-OV区)と排卵

せず退行するもの(pre-NOV区)がみられたo Day9におけるPre-OV

区(14･4土1･Omm)の排卵卵胞径は､Pre-NOV区(11.3士0.9mm)

よりも大きい傾向(P=0-078)がみられた｡FA群(12.6土0.7mm)は

これら2区の間の大きさであった｡3つの処置群･区にかかわらず妊娠の

成否でDay9の優勢卵胞直径と血柴中E2濃度を比較すると､妊娠牛の優

勢卵胞直径は1.19～1.42mmの範囲で小さすぎても大きすぎても受胎し

ないように思われた｡妊娠牛のE2濃度(3.48土0.65pg/mJ)は､非妊

娠牛(2･03土0･27pg/mJ)よりも有意に(P<0.05)高かった｡

結論として､卵巣周期の再開の有無にかかわらず､PRIDを併用するtAI

プロトコールを開始する際に卵胞を吸引除去することは､GnRH-A投与お

よび前処置無くPRID単独処置とすることに比べて､新たな卵胞発育波の

出現と排卵を同期させ､より一定した結果が得られることが明らかとなっ

た｡さらに､この手法は､遺伝資源として経済的価値が高い卵子を有する

黒毛和種のOPU-ⅠVP増殖プログラムに活用することにより､遺伝資源の
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確保や畜産業の経営安定に貢献する技術となり得ると考えられた｡
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表3-1- Day9§におけるt-GnRH-A投与に対する誘起排卵の状況(試験1)

処置群 誘起排卵* 遅延排卵* 非排卵

PRID単独

GnRH

卵胞吸引

3**

§:DayO=処置開始時

誘起排卵率(%)

42.9a(3/7)***

71■4 (5/7)

100･Ob(8/8)

*=誘起排卵は､t-GnRH-A投与後48h以内に排卵を､Day24に黄体を確認

遅延排卵は､t-GnRH-A投与後48h以内に未排卵を､Day24に黄体を確認

**:動物頭数 a-b=P=0.077(Bonねrroni補正後)

***:誘起排卵頭数/供試頭数



表3-2.

項目

GnRH群と卵胞吸弓博引こおける性ステロイドホルモンの消長と卵巣反応の比較

GnRH群*

P｢e-0V(∩=4) Pre-NOV(n=5)

(試験2)

卵胞吸弓ほ羊(∩=9)

処置開始時

分娩後日数

プロジエステロン濃度(ng/ml)

最大卵胞径(mm)

誘起排卵率(%)

優勢卵胞の直径(mm)**

Day4§

Day7

Day9

エストラジオールー17β濃度(Pg/mり

Day4

Day7

Day9

Day24のプロジエステロン濃度(ng/mり

受胎率(day36)(%)

*:GnRH群は､処置開始時の

24.8土2.3

0.00 士 0.00

11.2 土 1.1

75■0(3/4)

6.6 土 1.3

10.7 土 0.4

14.4 土1.1a

1.15 土 0.52

1.18 土 0.21

4.01士1.24e

2.46 土 0.38

22.8土1.0

0.40 土 0.40

11.0 土 0.7

100(5/5)

5.4 土 0.2

8.6 土 0.6

11.3 土 0.7b

0.56 土 0.21C

l.02 土 0.19

1.54 土 0.31f

2.19 土 0.37

50･0(2/4) 20.0(1/5)

Pre-GnRH-A投与に反応して 黄体を形成したかどう かによって

を認めた排卵(pre-0V)区と､黄体形成を認めない非排卵(pre-NOV)区に区分した｡

**:t-GnRH-A投与後に排卵した卵胞の経時的発育

§:DayO=処置開始日

a-b:P=0.078c-d:P=0.06e-f:P=0.034

23.3土0.6

0.33 士 0.21

11.0 土 0.4

100(9/9)

6.6 士 0.8

9.2 土 0.9

12.6 土 0.7

3.41土1.20d

l.00 士 0.28

2.71 土 0.28

2.66 土 0.39

55.6(5/9)

Day4またはDay7に新たな黄体形
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試験1では直腸検査によって､試験2では超音波診断装置で観察した｡
試験1でのみ実施

試験2でのみ採血･卵巣観察を実施 PRID:膣内留置型黄体ホルモン徐放剤
PGF20-A:プロスタグランジンPGF20類縁化合物､クロブロステノール500ug

GnRH-A:性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁化合物､酢酸フェルチレリン100日g

tAI:定時人工授精
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図3-2･PRID+tAI処置開始時の前処置(無処置､Pre-GnRH-A投与､卵胞吸引)カギ血祭中エストラジオー)L-17β濃度の消長に及ぼす影響(試験1)

無処置:PRID+tAI処置開始時にさらなる前処置を行わないPre-GnRH-A=DayOにGnR=-AlOOHgを筋肉内投与
卵胞吸引:DayOに約3mm以上の卵胞を全て吸引

PRID:腫内留置型黄体7R)レモン徐放剤 PGF20-A:プロスタグランジンPGF20類縁化合物(クロブロステノール500日g)

GnRH-A:性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁化合物(酢酸フエルチレリン100日g)t-GnRH-A:tAIに向けたGnRH-A投与tAI:定時人=授精

PRID単独群:前処置無くPRID+tAI処置GnRH群:前処置としてPre-GnR=-Aを投与してPRID+tAI処置卵胞吸弓l群:前処置として卵胞を吸引しPRID+tAI処置
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図3-3･PRID+tAI処置開始時の前処置(無処置､Pre-GnRH-A投与､卵胞馴)が血獅プロジエステロン濃度の消長に及ぼす影響(試験1)

無処置:PRID+tA拠置開始時にさらなる前処置を行わないPre-GnRH-A:DayOにGnRH-AlOOHgを筋肉内投与卵胞吸狛DayOに約3mm以上の卵胞を全て馴

PRID:膣内留置型黄体ホルモン徐放剤PGF20-A:プロスタグランジンPGF2o類縁化合物(クロブロステノール500日g)

GnRH-A‥性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁化合物(酢酸フ工ルテレリン100日g)t-GnRH-A:tAIに向けたGnRH-A投与tAI:定時人=授精

