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 ⽜の繁殖管理の現場では、妊娠診断の⽅法は直腸検査及び、超⾳波検査による直接的な⽅法で⾏われているこ
とが、多いと思われます。しかし、⽜群規模の拡⼤や、AMS(⾃動搾乳システム)の普及によって、ホルモンや妊
娠⽜から分泌される物質を検出して、妊娠診断をする⽅法も普及してきました。既に商業ベースで⾏われている
⽅法は乳検で⾏われている乳汁 PAGs(pregnancy-associated glycoproteins)の検出、および AMS ⽜群ではハード
ナビゲーター(以下 HN)で検出されるプロジェステロン値の測定があります。今回は、ハードナビゲーターを導
⼊している、経産⽜ 460 頭の牧場の検診において超⾳波による妊娠診断とハードナビゲーターによる妊娠診断結
果を⽐較し、その精度について検証したので紹介いたします。 
 
プロジェステロン値及び PAG 値の測定
 プロジェステロンは発情周期中の⻩体から、妊娠期
間中は胎盤からも分泌されるホルモンで、発情周期で
プロジェステロン値が⾼値で維持されることを利⽤
して、妊娠鑑定に使われます。⼀⽅、PAGs(pregnancy-
associated glycoproteins)は胚の着床時に、胚の栄養膜
から⼦宮上⽪を通して⺟体の⾎流に放出される糖た
んぱく質です。PAGs 値は授精後 32 ⽇でピークを⽰
し、低下したのち、74 ⽇⽬で再度上昇します。従って、
30 ⽇前後での妊娠診断が可能とされています。PAGs
値による妊娠診断精度に関しては各報告がある⼀⽅
で HN のプロジェステロン値による妊娠診断精度に関
する調査報告は少ないのが現状です。⽇頃の妊娠鑑定
の結果を整理し、プロジェステロン値による妊娠診断
精度の検証と活⽤法を検討しました。 
直腸検査による妊娠診断 
 プロジェステロン値の診断結果を整理する前に、直
腸検査と再鑑定の結果を⽐較しました。直腸検査は授
精後 27 ⽇から 42 ⽇で⾏い、再鑑定は妊娠喪失割合が 
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100 
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100 
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96 
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表 1. 超⾳波妊娠診断と再鑑定時の結果の⽐較 

低下する 57 ⽇⽬以降で⾏っています。早期に妊娠鑑
定陽性でも、約 7%(陽性的中率 93%)が再鑑定時に陰
性のことがありましたが、妊娠喪失によるものと考え
られました。図に⽰した通り授精後 28 ⽇から 42 ⽇の
妊娠喪失は 11%、42 ⽇から 56 ⽇は 6%と報告されて
おります。妊娠鑑定時の時期的な影響もある可能性が
あると思われますが、妊娠喪失割合は報告と⼤きくず
れていないことから、筆者の超⾳波検査による診断結
果とプロジェステロン値による妊娠診断結果を⽐較
し HＮの診断精度を評価しました。 

 
図 1. ホルスタイン搾乳⽜の授精後 28 ⽇から分娩ま
での妊娠喪失割合(Vasconcelos, etal.1997) 
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HN のプロジェステロン値測定による妊娠診断精度 
経産⽜頭数 460 頭の AMS ⽜群で授精後 28 ⽇から

42 ⽇に妊娠鑑定を⾏った、249 頭のデータをまとめま
した。妊娠診断は検診前⽇のプロジェステロン値と、
それ以前の同値波形から、再発情がないことを確認し、
⽣産者によって妊娠＋と診断されました。HN の診断
と検診時超⾳波による妊娠診断の結果を⽐較しまし
た(表 1)。 
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93 
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表 1. HN の診断精度(n=249) 
 
授精後 3 週間⽬のプロジェステロン値による妊娠診断
では、⾼精度に⾮妊娠⽜の検出が出来る⼀⽅、妊娠⽜
の検出精度は低いとされています(Holtz et al.,2019)。
今回の結果も特異度、陽性的中率ともに低い結果とな
りました。これは、妊娠陰性の個体を陽性と診断して
いるケースが少なくないということを表しており、こ
れは妊娠喪失した個体の⻩体が延⻑し空胎⽜でもプ
ロジェステロン値が⾼値の個体がいる為と思われま
す。Giordano らは 32 ⽇⽬で妊娠−と診断された⽜の
35-45%は⻩体遺残でありプロジェステロン値が維持
されると報告しています。今回の結果においても授精
後 32 ⽇⽬以降の個体で整理すると、陽性的中率は
88％まで上がることから、図で陽性的中率が低い理由
として、HN において妊娠⽜と診断された個体の中に
⻩体遺残による⾼プロジェステロン値の個体が数頭
混在していたことで数頭の偽陽性がいたものと考え
られました。また、HN で診断出来なかった個体(妊娠
±)は妊娠−と位置付けたため、陰性的中率も低かっ
たと思われました。HN 診断精度は 85%(授精後 32 ⽇
⽬以降の場合 87%)であり、これは、表 2 に⽰した PAG
ｓ値による精度(Ricci らの報告によるもの)とそこま
で変わらない値となりました。HN のデータを補助的
に使うことで、超⾳波による早期妊娠診断では、HN

で妊娠と診断された⽜の内、空胎で⻩体遺残の⽜を検
出する作業及び、波形で診断出来ない⽜の妊娠鑑定と
いう作業になります。 
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79 

(52/66) 

99 
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98 
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表 2. 乳中 PAGs による妊娠診断の精度 
(Ricci A, et al.2015) 

 
Fricke らは理想的な妊娠診断の基準は 1.⾼い陽性的

中率、2.⾼い陰性的中率、3.安価、4.簡易 5.すぐに結果
が分かることと定義しています。簡易ですぐに結果が
分かり、今後のデータの蓄積により陽性的中率と陰性
的中率が向上させることができれば、⾮常に有益なツ
ールであると考えられます。授精後 7 週間後のプロジ
ェステロン値も併せて使⽤すれば、診断精度現段階で
は 97％になると報告(Holtz et al.,2019)されているこ
とから、現状では、早期妊娠診断の時期には超⾳波診
断の補助的なツールとして使⽤すること、再鑑定の時
期にはプロジェステロン値による診断を⾏うことで、
検診頭数を⼤幅に減らすことが期待できます。また、
コストに関しては HN が効率的に発情発⾒にも寄与す
ることから、現段階では PAGs 等と同じように⽐較す
ることが難しいと思われます。今後、データを収集し
つつ整理していきたいと思います。 
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