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 ほば全ての生産者と人工授精師は、精液の正しい取り扱いと授精方法の訓練を受けては

いるが、どこかの時点で、悪い癖がついているかもしれない。ジョージアのエクステンシ

ョン酪農専門家であるウイリアム・グレープスは、精液の正しい取り扱い方法を見直し、

定期的に授精方法も復習することを勧めている。グレープスは、次のような推奨案を示し

ている： 

●精液タンクは、液体窒素を充填しやすくて、清潔で乾いた場所に保管する。 

●キヤニスターから取り出す前に、精液ストローの場所をチェックする。最も高い授精能

力を得るために、精液は精液タンクの霜の線より上に持ち上げるべきではない。 

●精液ストローの取り出しには、指ではなくピンセットを使う。ストローは1度に1本づつ、

35℃の湯で45秒間融解することが推奨されている。 

●ストローを融解した後、清潔なタオルで乾かし、その種雄牛を確認するために、ストロ

ーに印刷されている情報を再チェックする。 

●授精器具は、清潔な、ステンレス製の箱に保管する。この箱は、使わない時には蓋をし

て、全ての器具は使用後、掃除をして箱に戻す。 

●精液は、融解後15分以内に使用する。乾いたストローの綿栓のついた側を注入器に入れ、

密閉された端をシールから約6cmの部分で90度に切る。 

●注入器を直射日光に当てたり、熱い表面に置いたりしてはいけない。寒い季節には、ペ

ーパータオルで数回強く擦ることで、注入器を温める。 

●授精する牛に発情が来ていることを確認する。 

●膀胱に入らないように、注入器を30度の角度で挿入する。子宮頚管を通過し、膣を引き

延ばしているだけではないことを確認する。子宮体に、精液を正しく注入する。その際

には5秒かけて精液放出する。 
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 人工授精時のシース管カバーの使用が搾乳牛の受胎性に及ぼす影響（S.Bas ら USA）受

胎率の向上には適切かつ清潔な人工授精が勧められる。この研究の目的は授精時のコンタ

ミ防除におけるシース管カバーの効果を検証した。これまでの報告では一回のみのAIにお

いては受胎率に及ぼす影響は認められていない。今回、経産牛の同期化はPG14 日間隔投与

により同期化処置後（分娩後26±3 日）、12 日目よりオブシンク処置を施した。一方で受

胎しなかった牛には再度オブシンクを行った。計996 回の人工授精においてカバーを用い

た群（TRT n=487）と用いなかった群（CON n=509）に分けた。両群において授精後注入器

からスワブを採取し（n=51）、授精後約40 日でエコーを用いて妊娠鑑定を行った。結果、

カバーを用いることで注入器によるコンタミをCON 群の57.7%まで有意に減らせることが

明らかになった。さらに分娩後最初の授精では受胎率に有意差は認められなかったが、2 

回目以降の授精においてはTRT 群で受胎率が高く、1 回目と2 回目以降を合わせた受胎率

は有意に向上した（TRT；42.7±2.2%、CON；36.1±2.1%）。結論としてカバーを用いて清

潔な授精を行うことでより良好な受胎成績が得られることが明らかとなった。 

 プロジェステロン徐放剤で同期化を施し、AI 後14 日目でeCG を投与した授乳中の肉牛

における受胎率（L.Cutaia ら Argentina）プロジェステロン徐放剤（DIB）で同期化した

授乳牛で1)DIB とE2 もしくはGnRH 投与、もしくは、2)定時人工授精14 日後でのeCG の投

与、が授精後受胎率に影響を及ぼすかどうか調べた。分娩後60 日から120 日目の初産の授

乳牛（n=260）を供試した。まず直腸検査により黄体確認を行い、DIB を処置した。 DIB 

挿入時（Day0）でE2（E2 群）もしくはGnRH（GnRH 群）を投与した。Day7 のDIB を抜去時

にPG およびeCG を投与し、DIB 抜去52～56 時間後に定時人工授精を施した。GnRH 群はA

I 時にもGnRH を投与した。それぞれの実験区でAI 後14 日目にeCG 投与、非投与の2 群に

分けた。AI 後30 日目でエコーを用いて妊娠鑑定を行った。E2 もしくはGnRH の投与は受

胎率に影響を及ぼさなかった。しかしながらAI 後14 日目でeCG を投与することで有意に

受胎率が向上した。eCG投与群の受胎率は47.2%（60/127）、eCG 非投与群のそれは30.8%

（41/133）であり、結論として、授乳中の肉牛においてDIB 挿入時のE2 もしくはGnRH の

投与は受胎率に影響を及ぼさないが、AI 後14 日目でのeCG投与により受胎率が向上するこ

とが明らかとなった。 
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授精で奇数日をサヤカバー有,偶数日をサヤカバー無と設定し,人工授精を行った。サヤカ

バーはカスー式受精卵移植用サヤカバーを使用した。受胎率はサヤカバー有が60%,サヤカ

バー無が48%で,5%の危険率で有意差が認められた。カバーを装着することで受胎率の改善

が見られ,特に1産目,2産目のリピートブリーダーで装着の有無による差が大きく,人工授

精でのサヤカバーの有用性が示された。 

 