PRID単独群:前処置無くPRID+tA拠置GnRH群:前処置としてPre-GnRH-Aを投与してPRID+tA拠置卵胞馴群:前処置として卵胞を馴しPRID+tAI処置
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図3-4･Day9の優勢卵胞径とE2濃度および妊娠の成否との関係(試験2)

Pre-0V区=GnRH群の内､DaYOのPre-GnRH-A投与に反応して排卵が誘起された牛

Pre-NOV区:GnRH群の内､DayOのPre-GnRH-A投与に反応して排卵が誘起されなかった牛

卵胞吸弓帽羊:前処置として卵胞を吸弓ルPRID+仏Ⅰ処置を実施した群

妊娠牛は､Day9の優勢卵胞径が11･9-14･2mmの範囲､E2濃度が2.1pg/ml以上であった｡

●O pre-0V区

▲△
p｢e-NOV区

■□ 卵胞【吸引群

黒塗りは妊娠､

中抜けは非妊娠

0

17



総 括

良質なタンパク質に富む畜産物を供給し､国民の健康増進に大きく貢献

する重要な産業である畜産業を維持､発展させ､安定的に畜産物を供給す

ることを究極の目的として､本研究では､肉用牛(主に黒毛和種牛)の分

娩後の空胎期間を延長することなく早期に受胎させ､同時に黒毛和種の卵

子を採取して遺伝資源として有効活用するための技術開発と基礎データの

収集を行った0すなわち､種々の条件下で卵胞吸引(foHicuraraspiration:

FA)前処置､および腫内留置型黄体ホルモン徐放剤(PRID)によるP4処置

を伴う発情排卵同期処置と定時授精(FA+PRID+tAI法)を行い､その特

性と有用性を検討した｡第1章では､分娩後からFA+PRID+tAI法開始ま

での期間が受胎性に及ぼす影響を検討し､分娩後50日以内の早期でも本

法が有効であることを示した｡すなわち､肉用経産牛において､分娩後の

早期に受胎させることを目的に､超音波診断装置を用いて経腫的に卵胞液

を吸弓ルた後､プロジエステロン製剤を併用した定時人工授精プロトコー

ルを､分娩後様々な時期に適用した｡供試牛19頭(黒毛和種16頭､日

本短角種3頭)を､処置開始時の分娩後の経過日数を基準に､A群は分娩

後13～50日(授乳中､分娩後早期､==9)､B群は51～150日(授乳中､

分娩後中期､∩=6)､C群は151～281日(離乳後､空胎期間の延長､∩=4)

の3群に区分した｡これらのウシは､処置開始時に超音波診断装置を用い

て卵胞液を吸弓ルて､同時にPRIDを挿入したo Day7(DayO=PRID

入日)にPRIDを抜去して500日gのPGF2oを､その後48時間に100日g

の性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁化合物(GnRH-A)を筋肉内投与し

た0そして18時間後(DaylO)に定時授精(tAI)を実施した｡血渠サン
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プルは､DayOおよび7､9､10､12､17､24､31に採取し､血中P4

とE2濃度をRIA法で測定した0妊娠診断は､tAI後60日前後に直腸検査

によって行った｡血中E2濃度は､試験期間を通じ3群間に差はなかった｡

A群のDay17における平均P4濃度は1･Ong/m巨を上回り､B群よりも

有意に高かった｡回収された未成熟卵子の数は3群間で違いはなかった｡

A､B､C群の受胎率は､それぞれ77･8%(7/9)､83･3%(5/6)､

50･0%(2/4)であった｡これらの所見から､本試験で用いたtAIプロトコ

ールは､分娩後50日以内の授乳している肉用牛経産牛に適用することが

可能であった0第2章では､供試母牛が授乳しているか否かが､

FA(=OPU)+PRID+tAI法による受胎性と経歴生体内卵子回収ヰ胚体外

生産法(OPリーⅠVP)の成績に影響するかどうか検討し､授乳していない条

件下で処置した方力唱胎性や胚生産成績は良いことを示した｡すなわち､

14頭の黒毛和種牛を離乳群(n=7)と授乳群(n=7)に分け､DayO(処

置開始日)にOPUを行い､9日間PRIDを装着した｡PGF2ローAをDaY7

に､GnRH-AをDaylO(PRID抜去後36時間)に投与して､その12

時間後にtAIを実施した｡排卵はGnRH-A投与後36時間前後に直腸検

査によって確認した｡tAI後､追加的なOPUをDay18､25､32に実施

した0同期排卵率は､離乳群､授乳群でそれぞれ100%と85.7%､受胎

率は71･4%と42■9%であった｡回収した未成熟卵子は､体外受精､体外

培養を行った0回収卵子数と月杢盤胞数は､両群の個々のOPU-ⅠVPセッシ

ョンで違いはなかった0全OPU-ⅠVPセッションを合計したデータでは､

回収卵子数､培養卵子数､分割胚数･率､胚盤胞数･率は､離乳群が授乳

群よりも有意に(P<0･05)高かった｡このような結果は､FA+PRID+tAI

法と反復OPU-ⅠVPを組み合わせることで､分娩後早期の離乳した黒毛和
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種牛において､多くの卵子を回収して相当数の良質な体外培養月杢を生産で

きる可能性を示した､また､高い受胎性を達成し多くの月杢を生産するため

には､母子牛を分離することが望ましいことを示した｡第3章では､定時

授精プロトコール開始時の処置で､FAによる物理的卵胞除去と､GnRH-A

投与による内分泌学的卵胞除去を比較し､FA後の受胎性が優れることを

示した0すなわち､黒毛和種の分娩後早期に､PRIDを併用したtAI処置

を適用するにあたって､異なる処置開始方法が卵胞発育や受胎性に及ぼす

効果を明らかにするため､分娩後21～30日の経産牛に対し､試験1では､

試験開始時(Day O)に､PRID単独群(n=7)､前処置のための

Pre-GnRH-Aを100LJg投与する群(n=7)､直径約3mm以上の卵胞を

吸引除去する群(∩=8)を設定し､同時にPRIDを7日間装着した｡全て

の試験牛にPRID抜去と同時にPGF2oを投与し､48時間後に定時授精に

向けたt-GnRH-Aを投与して､約18時間後の定時に人=授精を行った｡

その結果､PRID単独群､GnRH群､卵胞吸弓帽羊のDayllに排卵が確認

されたウシの割合はそれぞれ42･9､71･4､100%､受胎率はそれぞれ28.6､

42･9､62･5%であった0次ぎに試験2では､卵胞発育動態をより詳細に

検討するために､GnR=群(∩=9)､卵胞吸引群(∩=9)の2群について､

超音波診断装置による卵巣観察を行った0その結果､Pre-GnRH投与に対

する反応に､既存卵胞が排卵するか(誘起排卵区:Pre-0V区､4/9頭)､

排卵しないか(退行区:Pre-NOV区､5/9頭)の2つのパターンに分か

れた｡tAI前日における優勢卵胞の直径は､GnRH群pre-OV区(14.4mm)

