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乳汁中妊娠関連糖蛋白質(PAGs)測定による 

乳牛の早期不妊娠診断の応用事例 
 

 酪農経営にとって乳牛が妊娠することは、牛乳を搾る上での必要条件である。乳牛が妊娠

し、分娩して初めて牛乳の生産が開始される。より多くの妊娠牛を確保することが、酪農家

の数が月先の経営状況を左右する要因になる。乳牛の妊娠診断は、直腸検査法、携帯型超音

波画像診断装置を用いた診断、70 日ノンリターン法(授精後 70 日を経て発情がなければ妊

娠したと判定する方法)がある。今回は新しい乳汁中妊娠関連糖蛋白質(PAGs)測定による乳

牛の早期不妊娠診断の応用事例を紹介しながら、新たなる繁殖への取り組みを考えてみる。 

 

１．各種妊娠診断法の利点と欠点 

 各種妊娠診断法の利点と欠点を考えてみる。 

妊娠診断法 利点 欠点 

直腸検査法 設備が不要 準備が不用 

費用が安い 

獣医師の熟練を要する 

検査時に牛が拘束を受ける 

超音波検査法 胎児の生存と双胎確認が可能 

雌雄判別が可能 

受精後 26 日以降で妊鑑可能 

卵巣疾患の診断が容易 

獣医師の熟練を要する 

検査時に牛が拘束を受ける 

超音波装置が高い 

早期妊娠診断では再確認が必要 

PAGs 検査法 獣医師の関与がない 

検査材料の牛乳の採材が容易 

検査時に牛の拘束がない 

胎児の生死判定ができない 

子宮や卵巣の状態が不明 

早期妊娠診断では再確認が必要 

  

 表より PAGs 検査の利点は、獣医師の関与がなく酪農家自らができることにある。更に、

検査時に牛の拘束がなく、搾乳時に当該牛の牛乳を採材する事で検査が可能となる。しかし、

早期妊娠診断では早期胚芽死などがあり、妊娠の再確認が必要となる。従って PAGs 検査と

直腸検査法を組み合わせて利用することで、よりよい妊娠診断が可能と考えられる。 

 

２．具体的な取り組み 

 3 戸の酪農家に協力を願い、PAGs 検査と直腸検査法(受精後 40 日以上)を併用するプログ

ラムを実施してみた。繁殖検診プログラムを作成上、毎週月曜日を繁殖の日として作業の効

率化を図り実施したが、実施曜日は酪農家の都合で変更してかまわない。PAGs 検査用の牛

乳サンプルが土曜日や日曜日に IDEXX 社(検査会社)に届かないようにサンプル発送日と繁
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殖検診日を考える。 

 基本プログラムは、直腸検査による妊娠鑑定は隔週月曜日に実施し、3 週前の PAGs 陽性

牛の再妊娠鑑定(受精後 44-52 日程度)を実施する。定期繁殖検診以外の隔週月曜日には、

PAGs 陰性牛に対して定時人工授精プログラムなどを実施する。隔週土曜日（月曜日には届

くように）には受精後 28 日～36 日の牛の牛乳を採材して、IDEZXX 社に発送をする。受精後

24-27 日の牛は、2 週後の定期検査時に 40 日を過ぎているので、PAGs 検査ではなく直腸検

査による妊娠鑑定を実施する。 

 小規模酪農家では近隣の酪農家と組み、サンプル数が 10 検体以上となり送料が無料とな

る仕組みを作り上げて、隔週でサンプルを送付する。大規模酪農家では、自家農場内でサン

プル数が揃うので隔週送付する。更に規模が大きなメガファームは、定期的繁殖検診と牛乳

の採材は毎週曜日を決めて実施する。これらの繁殖管理作業は、定期的に実施することが重

要であり、その時の思いつきで実施してはいけない。 

 

週 月曜日 火 水 木曜日 金 土曜日 日 

第 1 週      M採材(28-36日)  

第 2 週 直検妊娠鑑定    P 判定結果    

第 3 週 P(-)処置（TAI）     M採材(28-36日)  

第 4 週 直検妊娠鑑定 

P(+)再鑑定(44-52) 

他の鑑定(40-43) 

  P 判定結果    

第 5 週 P(-)処置（TAI）     M採材(28-36日)  

M：牛乳の採材 P:PAGs 検査 TAI:定時人工授精を示す （  ）の数字は受精後日数 

 

 本プログラムでは､PAGs 検査後の再妊娠鑑定日を 40 日以降として計算しているが、早期

胚芽死をより重要視する場合には、更に 2 週間後の 58-66 日での再妊娠鑑定でも良い。定期

的に妊娠鑑定を実施するように、各酪農場でプログラム実施曜日を変更する。 

  

*参考資料 IDEXX 社資料より 

   流産率(早期胚芽死) 受精後 28-42 日  10.9% 

             受精後 42-56 日   6.3% 

             受精後 56-282 日   7.2% 

             受精後 28-282 日  24.4%   

出典:Vasconcelos et al,1997. 

