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 7 ．黒毛和種牛におけるメトリチェックによる腟粘液スコアと受胎率との関係 
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Ⅰ．はじめに 

 宮崎県の畜産は農業産出額の約55%を占め、また、飼養頭数も全国有数

であるなど、まさに本県の基幹産業として位置づけられる重要な産業と

なっている。一方で、県内における肉用牛の分娩間隔はここ数年延長傾向

にあり、繁殖経営の目標とされる“１年１産”にはほど遠い状況となって

いる。このような状況のなか、宮崎県では平成22年に発生した口蹄疫から

の復興に向けた基本方針のなかで「宮崎県畜産新生プラン」を策定し、肉

用牛繁殖経営では“１年１産”を目指す姿として、分娩間隔の短縮に取り

組んでいる。 

 私が人工授精業を営む西諸県郡高原町は宮崎県の南西部に位置し、鹿児

島県と接した霧島連山の麓に広がっている。高原町は、「畜産のまち た

かはる」と呼ばれ、農業産出額のうち畜産が75%のシェアを占め、なかで

も肉用牛は「宮崎牛」の一大生産地を形成しており、生産から肥育までの地域内一貫生産体制を確立してい

る。また、県の畜産試験場や一般社団法人宮崎県家畜改良事業団の産肉能力検定所も町内に立地している。 

 人工授精実施の判断基準としては、生産者からの稟告による発情状況の確認、外観による外陰部の状況、

直腸検査による子宮収縮、卵胞の成熟等が用いられている。また、子宮頸管粘液は、量や粘稠度が発情期判

定に活用されている。一方、子宮頸管粘液の濁り（膿の混入）は、分娩後の子宮修復遅延や子宮内膜炎をモ

ニターできる有効な手段であるが、黒毛和種牛の人工授精現場において、人工授精実施の判断基準としての

明確な指標はない。 

 メトリチェックは、ステンレス棒の先端に取り付

けられたゴムキャップで腟粘液を採取し、粘液性状

（膿の割合）を評価する器具である。国内では2008

年より発売が開始され、ホルスタイン種を中心に、

子宮内膜炎の評価ツールとして活用されているが、

黒毛和種牛における子宮環境の評価や、受胎率との

関係についての報告はほとんどない。 

 そこで、黒毛和種牛における人工授精時の腟粘液

スコアと受胎率との関係について調査し、人工授精

現場において、メトリチェックを人工授精実施の判

断基準ツールとして活用することができないか検

討した。 

50cm

スコア0 スコア1 スコア2 スコア3 スコア4
透明な粘液 膿断⽚を含んだ

透明な粘液
膿の割合が
50%未満

膿の割合が
50%以上

スコア3の外観
かつ悪臭を伴う

図1 メトリチェックによる腟粘液の評価
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Ⅱ．材料および方法 

 調査には、管内で人工授精を依頼された黒毛和種牛103頭を用いた。採材期間は平成24年９月から平成25

年12月までとした。メトリチェックによる腟粘液スコアは、Sheldon（2006）らの報告をもとに、膿の割合

に応じてスコア０からスコア４までの５段階で評価し（図１）、スコア別の頭数割合を求めた。次に、人工

授精時の腟粘液スコアと受胎率との関係を調べた。なお、今回の調査における人工授精実施の判断は、スコ

アを反映させず、これまでの自分の経験に基づいて行った。 

Ⅲ．結 果 

 人工授精時の腟粘液スコア別の頭数割合は、スコア０が58.3%、スコア１が30.1%、スコア２が8.7%、スコ

ア３-４が2.9%となり、スコア０-１が全体の88.4%を占めた（図２）。 

 人工授精時の腟粘液スコアと受胎率との関係では、スコア０-１では受胎率が高かったのに対し、スコア

２では有意に低かった（P<0.05）（図３）。なお、スコア３-４については、人工授精は実施せず、獣医師に

治療を依頼した。 

図2 ⼈⼯授精時の腟粘液スコアの内訳
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図3 ⼈⼯授精時の腟粘液スコアと受胎率との関係
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腟粘液スコア a-b : P<0.05

※ スコア3以上の⽜については、これまでの判断により⼈⼯授精は実施せず、
獣医師に治療を依頼した  

 分娩後人工授精までの経過日数と受胎率との関係を調べたところ、分娩後120日以降では、61-120日と比

較して受胎率が有意に低かった（P<0.05）（図４）。 

 分娩後日数ごとの腟粘液スコア２の出現割合は、分娩後60日以内に比べ、61－120日で減少したが、121日

以降では、再び増加した（図５）。 

図4 分娩後⼈⼯授精までの⽇数と受胎率との関係
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図5 分娩後⽇数ごとの腟粘液スコア2の割合
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Ⅳ．考 察 