がGnRH群pre-NOV区(11･3mm)よりも有意に大きく(P=0.04)､

卵胞吸弓帽羊(12･6mm)はその中間の値であった｡受胎率はGnRH群

Pre-OV区で50･0%(2/4)､Pre-NOV区で20.0%(1/5)､卵胞吸
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弓帽羊で55-6%(5/9)であった｡これらの結果から､卵胞の発育波を同調

させ､高い同期排卵率､受胎率を得るには､tAIプロトコール開始時に既

存の卵胞を吸引することが効果的であると思われた｡

以上､卵胞吸引前処置およびP4処置を併用した定時授精法

(FA+PRID+tAI法)は､肉用牛の分娩後空胎期間を短縮して早期に受胎

させる方法として有効であること､同時に卵胞卵子を吸弓ル､体外成熟･

受精･発生させて移植可能胚を得ることで､経済的､遺伝的価値が高い雌

牛の遺伝資源(卵子)をさらに高度に活用することが可能であることを示

した0また､これらの処置を実施する際は母子分離を行った方が､受胎性､

卵胞卵子回収成績､牛胚体外生産成績が優れていることを示した｡

本研究で検討したFA+PRID+tAI法を分娩後50日までの肉用牛に適用

すれば､8割程度の経産牛で受胎可能であり､たとえ不受胎であっても80

日以内に再度授精する機会があることを考慮すると､一年一産を実現でき

る可能性が高いことから､肉用牛繁殖経営に資するところが大きいと考え

られる0また､OPU-ⅠVP技術を組み合わせることで､次世代の主力繁殖

素牛となるだろう優秀な血統の後継牛を短期間に増殖できることから､社

会や畜産業に対して大きく貢献できると期待できる｡開業大動物臨床獣医

師の一部では､研究会やネットワークを立ち上げてOPリーⅠVP技術の実用

化に取り組む事例がみられ､これらのグループでFA+PRID+tAI法を実用

に供することが考えられる｡今後は､技術の簡略化､機材等の価格を下げ

ること､負のエネルギーバランス､乳生産が分娩後の生殖機能に強く影響

する乳用牛における本技術の応用を検討すること､等の課題を研究､解決

し､より実用的な技術体系にブラッシュアップすることが求められる｡
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い想いを込めて感謝致します○御明神牧場の技術職員､赤坂 茂 技術専

門員､千田広幸 技術専門員､佐々木修一 技術専門職員､佐々木修技

術専門職員､桃田優子 技術職員､そして臨時職員の皆さまにも試験牛の

飼養管理や試験遂行を補助していただきました｡感謝申し上げます｡
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生体内卵子回収一体外牛胚生産に関する研究を始めるにあたり､物心共に

応援いただき､また長年にわたって叱咤激励していただいた､リブロサポ

ートメディカルリサーチセンター代表 桑山正成博士に心より感謝申し上

げます｡また､加藤レディスクリニック 青野文仁研究部長には､平田が

社会人1年生の時から長きにわたって親身にご指導いただきました｡厚く

お礼申し上げます｡

生体内卵子回収一体外牛胚生産技術を畜産の生産現場に応用しようとバ

イオニア精神で取り組んでおられる先生方､特に宮城県の渥美牛群管理サ

ービス社長(獣医師)渥美孝雄先生には､本研究を継続するための力を与

えていただきました｡感謝申し上げます｡

最後に､普段家庭を顧みることなく好き勝手に仕事をさせていただきな

がら､一緒に歩いてくれる家族に感謝します｡

76



引用文献

1)Ambrose′〕.D.,Kastelic′J.P.,Rajamahendran,R.,AaIi,Mリ

Dinn,N･(2005)･Progesterone(CIDR)-based timed AI

PrOtOCOIs using GnRH,POrCine LH orestradioIcyp.onatefor

dairy heifers:OVarian and endocrine responsesand

PregnanCy rateS･Theriogeno10gy 64,1457-1474.

2)Ando′T･,Kamimura,S.,Hamana,K.(2004).Estrous

SynChronizationusinganintravagInarPrOgeSterOnedevicein

COmbination with gnrh orestradiolbenzoate characterized

bytheinitiaJovarianconditionsin]apanesebJackcows.]Vet

Med Sci66′1497-1502.

3)Bello,N･M･′Steibel′]･P.,PursJey,].R.(2006).Optimizing

OVu[ationtofirstGnRHimprovedoutcomestoeachhormonal

lnJeCtion ofovsynchin[actating dairycows･]DairySci89,

3413-3424.

4)Berfe[t,D･R･,Lightfoot′K.C.,Adams′G.P.(1994).Ovarian

SynChronizationfol10Wing uJtrasound-guided transvag■nal

for[icleabJationin heifers･TheriogenoIogy 42,895-907.

5)Be｢gfelt′D･R･,Meira,C.,Fleury′].].,FJeury,P.D.C.,

DeHTAqua,■J･A.,Adams′G.P.(2007).OvuIation

SynChronization foJ10Wing commercia[app[ication of

urtrasound-guided follicJeabIation during theestrouscycle

in mares･The｢iogenology 68,1183-1191.

6)Bo,G･A･,Adams′G･P･′Pierson,R.A.,Mapletoft′R.].(1995).

ExogenouscontroJoffo=cularwaveemergencein
cattJe.

Theriogeno10gy 43,31-40.