*授精後 23 日目の妊娠率を 100%としたとき、ある期間内にそのうちの何%の牛が流産したか

を示している。このように極めて早期の妊娠診断では、胚芽死の確率が高いことがわかる。

また、妊娠鑑定は、その時点での妊娠を診断しているだけで、分娩までの妊娠を保証してい

るわけではないので、注意を要する。 
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３．PAGs 検査実施後の効果 

3 戸の酪農家の PAGs 検査の結果と直腸検査による妊娠鑑定の結果を表にまとめてみた。 

PAGs 検査にて妊娠（－）と判定されたものは、直腸検査でもほぼ 100％（－）と判定されて

おり、この PAGs 検査は妊娠検査と言うよりも不妊娠検査と言ったが良い。妊娠（＋）を確

定するのではなく、妊娠（－）を確定する検査といえる。 

 PAGs 検査にて妊娠（＋－）と判定されたものは、直腸検査では全て（－）判定となってい

る。PAGs 検査にて妊娠（＋）と判定されたものは、直腸検査では 34 件体が（－）判定とな

っている。 

 検査結果から妊娠（＋－）を除いて、感度（プラスをプラスと判定する率）と特異度(マ

イナスをマイナスと判定する率)を計算して見ると、感度 82.7% 特異度 99.0%となり、特異

度が非常に高い検査といえる。特異度が高いとは、妊娠（－）を（－）と正しく判定する率 

が高いので、この PAGs 検査は妊娠検査と言うよりも不妊娠検査と言ったが良い。 

妊娠的中度 163/197=82.7% 

           不妊娠的中度 101/102=99.1% 

 

４．PAGs 検査にて妊娠（＋）牛で、直腸検査で妊娠（－）が確定した牛は？ 

 PAGs 検査にて妊娠（＋）牛で、直腸検査で妊娠（－）が確定した牛は、どの様な牛でどの

様な状況であろうか？34 頭の（－）牛の疫学を調査してみた。 

 不妊確定 34 頭中、廃用予定牛としたもの 2 頭、治療後に再授精したもの 3 頭、再授精牛

25 頭、未受精牛 4 頭であった。再授精牛 28 頭の PAGs 検査時の授精から再授精までの日数

分布を見てみると、多い順に 41-50 日 35.7%、31-40 日

28.6%、51-60 日 25.0%、その他 10.7%となっている。40 日

前後を中心とした性周期前後に集中しており、再発情が

来ていると推測される。直腸検査法で妊娠鑑定する時期

が最も発情が来る時期ともいえるので、この時期の妊娠

鑑定が重要である理由である。PAGs 検査では、早期胚芽

死が起きてからすぐにPAGs値が低下するわけではないの

で、このような結果になるものと思われる。 

 

合計
＋ ± －

＋ 163 0 1 164
± 0 0 0 0
－ 34 4 101 139

合計 197 4 102 303

判定
PAG検査判定

直検判定

合計
＋ －

＋ 163 1 164
－ 34 101 135

合計 197 102 299

直検判定

判定
PAG判定

データ区間 頻度 割合％
41-50 10 35.7
31-40 8 28.6
51-60 7 25.0
次の級 2 7.1
61-70 1 3.6
21-30 0 0.0

合計 28 100.0
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４．妊娠率の推移  

PAGs 検査結果の効果を見るために、検査を実施している 3 戸の酪農家の 2016 年と 2017

年との妊娠率の推移を比較してみた。矢印は PAGs 検査を開始した 2017 年(オレンジ色)の月

を示す。農場 A では PAGs 検査開始後の妊娠率は低下しており、短期間ではあるが効果は見

られていないようである。農場 B では PAGs 検査後に 2016 年に比較して妊娠率が上昇してい

る。農場 C では、PAGs 検査後に妊娠率は上昇しているが、いずれの農家であっても妊娠率

は変動が大きく見られ、短期間での効果判定は困難である。今後の推移を見守りながら、よ

りよい方法を見つけ出していくべきであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．酪農家の感想 

PAGs 検査を行ったところ、必要な作業は、牛の採材のための選別とその牛の牛乳の採材

だけなので、それほど面倒な作業でもなく実施可能であった。更に、直腸検査での妊娠鑑定

前におおよそ妊娠（＋）が判っているので、繁殖作業に関する精神的な負担が軽減されてき

たとの印象を得ている。今後は PAGs 検査（－）牛の処置を如何に早く行うかで更なる不妊

娠期間の短縮が可能となる。 

 


