
 
 

 
 
 
繁殖管理が酪農経営において重要なことは周知の

事実です。ほとんどの酪農家が繁殖管理の重要性を理
解して、⽇々繁殖成績を良くするためのチャレンジに
取り組んでいます。⽇々の仕事の中で、繁殖成績がど
んどん良くなっていく牧場がある⼀⽅で、活動量計や
プログラム授精、⼦宮洗浄や追い移植など様々なチャ
レンジが実践されているにも関わらず繁殖成績が良
くならない牧場が存在するのも事実です。この違いは、
どこにあるのでしょうか？最も⼤きく影響している
と考えられるのは、移⾏期の管理です。今回は、分娩
後の⽜の健康状態がどのように繁殖成績に影響して
いくのかについて、実際の牧場のデータを交えながら
説明します。 

 

繁殖成績がいい牧場の特徴 
 まず、繁殖成績がいい牧場の繁殖成績のデータを表
１にまとめました。繁殖成績が良いという基準は、
DairyComp305 で算出された妊娠率が 20％以上の牧
場とします。ここで⽰されている妊娠率は、VWP を
50 ⽇、もしくは 60 ⽇に設定した時の値です。この表
から、繁殖成績がいい牧場は、受胎率が⾼く、分娩後
の⼦宮回復が早く、第四胃変位が少ない事が分かりま
す。受胎率は中央値で 44％、初回授精の受胎率の中央
値も 41％と⽐較的⾼い値になっています。また、分娩
後 30-40 ⽇でのフレッシュチェックにおいて、⻩体を 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
保有している⽜の割合は中央値で 5８％、⼦宮蓄膿症 
もしくは⼦宮内膜炎が疑われる所⾒が観察され治療
を施した⽜の割合は 5％未満と低い値を⽰しています。
第四胃変位の１年間の発⽣割合（第四胃変位発⽣頭数
/分娩頭数）も５％未満にコントロールされています。
繁殖成績がいい牧場は受胎率が⾼く、分娩後の⼦宮回
復が早いことが分かります。 
 

分娩後の⼦宮回復 
妊娠率が 20％以上の牧場では、フレッシュチェック

時の⼦宮内膜炎が疑われる⽜の割合が低い事を表１
で⽰しました。では、フレッシュチェックでの⼦宮所
⾒はどのくらいのその後の繁殖成績に影響するので
しょうか？図１に⽰したのは、繁殖検診実施農場にお
いてフレッシュチェックで⼦宮回復が悪かった⽜と、
健康だった⽜、それぞれの⽜が妊娠していく速さを⽐
較したグラフです。このグラフから分かることは、フ
レッシュチェックで⼦宮の回復が悪い⽜は、健康だっ
た⽜よりも空胎⽇数が約 30 ⽇延⻑するということで
す。ここで重要なことは、⼦宮回復が悪い⽜に対して
は、フレッシュチェック時に治療が施され、その後も
プログラム授精や⼦宮洗浄、hCG 投与など、さまざま
な対策が講じられているにも関わらず、空胎⽇数が延
⻑しているということです。つまり、フレッシュチェ
ックをした分娩後 30 ⽇前後の⼦宮の状態で、その⽜
の空胎⽇数はある程度決まっているといっても過⾔ 

 
 
 

 
妊娠率
（％） 

受胎率
（％） 

初回授精受
胎率（％） 

発情発⾒率
（％） 

フレッシュチェック 
DA(%) 

CL(%) 
⼦宮蓄膿症

（％） 
中央値 21 44 41 51 58.3 3.4 3.65 
平均値 22.1 42.5 41.3 52.1 56.5 3.79 3.58 

標準偏差 2.7 5.17 5.9 5.13 6.7 2.15 2.03 
農場数 17 17 17 17 12 12 16 

NORTH VETS 通信 

    
2019 年 12 ⽉ 
Vol.001 

表１．妊娠率 20％以上の牧場の繁殖成績 
※妊娠率は DairyComp305 で算出。VWP は 50 ⽇〜60 ⽇。 
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ではありません。もう少し溯ると、フレッシュチェッ
ク時の⼦宮の状態は、分娩介助や胎盤停滞、周産期病
などと強く関係します。当然、空胎⽇数が⻑い⽜への
対策は重要ですが、移⾏期管理が上⼿くいっていない
状況では、そういった努⼒が報われる可能性は低いと
いえます。まずフレッシュチェックで⼦宮が健康な⽜
の割合を⾼めることが極めて重要になります。 
では、分娩後⼦宮炎になる⽜は乾乳期にどういった特
徴があるのでしょうか？表２に⽰したのは、分娩後⼦
宮炎になった⽜とならなかった⽜の分娩前後の乾物
摂取量を⽐較した研究結果です。このグラフから、⼦
宮炎になる⽜は、乾乳期にすでに乾物摂取量が低くな
っていることが分かります。また別の研究においても、
胎盤停滞になる⽜は、乾乳期にすでに NEFA が上昇し
ており、乾物摂取量が低い事が報告されています
（Seifi HA, 2007）。 
 

 
 