7)Bo′G･A･,BaruseHi,P.S.,Moreno.D.,Cutaia,L.,Caccia,M.,

Tribulo′R･′Tribu10,H.,Map[etoft′R.].(2002).Thecontro10f

follicularwavedevelopmentforself-aPPOinted
embryo

transferprogramsin cattJe･TheriogenoIogy 57′53-72.

8)Bridges′G,A･,Mussard,M.L.,Burke′C.R.,DaY,M.L.(2010).

InfJuenceoftheJengthofproestrusonfertiJityandendocrine

functionin femaIecatt[e･Anim Reprod Scil17′208-215.

9)Bungartz,L･,Lucas-Hahn,A･,Rath,D.,Niemann,H.(1995).

CoJJection ofoocytesfrom cattleviafollicularasp[ration

77



aided byultrasoundwithorwithoutgonadotroprn

Pretreatmentandin differentreproductivestages.

Theriogeno10gy 43,667-675.

10)Cavalieri,]･,Hepworth,G･′Fitzpatrick,L.A.,Shephard,R.

W･,Macm=an,K･L(2006).Manipulationandcontro10fthe

eStrOuSCyCJeinpasture-baseddairycows■Theriogeno10gy

65′45-64.

11)ChaubaJ,S･A･,Molina,J･A.,OhJrichs′C.L,Ferre′L.B.,

Faber D･C･,Bors′P･E･,Riesen′J･W･,Tian,×･,Yang,×.

(2006)･Comparisonofdifferenttransvagina.0VumPick-uP

P｢OtOCOIstooptimiseoocyteretrievaJandembryoproduction

OVeralO-Weekperiodincows･Theriogenology 65,

1631-1648.

12)Colazo′M･G･,Kastefic′〕･P･′Davis′H.,RutJedge′M.D.,

Martinez,M･F･,Smarl′J･A･,Mapfetoft,R.].(2008).Effects

Ofplasma progesteroneconcentrationson LH reIeaseand

OVu[ationinbeefcattJeglVenGnRH.DomestAnimEndocrinoJ

34′109-117.

13)Colazo,M･G･,KasteIic,J･P･,Martinez,M.F.,WhittakerP.R.′

Wilde′R･,Ambrose,コ･D･′Corbett′R･,MapJetoft′R.].

(2004)･FertirityfoHowingfixed-timeAIinCIDR-treatedbeef

heifersglVenGnRHorestradioIcypJOnateandfeddiets

SuPPJemented with ffax seed orsunf10WerSeed.

Theriogenology 61′1115-1124.

14)Crowe,M･A･,GouJding,Dt,Baguisi,A.′BoJand,M.P.,Roche′

J･F･(1993)■Inducedovulationofthefirstpostpartum

dominantfoHicleinbeefsuckIercowsusingaGnRH

ana10gue･]Reprod FertiJ99,551-555.

15)Day,M･L･,Mussard,M.L.,Bridges′G.A.,Burke′C.R,

(2010)■ControJling thedominantfoJliclein beefcattJeto

improveestroussynchronizationandear■yembryonic

deve10Pment･Reprod Fertilsuppr 67′405-419.

16)Echternkamp,S･E･′Thalfman,R.M.(2011).Factors

affecting pregnancyratetoestroussynchronizationand

fixed-timeartificiaJinseminationin beefcattIe.]Anim Sci

89′3060-3068.

17)EI-Zarkouny,S･Z･,CartmiH,]･A･,Hensley,B･A･,Stevenson,

78



]･S･(2004)･Pregnancyin dairycowsaftersynchronized

OVuJation reg]menSWith orwithout presynchronization and

PrOgeSterOne.〕Dairy Sci87′1024-1037.

18)Fike,K･E･′Day,M.L.,Inskeep,E.K.,Kinder,].E.,Lewis,P.

E･,Short′R.E.,Hafs′H.D.(1997).EstrusandJuteaIfunction

in suckled beefcows that were anestrous when treated with

anintravagjnaJdevice containing progesterone with or

Withoutasubsequentin]eCtionofestradiolbenzoate.]Anim

Sci75′2009-2015.

19)GaIJi,C･,Crotti,G.,Notari,C.,Turini,P.,Duchi,R.,Lazzari,

G･(2001)･Embryoproduction byovum pickupfromlive

donors■TheriogenoJogy 55,1341-1357.

20)Garvao′K･NリSantos′].E.,]uchem,S.0.,Cerri,R.L.,

Coscioni,A･C･′Villasenor M.(2004).Effectofadditionofa

PrOgeSterOneintravaglnaJinsert to a timedinsemination

PrOtOCOJusing estradioIcyp10nate On OVulation rate,

P｢egnanCy ratelandJateembryonic10SSinlactating dairy

COWS･]Anim Sci82,3508-3517.

21)Galvao,K･N･′Santos′]･E.P.(2010).FactorsAffecting

Synchronization and Conception RateaftertheOvsynch

Protocolin Lactating HoIstein Cows･Reproductionin

Domestic AnimaIs 45,439-446.

22)Garcia,A･,Saraheddine,M.(1998).Effectsofrepeated

uJtrasound-guidedtransvag■nalfo=cularasp.rationon

bovineoocyte recoveryand subsequentfoflicular

deve10Pment･Theriogeno10gy 50,575-585.

23)Geary,T･W･,Whittieり.C.,Hallford,D.M.,MacNeil,M.D.

(2001)･Carfremovalimprovesconception ratestothe

Ovsynch and CO-Synch protocoJs･]Anim Sci79,1-4.

24)Gibbons′]･R･,BeaJ,W.E.,Krisher R.L.,Faber E.G.,

Pearson,R･E･,Gwazdauskas,F.C.(1994).Effectsofonce-

VerSuStWice-Weeklytransvag.nalfo=cuJarasplration on

bovineoocyte recoveryand embryodeveJopment.

The｢iogenoIogy 42,405-419.

25)GintherO･]･,KasteJic,J･P･′Knopf,L.(1989).Composition

and characte｢isticsoffoIJicuJarwavesduring the bovine

eStrOuS CyCJe･AnimalReproduction Science 20,187-200.

79



26)Goodhand,K･L･′Watt,R.G.,Staines′M.E.,Hutchinson,].