 管内の黒毛和種牛における人工授精時の腟粘液スコアは、全体の88.4%がスコア０-１であった。したがっ

て、黒毛和種牛においては、人工授精対象牛の大部分で子宮が回復していることが明らかとなった。一方で、

スコア２の牛の受胎率はスコア０-１と比較して有意に低かった。このことから、人工授精対象牛のうち、

メトリチェックによるスコア２のものは、対象から除外したほうが望ましいのではないかと考えられた。 

 分娩後人工授精までの日数と受胎率との関係では、分娩後121日以上で受胎率が有意に低かった。分娩後

121日以降の授精例では、腟粘液スコア２の出現割合が高かったことから、子宮環境の不良が受胎率低下の

原因の一つではないかと推測された。 

 以上のことから、黒毛和種牛においても、人工授精時の腟粘液スコアが受胎率に影響することが明らかと

なり、子宮環境の異常が受胎率に悪影響を及ぼしている可能性が示唆された。 

Ⅴ．まとめ 

 私は、今回の調査結果から、これまでの人工授精

実施の判断基準に加えて、人工授精時の子宮環境を

客観的に評価することができるメトリチェックを、

新たな判断基準として取り入れてはどうか！とい

うことを提案したい（図６）。 

 今回の調査結果から提案する新たな判断基準は、

人工授精時のメトリチェックによる腟粘液スコア

０-１については、受胎率に影響しないため授精は

実施可能、スコア２以上については受胎率に影響す

るため授精は見送り、獣医師に治療を依頼するなど、

早期発見・対策を行うというものである。 

 これまでの人工授精実施の判断基準に加えてこの基準を追加することによって、受胎率改善による分娩間

隔の短縮に寄与できるものと考える。 

図6 ⼈⼯授精現場への提案

■⼈⼯授精時の⼦宮環境を客観的評価することができる
メトリチェックを、⼈⼯授精実施の新たな判断基準
として取り⼊れてはどうか！
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⼈⼯授精 OK   ⼈⼯授精 NG 早期発⾒・対策
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 8 ．ホルスタイン種牛の繁殖障害への灸の応用 

 

宮城県 石井豊希 

（NOSAI宮城 中央家畜診療センター） 

Ⅰ．はじめに 

 灸とは経穴とも呼ばれるツボに温熱刺激を与えることで生理状態を変化させ疾病を治療する方法であり、

自律神経などに作用して内分泌に影響を与えることが確認されている。また、施灸部位の火傷からヒストト

キシンと呼ばれる加熱タンパク体が血中に吸収され各種幼弱白血球が増加して免疫機能が亢進することも

認められている。灸の種類は大きく二分され、有痕灸（皮膚のうえに直接据えて灸痕を残す方法）と無痕灸

（直接皮膚に据えるが灸痕を残すことを目的としない、または直接据えない方法）があり、牛の灸は主に無

痕灸が用いられる。 

 牛の畜産現場において、灸は運動器病や繁殖障害、泌尿器障害および消化器障害の治療後の機能回復に効

果があると報告されているが、近年、施灸の頻度は減少傾向にある。 

 今回、現在でも酪農経営において重要課題の一つである繁殖障害に対する灸の効果について再検討を行っ

た。 

Ⅱ．材料および方法 

 管内の２戸の酪農家で飼育されているホルスタイン種乳牛のうち、繁殖障害と診断され、ホルモン剤を用

いた治療による効果が認められなかった４頭（育成牛１頭、経産牛３頭）に対して施灸を一日一回行った。 

 施灸一日目にBCS測定と血液生化学検査（検査項目：TP、Alb、BUN、T-Cho、GOT、GGT）を行い、経産牛３

頭においては一日の乳量を聞き取り調査した。各施灸前に外部兆候の観察および直腸検査と超音波画像診断

装置による子宮と卵巣の観察を行った。また、施灸の効果は、施灸時に排便、排尿、流涎の生体反応の有無

を観察し、これらの反応がみられた場合、有効と判定した。        

 施灸は、繁殖障害に効果があると言われている９か所のツボに味噌25ｇを塗り、丸めたもぐさ1.5ｇを味

噌に固定後着火し、煙が出てこなくなるまで実施した（図１）。 

 

 

図１ 繁殖障害治療のために施灸した牛のツボ 
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