
 
 
 

 
 
 
 前回の記事「⽜ AMH(抗ミュラー管ホルモン)と胚⽣産における活⽤法 1」では AMH の概要と⽣理学的な役
割について記載した。今回の記事では⾎中 AMH 濃度に影響を与える要因について記載する。AMH は⼀般的に
発情周期で⼤きな変動はないホルモンと⾔われている(Rico et al.,2009)が、⽜側の内的要因、採⾎⽅法や時期に
よる外的要因で測定値は⼤きく変動する。胚⽣産のドナー選抜において AMH を卵胞予備能の指標として活⽤す
るにあたり、測定値に影響を与える変動要因を 2 回に分けて整理する。今回は⽜側の要因について整理する。 
 
⾎中 AMH 濃度を左右する要因 
① 種類 

⼀般的に乳⽤種は⾁⽤種に⽐べて AMH が低い。ホ
ルスタイン種と交雑種(アンガス×シャロレー)を⽐較
した報告では、交雑種の卵胞数の⽅が多く AMH 濃度
も有意に⾼い(Mossa et al.,2017)。しかし、乳⽤種間で
の差異に関しては議論の余地がある。ホルスタイン種
とジャージー種を⽐較した報告ではジャージー種が
⾼いという報告(Ribeiro et al.2014)がある⼀⽅で、変
わらないとする報告(Pfeiffer et al.,2014 年)もある。⾎
中 AMH は要因②にも記すように胎児期の⺟⽜の栄養
状態との関係が報告されている。乳⽤種で AMH が低
い理由として、乳⽣産によるエネルギー消費が⼀つの
理由として挙げられるかもしれない。 
② 胎児期の⺟⽜の栄養状態 
Mossa らは交雑⾁⽤種を授精 11 ⽇前から妊娠 110 ⽇
ま で 維 持 エ ネ ル ギ ー 量 の 120%( コ ン ト ロ ー ル
群:n=13)と 60%(栄養制限群:n=10)に分けて管理し、
その後出⽣した胎児の成績を調査している(Mossa et 
al.,2017) 。

 
図 1 栄養制限群とコントロール群⺟⽜から⽣まれ
た⼦⽜の AMH 値(ng/ml) 

栄養制限された⼦⽜から⽣まれた⼦⽜は、各週齢で
卵胞数と 96 か⽉齢で屠殺された後の卵巣卵胞数も少
なく、AMH も有意に低下していた。

 
表 1 ⺟⽜の栄養制限とその⼦⽜の胞状卵胞数の違い 
乳⽣産によるエネルギー消費は⼦⽜の卵胞予備能を
低下させる可能性があると同時に卵胞予備能を増や
すには、⺟⽜の管理から⾒直す必要がある。 
③ ⽉齢 
図 2 はホルスタイン種とネロレ種の⼦⽜(2-4 か⽉齢)
と春季発動後育成⽜の AMH 値の⽐較(ホル：⼦⽜ 24
頭、育成⽜ 10 頭、ネロレ：⼦⽜ 30 頭、育成⽜ 30 頭 
)で、⼦⽜では AMH 値は有意に⾼い(P.S.Baruselli et 
al.,2015)。ホルスタイン⾎中 AMH 濃度は⽣後 2 か
⽉の間で増加し、5 か⽉齢以降に減少すると⾔われて
いる。春期発動期を迎える 8 から 9 か⽉齢では安定
することが報告されている(KJ.Alward,2019)。
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図 ２ ⼦⽜と育成⽜の AMH 値(ng/ml)の違い 
④ 分娩後⽇数 

 
図 3 ホルスタイン種乳⽜の分娩前後の AMH 値 
図 3 はホルスタイン未経産⽜ 105 頭を 13−15 か⽉

齢時、分娩後 5−20 ⽇、授精前の分娩後 45−60 ⽇の
時点で測定した AMH 値の結果である。各時点での
AMH の平均値は未経産⽜で 313pg/ml、分娩後で
160pg/ml 、授 精 前 で 183pg/ml 、各 時 点で 有意 差
(p<0.01)があり、分娩後は特に低い。これは負のエネ
ルギーバランスで NEFA により、卵胞の成⻑が阻害さ
れることが理由として挙げられる(Lucy MS et al., 
2007)。分娩後の代謝⽣理を反映することから、その⽜
の卵巣予備能を測る場合は未経産⽜もしくは分娩 60
⽇後のサンプリングが推奨されている(KJ.Alward et 
al.,2021)。 
⑤ 産次数 
下図はフロリダ州の 2 酪農場における 1237 頭の乳⽤
種(ホルスタイン種 457 頭、ホル/ジャージー交雑種
185 頭、ジャージー種 621 頭)を対象に産次ごとに⽐
較した図だが、初産と 4 産以降で 2 産、3 産に⽐べて
低い数値となっている。⽜が抱える卵胞数は 4−5 歳
で最⼤となり、その後減少する可能性が指摘されてい
る。産児の進んだドナーは採卵成績に影響が出る可能
性がある。 

 
⑥ 遺伝 
AMH と卵胞予備能も遺伝する。下図はホルスタイン
種(116 組)とジャージー種(106 組)の⺟⼦の AMH を
測定したところ相関係数は低いものの、有意にリニア
な関係を⽰している(P.S.Baruselli et al.,2015)。 

 
親の卵胞数は遺伝的に⼦⽜に引き継がれる。次世代の
採卵成績向上の為にも AMH と卵胞数は、ドナー選抜
の判断材料の⼀つとして重要と⾔える。今回は AMH
に影響する⽜側の要因に関して整理した。次回は採⾎
時⽅法等外的要因に関して整理する。 
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