S･,Broadbent,P･]･(1999).Invivooocyte recoveryandin

Vitroembryoproductionfrom bovinedonorsasplrated at

differentfrequenciesorfoHowing FSHtreatment.

TheriogenoJogy 51′951-961.

27)Gyawu,P･,Pope′Gr S･(1983).Fertilityofdairycattle

fol10WingoestrusandovuJationcontro-JedwithcJoprostenoI,

OeStradioJbenzoateand progesteroneorprogesteroneand

CJoprostenoJ･〕Steroid Biochem19,857-862.

28)Hendriksen,P･]･,Vos′P.L,,Steenweg,W.N.′Bevers,M.M.,

DieJeman,S■]･(2000)･Bovinefo=cufardeveJopmentandits

effectontheinvitrocompetenceofoocytes･Theriogeno10gy

53′1ト20.

29)Hirata,T･,Sasaki,S･′Sasaki,0リOsawa,T.(2005).

Successiveovumpick-uPfoI[owed byinvitroembryo

PrOduction(OPU-IVP)during pregnantperiodsinjapanese
blackcattJe･Jpn]EmbryoTransfer 27′78-86.

30)Hirata,T･,Sato,M･,Sasaki,S･,Sasaki′0.,Osawa,T.(2008).

Effectofsuckringonembryoproduction byrepeatedovum

Pick-uPbeforeandaftertimedartificia.inseminationinearJy

POStPartum]apanese bJackcows･JReprod Dev 54,

346-351.

31)]ohnson,S･K･,Funston,R.N.,HaIJ,〕.B.′KesJerD.J.,Lamb,

G･C･,Lauderdale′]･W･,PattersonlD･L,Perry,G,A.,

Strohbehn,D･R･(2011).MuJti-StateBeefReproductionTask

Force providesscience-based recommendationsforthe

app[icationofreproductivetechno10gJeS･]AnimSci89,

2950-2954.

32)Kasimanickam,R･,CoJJins′].C.,WuenschelJ,].,Currin,].C.,

HaIrl]･B･,Whittier D･W.(2006).Effectoftimingof

PrOStagrandinadministration,COntrOHedinterna■drug

refeaseremovaIandgonadotropJn reJeasing hormone

administrationonpregnancyrateinfixed-timeAIprotocoIs

in crossbredAnguscows･TheriogenoJogy 66′166-172.

33)Kawashima,C･′Kida,K･′Matsuhashi,M.′Matsui,M.,

Shimizu,T･,Matsunaga,N･′Ishii,M･,Miyake′Y･Ⅰ･,Miyamoto′

A･(2008)･Effectofsuckring onthe reproductive

80



Performanceand metabolicstatusofobese]apanese brack

CattleduringtheearJypostpartumperiod･]ReprodDeve■op

54′46-51.

34)Kawate′N･,Itami,T.′Choushi,T.,Saitoh,T.,Wada,T.,

MatsuokalKリUenaka,K･,Tanaka,N･,Yamanaka,A.,Sakase,

M･′Tamada,H･,Inaba,T･,Sawada,T.(2004).Improved

COnCePtionintimed-artificiarinsemination using a

PrOgeSterOne-releasingintravagInaJdeviceand Ovsynch

PrOtOCO=n postpartum suckled]apanese BJackbeefcows.

Theriogenology 61′399-406.

35)Kawate′N･,Yamazaki,M.,Tamada,H.′Inaba,T.,Sawada,T.

(2002).Effectof10W dose ofhCG oninduction offertire

estrusin shiba goats pretreatedintravag■naJlywith

PrOgeSterOneduringtheearrypostpartum nursing period.]

Reprod Dev 48′497-504.

36)Kim,Ⅰ･H･,Suh,G･H.,Son,D.S.(2003).A

P｢OgeSterOne-basedtimedAIprotocolmoreeffectiveJy

PreVentSPrematureeStruSandincompletelutealregression

thananOvsynch protocoIinIactating HoIstein cows.

TheriogenoJogy 60,809-817.

37)Kim,U･H･,Suh,G･H･,Nam,H.W.′Kang,H.G.,Kim,Ⅰ.H.

(2005)･FoJlicuJarwaveemergence′luteaJfunction and

SynChronyofovufationfol10WingGnRHorestradiolbenzoate

inaCIDR-treated,1actating HoIsteincows･Theriogeno-ogy

63′260-268.

38)Lopez-Gatius′F･,Santolaria,P.,Yaniz,].,RutJJant′].′

Lopez-Bej叫M･(2001)･Persistentovarianforliclesindairy

COWS:atherapeuticapproach･TheriogenoJogy56′649-659.

39)Lucy,M･Ct,McDougaJJ,S.,Nation,D.P.(2004).Theuseof

hormonaJtreatmentstoimprovethereproductive

Performanceoflactatingdairycowsinfeed10tOr

PaSture-based managementsystems･Anim Reprod Sci

82-83′495-512.

40)Macm=an,K.L.(2010).Recentadvancesin the

SynChronizationofestrusandovuJationin dairycows.]

Reprod Dev 56Suppl,S42-47.

41)Martinez,M･F･,Adams′G･P･,Kastelic,].P.,BergfeJ,D.R.,

81



Mapletoft′R.].(2000).Induction offol)icuJarwave

emergence fo｢estrus synchronization and artificiaJ

inseminationin heifers】Theriogeno10gy 54,757-769.

42)Martinez,M･F･,deNava,G.,Demmers′K.].,Tutt′D.′

RodriguezSabarros′M･,Sma川′B･,Corti,M･,]uenge[,].

(2012)･IntravaginaJprogesteronedevicesin

SynChronization protocoIs forartificiaIinseminationin beef

heifers-Reprod DomestAnim 47′230-237.

43)Martinez,M･F･,KasteJic,]･P.,Adams′G.P.,Cook,B.,OIson,

W･0･,Mapretoft′R･]･(2002).Theuseofprogestinsin

reg(menSforfixed-timeartificiaIinseminationin beefcattfe,

Theriogenology 57′1049-1059.

44)Martinez,M･F･,Kaste[ic,J.P.′Adams′G.P.,MapIetoft,R.].