 
分娩後のフレッシュチェックにおける⼦宮の状態

その後の空胎⽇数に⼤きく影響します。また、⼦宮炎
になる⽜は乾乳期にすでに乾物摂取量が低下してい

る可能性が⾼いです。乾乳期の乾物摂取量を⾼め、分
娩後もその乾物摂取量を維持できれば⼦宮炎を予防
することができ、結果的に早く妊娠させることが可能
となります。 
 

受胎率 
妊娠率が 20％以上の牧場では、平均の受胎率、初回

授精の受胎率がともに 40％以上でした。受胎率にはさ
まざまな要因が関わりますが、ここでは栄養的な側⾯
について特筆します。分娩後の早い時期の初回排卵、
そして初回授精の受胎率を上げるためには、分娩後の
⾎糖値を早い時期に正常な範囲に回復させる事が極
めて重要です。⾎糖値は、繁殖に関わるホルモン分泌
を脳で制御している視床下部や下垂体において重要
な栄養素であり、インスリンや成⻑ホルモン、IGF-1 

 

 
 

 
などのホルモン濃度に影響を及ぼします。分娩後の 
低い⾎糖値は、排卵障害や無発情、早期胚死滅の原因
となり、発情発⾒率と受胎率低下の原因となります。   

 分娩からの週数 
2 週間前 1 週間前 1 週間後 ２週間後 

健康⽜ 1.49＋0.5 14.3±0.5 14.8±0.7 16.5±0.7 
軽度⼦宮炎の⽜ 14.3±0.4 12.7±0.5* 12.2±0.6** 13.9±0.6* 
重度⼦宮炎の⽜ 13.1±0.6* 11.2±0.7*** 8.8±0.9*** 12.1±0.9** 
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表２．健康⽜と⼦宮炎に罹患した⽜の乾物摂取量の推移。               *:P<0.05, **:P<0.01, ***P<0.001 
Huzzey J. H., J.Dairy Sci(2007) 

図１．フレッシュチェック時に⼦宮が健康だった⽜と⼦宮内膜炎が疑われた⽜の⽣存分析による妊娠スピ
ードの⽐較。 



授精のタイミングが合っていれば、80-85％の確率
で受精卵になります。しかし、その後胚死滅が起きて、
妊娠鑑定をする授精後 30 ⽇前後においても妊娠を維
持している⽜は、授精⽜の 45-50％になります。つま
り 50-55％が胚死滅していることになります。このよ
うに胚死滅は受胎率に⼤きく影響する因⼦の⼀つで
す。受胎率の低い牧場は胚死滅が多く、受胎率が⾼い
牧場は胚死滅が少ないともいえます。早期胚死滅を減
らして、受胎率、特に初回授精の受胎率を上げるため
には、分娩後いかに早く⾎糖値を正常な値に回復させ
る事が出来るかが重要になります。⽜の⾎糖値を上げ
るために必要な栄養素はデンプンです。分娩後の乾物
摂取量を⾼めて、健康な状態を維持しながら絶対量と
してのデンプン摂取量を⾼める事が、⾼い初回授精受
胎率に⼤きく影響します。 

 

乳量と繁殖成績との関係 
乳量が⾼い牧場では繁殖成績が良くないという話

を⽿にすることがあります。確かに、乳量が⾼い牧場
の繁殖管理は難しくなることは事実です。しかし、繁
殖成績を良くして、乳量が伸びていくというのが乳量
増加の健全なプロセスではないでしょうか？逆に、繁
殖成績が良くない状態で伸びた乳量を 3 年、５年と維
持していくのは⾮常に難しいです。繁殖成績を良くし
て、平均搾乳⽇数を短縮し、分娩頭数を増やして⽜群
の淘汰圧を⾼めていくことで、⽜群の健康レベルを維

持しながら乳量を伸ばしていくことが可能となりま
す。図２に⽰しているのは、⽜群の年間平均乳量が
12000 ㎏未満の牧場と 12000 ㎏以上の牧場の分娩後⽇
数別の受胎率と乳量を⽐較したグラフです。このグラ
フから、乳量が⾼い牧場の繁殖成績が悪くないことが
分かります。むしろ、乳量が⾼い牧場の⽅が⾼い受胎
率を⽰しています。繁殖成績を良くして、乳量を伸ば
していくことで、⾼い妊娠率と⾼泌乳の両⽅を維持す
ることが可能となります。 

 

分娩後の乾物摂取量を最⼤にする 
⾼い妊娠率と⾼泌乳、周産期病予防はいずれも分娩

後の乾物摂取量をいかに⾼める事が出来るかが⾮常
に重要なポイントになります。分娩後の乾物摂取量を
最⼤にすることが出来れば、周産期病を予防する事が
出来、早期の⼦宮回復、そして早い時期に⾎糖値を正
常レベルまで回復させることができます。結果として
早く妊娠⽜を獲得することに繋がります。次回は、そ
の分娩後の乾物摂取量を最⼤にするために重要な乾
乳期の管理について説明します。 
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図 2．年間平均乳量が 12000 ㎏未満(n=10)の牧場と 12000 ㎏以上の牧場(n=8)の分娩後⽇数別の受胎率。 