(2002)･Theuseofaprogesterone-reJeasingdevice

(CIDR-B)0｢mefengestrolacetatewithGnRH,LH,Or

estradioJbenzoateforfixed-timeAIin beefheifers.]Anim

Sci80′1746-1751.

45)Meintjes′M･,BeHow,M■S･′Broussard,]･R.,Paul,J.B.,

Godke,R･A･(1995)･TransvaginaJaspirationofoocytesfrom

ho｢mone-treated pregnantbeefcattleforin vitro
fertilization･〕Anim Sci73,967-974.

46)Merton,]･S･′deRoos′A･P･′MuJfaart′E･,deRuigh,L.,Kaaf,

L･,Vos′P･L･′Diereman,S･]･(2003)･Factorsaffectingoocyte

qualityandquantityincommercia,appJicationofembryo

techno10giesinthecattlebreedingindustry･Theriogeno■ogy

59′651-674.

47)Mia10t′]･P･lConstant′F･lDezaux,P･,Grimard,B･,Deletang,

F･,PontenA･A･(2003).Estrussynchronizationinbeefcows:

COmParison betweenGnRH+PGF2aJpha+GnRH
and

PRID+PGF2aJpha+eCG･TheriogenoJogy 60,319-330,

48)MontiellF･,Ahuja,C■(2005)･BodyconditionandsuckJingas
factorsinfJuencingthedurationofpostpartumanestrusin

Cattle:a reView･Anim Reprod Sci85,1-26.

49)MoreiralF･ldeIaSota,R･L･′Diaz,T･,ThatcherW･W･(2000).

Effectofdayoftheestrouscycreattheinitiationofatimed

artificiarinseminationprotocoIonreproductiveresponsesin

dairyheifers･]Anim Sci78′1568-1576.

82



50)Mo｢eira,F･,Or[andi,C.,Risco′C.A.,Mattos′R.,Lopes′F.,

Thatche｢W.W.(2001).Effectsofpresynchronization and

bovinesomatotrop-nOnPregnanCyrateStOatimedartificiaJ

inseminationprotocoJinlactatingdairycows･]DairySci84,

1646-1659.

51)0'Rourke′M.′Diskin,M.G.,Sreenan,].M.′Roche′].F.

(2000),The effect ofdose and route ofoestradio[benzoate

administration on pJasma concentrations ofoestradioland

FSHinJong-term OVariectomised heifers･Anim Reprod Sci

59′1-12.

52)00e,M･,Rajamahendran,R.,Boediono′A.,Suzuki,T.

(1997)･Ultrasound-guidedfoJJicleaspirationandIVFindairy

COWS treated with FSH after removaf ofthe dominant foHicle

atdifferentstagesoftheestrouscycle[corrected].]VetMed
Sci59′371-376.

53)Osawa,T･,Morishige,D,,Ohta,D.,Kimura,Y.,Hirata,T.,

Miyake,Y.(2003).Comparison ofthe effectiveness of

OVu[ation synchronization protoco=n anestrousand cycJing

beefcows.]Reprod Dev 49′513-521.

54)Perry,G･A.,Smith,M.F.,Lucy,M,C.,Green,].A.,Parks′T.

E･,MacNeil′M･D･,Roberts,A.],,Geary,T.W.(2005).

Relationship between follicre size atinsemination and

PregnanCy SuCCeSS.Proc NatlAcad SciU S AlO2,

5268-5273.

55)Peters′A･R･(1982).Calvingintervalsofbeefcowstreated

With eithergonadotrophin releasing hormone ora

PrOgeSterOne reJeasingintravaglnar device.Vet RecllO,

515-517.

56)Pieterse′M･C.′Kappen,K.A,,Kruip,T.A.,Taverne,M.A.

(1988)･Aspiration ofbovineoocytesduring transvaginaI

ultrasound scanning oftheovaries.Theriogeno10gy 30,

751t762.

57)Revah,Ⅰ･,Butler W.R.(1996),Proronged dominance of

fo=clesand reduced viabjJityofbovineoocytes･]Reprod

Fe｢川106′39-47.

58)Roche′]･F･,Austin,E.].,Ryan,M.,OTRourke,M.′Mihm,M.,

Diskin,M.G.(1999).Regulation offo=cle waves to

83



maximizefertiJityin cattle.]Reprod FertirSuppI54,61-71.

59)Ryan,D･P.,Blakewood,E.G.,Swanson,W.F.,Rodriguez,H.,

Godke,R.A.(1993).Using hormone-treated pregnantcows

as a potentialsource ofoocytes forin vitro fertilization.

TheriogenoJogy 40,1039-1055.

60)Sa F=10′0.G.,Dias′C.C.,Lamb,G.C.,Vasconce[os,〕.L.

(2010)･Progesterone-based estrous synchronization

PrOtOCOJsin non-SuCk[ed and suckled pr■mParOuS Bos

indicus beefcows.Anim Reprod Scil19,9-16.

61)Sakase′M･,Seo′Y.,Fukushima,M.,Noda,M.,Takeda,K.,

Ueno′S･,Inaba,T.,Tamada,H.,Sawada,T.,Kawate′N.

(2005),EffectofCIDR-based protocoJsfortimed-AIon the

COnCePtionrateandovarianfunctionsof]apaneseBIackbeef

COWSin the earJy postpartum period･TheriogenoJogy 64,

1197-1211.

62)Sasamoto′Y･,Sakaguchi,M.′Nagano,M.,Katagiri′S.,

Takahashi′Y･(2004).FoHicuJardeve10Pmentafterovum

Pick-uPandfertiJizabilityofretrievedoocytesin postpartum

dairy cattle･]pn]ofVet Res 51′151-159.

63)SmaH,]･A･′Cofazo′M.G.,KasteJic,J.P.,Mapletoft′R.].

(2009)･EffectsofprogesteronepresynchronizationandeCG

On PregnanCy rateS tO GnRH-based,timed-AIin beefcattle.

Theriogenology 71′698-706.

64)Stevenson′]･S.,Lamb,G.C.′〕ohnson,S.K.′Medina-Britos,

Mt A･lGriegerlD･M･lHarmoney,K･R･,Cartm‖′].A.,

EI-Zarkouny,S･Z･′Dahlen,C.R.,Marple,T.J.(2003).

SupprementaJnorgestomet′PrOgeSterOne,Ormelengestrol

acetateinc｢easespregnancyratesinsuckled beefcowsafter

timedinseminations･]Anim Sci81′57l-586.

65)Stevenson,]･S･,PortaJuppi,M.A.,Tenhouse′D.E.(2007).

Factorsinfruencing upfrontsing[e-and multiple-OVulation

incidence′PrOgeSterOne′andluteoJys.s beforea timed

insemination｢esynchronization protocol･]DairySci90,

5542-5551.

66)Takahashi,T･,Hamanaka,S.,Ikeda,S.,Kobayashi,].,

Hashizume,K.(2001).Adirecttime-reSOJved

fIuoroimmunoassay(TR-FIA)formeasuring plasma

84



PrOgeSterOneCOnCentrationsintheSika Doe(Cervusnippon

Centra/is).]Reprod Dev 47′119-123.

67)Takahashi,T.,Hamanaka,S.,Imai,K.,Hashizume′K.

(2004)･Adirecttime-reSOIvedfJuoroimmunoassay(TR-FIA)

for measuring plasma estradioト17beta concentrationsin

Cattle,]Vet Med Sci66′225-229.

68)Taya,K･,Watanabe,G.,Sasamoto′S.(1985).

Radioimmunoassayforprogesterone′teStOSterOne and estr

adiol-17b using125Ⅰ-iodohistamine radioJigands■]pn

]Anim Reprod 31′186-197.

69)ThatcherW■W･′Moreira,F.,Pancarci,S.M.′Barto10me,].A.,

Santos,]･E･P･(2002).Strategiestooptimize reproductive

efficiency by regulation ofovarian function.DomestAnim

Endoc｢in 23′243-254.

70)Thompson,K･E･′Stevenson,].S.,Lamb,G.C.′Grieger D.

M･′Loest′C,A･(1999)･Fo=cuJ叫hormonaJ,and pregnancy

responses ofear[y postpartum suckJed beefcowsto GnRH,

norgestomet′and prostaglandin F2aJpha.JAnim Sci77′

1823-1832.

71)TroxeI,T･R･′KeslerD･J.(1984).Theeffectofprogestinand

GnRH t｢eatmentson ovarian function and reproductive

hormonesecretionsofanestrous
postpartum suckled beef

COWS･Theriogenology 21′699-711.

72)UehJinger H･,Binder H.,Hauser B.,Rusch,P.′Zerobin,K.

(1995)･[Comparison ofvaginaldevicesCIDRand PRIDin

OVariectomizedcowsusing hormoneanalysis].SchweizArch

Tierheilkd137,81-86.

73)Utt′M･D･,]ousan,F･D.,Beal,W.E.(2003).Theeffectsof

VaryIng theintervarfromfo=cularwaveemergenceto

PrOgeStin withd｢awa10nfo11icuJardynamicsand the

SynChronyofestrusin beefcattle･]Anim Sci81′

1562-1567.

74)vanderSchans′A･′VanderWesterlaken,L.A.].,deWit,A.

A･C･,Eyestone,W･H･,de Boer H.A.(1991).
Urtrasound-guidedtransvagJnalcorlection ofoocytesinthe

COW･TheriogenoJogy 35,288.

75)vanWagtendonk-deLeeuw,A.M.(2006).0vumpickupand

85



in vitro productionin the bovine after usein severaJ

generations:a2005status.TheriogenoJogy 65,914-925.

76)Vasconcelos′].L.,Sa FiJho,0.G.,Perez,G.C.,Silva,A.T.

(2009)･Intravaginalprogesteronedeviceand/OrtemPOrary

Weaning on reproductive performance ofanestrous

CrOSSbred Angusx Ne10re COWS･Anim Reprod Scilll′

302-311.

77)Vasconceros′]･L.,Sartori,R.,Oliveira,H.N.,Guentheり.G.′

WiJtbank,MIC･(2001)･Reductionin sizeoftheovuJatory

foHicJe｢educessubsequent[utea[sizeand
pregnancy rate･

Theriogenology 56′307-314.

78)VasconceJos′]■L･′Sircox,R.W.,Rosa,G.].,Pursley,].R.,

WiJtbank,M.C.(1999).Synchronization rate,Size ofthe

OVulatoryfoHicJe,and pregnancy rate aftersynchronization

OfovuJation begJnningondifferentdaysoftheestrouscycle

in[actating dairycows･Theriogeno10gy 52,1067-1078.

79)Walters′A･H･,Bairey,T.L.,Pearson,R.E.,Gwazdauskas′F.

C･(2002)･Parity-rerated changesin bovinefoJlicJeand

OOCytePOPulations′00CytequaJity,andhormonesto90days

POStPartum.]Dairy Sci85,824-832.

80)Walters′D･L･′Short′R.E.,Convey,E.M.,Staigmilter R.B.′

Dunn,T･G･,KaItenbach,C.C.(1982).Pituitaryand ovarian

functionin postpartum beefcows･ⅠⅠ･Endocrinechanges

Pr10rtOOVurationin suckJed and nonsuckJed postpartum

COWS COmPared to cycring cows.Bior Reprod 26,647-654.

81)Williams′G･L･(1990)･Sucklingasaregulatorofpostpartum

rebreeding■n CattJe:a reView･]Anim Sci68,831-852.

82)Williams′G･L･,GazaJ,0.S.′GuzmanVega,G.A.,Stanko,R.

L(1996)･Mechanismsregulating suckling-mediated

anovulationin thecow･AnimaJReprod Sci42,289-297.

83)Yamashita,S･′Abe,H.,Itoh,T,,Satoh,T.,Hoshi,H,(1999),

Aserum-freeculturesystem･forefficientinvitroproduction

OfbovinebIastocystswithimprovedviabilityafterfreezing

and thawing･CytotechnoJogy 31′121-129.

84)Yaniz′]･L･,Murugavel′K･,Lopez-Gatius′F.(2004).Recent

deve10PmentSin oestroussynchronization ofpostpartum

dairycowswithandwithoutovariandisorders･Reprod

86



DomestAnim 39,86-93.

85)Yavas′Y,,]ohnson,W･H.,WaJton,].S.(1999).Modification

Offo=cu[ardynamicsbyexogenousFSHandprogesterone′

andtheinductionofovuJationusinghCGinpostpartumbeef

COWS･Theriogeno10gy 52,949-963.

86)Yavas′Y･,WaIton,].S.(2000).Inductionofovufationin

POStPartumSuCkled beefcows:a reView･TheriogenoJogy

54′ト23.

87)Yavas′Y･,Warton,]･S■(2000)･Postpartumacyc=cityin

SuCkredbeefcows:areView･TheriogenoJogy 54,25-55.

87


	分娩後早期の肉用牛における卵胞吸弓帽百処置
	目 次
	第3章 分娩後早期の定時授精処置開始時の卵胞吸引が
	緒 吾
	成23年度の農業就業人口260万人に占める65歳以上の割合は60.7%と､
	種々の技術は､予め計画された時期､時間､すなわち｢定時｣に人工授精
	エストラジオールー17β(E2)あるいはGnRH-A､PGF2｡などの投与が考えら
	CIDRに比べてその形状から膜壁との接着面積カモ大きいので､効率的で安
	する優良遺伝資源(卵子)の高度活用が可能であることから､その有用性
	第1章
	1-2. 材料および方法
	製薬､東京)を腫内に挿入した07日後(Day7)にPRIDを抜去すると
	た0回収液にはノボヘパリン(10山/mJ;Novoheparin､Novoindustry､
	1-3. 結 果
	1-3-2. 妊娠率
	が認められず､不受胎であったotAI後排卵確認日まで全群全頭で2pg/ml
	1-4. 考 察
	期間を検討する必要がある(87)｡Martinezら(41)は､肉用牛にCIDR
	団)を上回ったo A群は､たとえ不受胎であっても80日以内に再度授精す
	高かったことによる0このことは､この1頭(No,18)ではPRID抜去時
	たことによる｡供試牛全体で考察すると､GnRH-A投与時(Day9)に血
	(P<0･01)｡このことは､分娩後50日以内の早期に､授乳肉牛に対して
	から､卵巣機能が良好に保たれた結果､乳牛のように著しい影響が認めら
	ト5. 小 括
	表1-1･肉用牛の分娩から処置開始までの期間が性ステロイドホルモン濃度および卵巣､
	表1-2.未成熟卵子回収成績
	分娩 軌(OPU)
	Nu
	Nひ
	第2章
	影響､および3)FA+PRID+tAI処置後の妊娠が､反復OPU-IVPの成績
	2-2. 材料および方法
	挿入した｡PRIDは9日間留置し､クロブロステノール(ナガセ医薬品､伊
	離(700×9､5min)により洗浄した｡精子ペレットはⅠVFlOOに再懸濁
	る分割率や月杢盤胞率の比較はx2検定で実施した｡データは､平均土標準
	2-3. 結 果
	であり､離乳群が有意に(P<0.01)多かった｡同様に､培養卵子数(離乳
	にみると(データを示さず)､処置開始時に既に血中 P濃度が1ng/ml
	2-4. 考 察
	ロトコールにおいて､CIDR抜去とGnRH-A投与までの間隔を36時間と
	さらに､離乳群において､本章のFA+PRID+tAI処置によく反応し､P4
	離乳群､授乳群の4回の個々のOPU-ⅠVP施行成績では､回収卵子数
	の1回の施行で生産される月杢盤胞の平均数(土標準誤差)は､離乳群と授乳
	59)｡また､反復OPUが短い間隔で実施可能であることはよく知られてい
	2-5. 小 括
	表2-1･FA+PRID+tAIプDトコールにおけるのOPU-IVP成績に及ぼす授乳および妊娠成否の影響
	分娩m(よ｡①,PGF2｡_A苦tニⅠ
	(A)妊娠牛
	(A)妊娠牛
	5
	第3章
	本章の目的は､分娩後早期の黒毛和種牛において､PRIDを活用したtAI
	3-2. 材料及び方法
	かったo GnRH群にはGnRHアナログ(酢酸フエルテレリン100ug､ナ
	Day24(tAI後14日)､Day31(21日)に実施し､試験2ではこれに
	間変動係数はP4について､それぞれ､5.2､10.4%で､E2ではそれぞれ
	3-3. 結 果
	Pg/mI､同期排卵しなかったもので2.73士0.81pg/mJであり､前者は
	た(P=0･060)｡Day7の血禁中E2濃度は3群区間で違いがみられなか
	3-4. 考 察
	応性は､PRID単独群においてより多様であり､卵胞吸弓帽羊ではより一様
	試験1の結果を受けて､試験2では､試験1の観察点に新たな観察日
	泌乳中の乳牛において､最大卵胞の直径とpre-GnRH-Aによる排卵の
	に卵巣周期が再開し､予めP4で下垂体が感作されることにより､E2のポ
	子の発育能が十分備わっていないことによると考えられる(77)｡すなわ
	3-5. 小 括
	確保や畜産業の経営安定に貢献する技術となり得ると考えられた｡
	表3-1- Day9§におけるt-GnRH-A投与に対する誘起排卵の状況(試験1)
	表3-2.
	分娩
	の00
	4
	8
	総 括
	プルは､DayOおよび7､9､10､12､17､24､31に採取し､血中P4
	種牛において､多くの卵子を回収して相当数の良質な体外培養月杢を生産で
	弓帽羊で55-6%(5/9)であった｡これらの結果から､卵胞の発育波を同調
	謝 辞
	生体内卵子回収一体外牛胚生産に関する研究を始めるにあたり､物心共に
	引用文献
	aided byultrasoundwithorwithoutgonadotroprn
	]･S･(2004)･Pregnancyin dairycowsaftersynchronized
	26)Goodhand,K･L･′Watt,R.G.,Staines′M.E.,Hutchinson,].
	Performanceand metabolicstatusofobese]apanese brack
	Mapletoft′R.].(2000).Induction offol)icuJarwave
	50)Mo｢eira,F･,Or[andi,C.,Risco′C.A.,Mattos′R.,Lopes′F.,
	maximizefertiJityin cattle.]Reprod FertirSuppI54,61-71.