「石川繁殖管理クリニック」  代表：石川憲明  コメント 

私のところでも、サヤカバー装着の有無で個々の受胎率が５～１５％アップしています

が、データを産次別に分けて比較していません。また、エサなど飼養管理の改善で受胎率

が改善しているため、客観的なデータではありません。 

近年、育種改良による遺伝的影響によるものかわかりませんが、尿膣の牛が結構多くみ

られます。以前でしたら、そのような牛に授精してもなかなか受胎しませんので、繁殖を

あきらめる場合が現場で多くありました。 

しかし、サヤカバーを装着するようになってからは、尿膣でも子宮の状態が良い牛に受

精卵移植や人工授精を実施して妊娠した例が多くみられます。また、これを装着すること

で、衛生的に授精（移植）したい、傷をつけずに子宮体へ注入したい、という意識が高ま

ってきました。 

今では、サヤカバーなしで授精したくないという農家さんがクチコミで増え、県内の約

８０％以上の受精師・獣医師が、サヤカバーをつけています。（当初、酪農家さんが購入

して、授精師・共済獣医師に使用させている人もいましたが、今は授精師・獣医師の必要

携帯品となっています。） 

使用しているサヤカバーは、D801 カスー式 サヤカバー（IMV社製、1箱80回用）   

  

   

 



11．低受胎雌牛への人工授精におけるサヤカバーの有効性 

○原田潤一・島田英雄・佐藤達也・落合文典・掛川原弘典・折茂 誠． 

       村田明裕・谷本和幸・常田宜紀・内山亜記・若原 亮 

         （北海道家畜人工授精師協会北見支部研究部会） 

はじめに 

 近年、通常の臨床検査では卵巣や子宮に異常は認められないが3発情期以上にわたって人

工授精をしても受胎しないリピートブリーダーと呼ばれる低受胎牛が問題となっている。

その直接の原因は受精障害と胚死滅といわれており、発生状況は不明な点が多いが、我々

授精師の日常業務の中では、いかに受精障害を回避して受胎性を向上させるかが課題とな

る。 

 平成18年の第34回家畜人工捜精優良技術発表全国大会において、我々北見支部研究部会

は「尿膣牛への人工授精におけるサヤカバーの効果」についての試験結果を報告した。そ

の中で、尿膣は直腸検査では約10％の見落としがあるものの、尿膣牛への人工授精におい

てサヤカバーを装着することで受胎率が有意に高くなることから、人工捜精師が現場で美

行できる受胎率向上の技術として、日常業務で期待できることを認識した。 

 そこで今回、サヤカバーの更なる有効性を探るため、リピートブリーダーに対してサヤ

カバーを装着した人工授精の効果について検討したので報告する。 

 

材料および方法 

1）試験期間 平成18年1月1日から4月30日までの4ケ月間 

2）調査対象 

北海道網走管内で3回の人工授精で受胎しなかったホ

ルスタイン種経産牛336頭 

3）試験方法 

4回目の人工授精を対象とし、奇数日をサヤカバー有、

偶数日をサヤカバー無と設定し、人工授精をおこなった。

サヤカバーはカスー式受精卵移植器用サヤカバー（IMV

社製）を使用した。［図1］ 

4）試験項目 

 ①産次別の頭数内訳 

 ②サヤカバーの有無による受胎率（60日NR） 

 ③Ｘ2検定による有意差 

結果 

1）調査牛の平均産次は、サヤカバー有が2.96産、サヤカ

バー無が3．00産と偏りが無く、産次別受胎率の差を比較する上で影響を与えないことが示

された。［表1］ 

2）調査牛を産次別に比較すると、1産目が22％、2産目が23％、3産日が22％、4産目が19％、

5産目以上が14％であった。5産目以上で低い傾向にあったが、その他の産次で大きな差は

認められなかった。［図2］ 

3）サヤカバーの有無による受胎率は、サヤカバー有が60％（83頭）、サヤカバー無が48％

（94頭）であった。サヤカバーの有無により5％の危険率で有意差が認められた。［図3］ 

 



4）サヤカバーの有無による産次別受胎率では、1産目でサヤカバー有が56％（18頭）、サ

ヤカバー無が44％（18頭）、2産目でサヤカバー有が69％（22頭）、サヤカバー無が42％（1

9頭）、3産目でサヤカバー有が64％（16頭）、サヤカバー無が57％（28頭）、4産目でサヤ

カバー有が56％（14頭）、サヤカバー無が42％（16頭）、5産目以上でサヤカバー有が54％

（13頭）、サヤカバー無が52％（13頸）であった。各項目において有意差は認められなか

った。［図4］ 

 

考察 

 リピートブリーダーの出現状況において、産次を重ねるごとに頭数が増えていくと思わ

れたが、産次別における極端な差は認められなかった。 

 サヤカバーを装着しなかった人工授精では受胎率が低い傾向にあったが、カバーを装着

することで受胎率の改善が認められた。特に1産、2産目のリピートブリーダーにおいて、

サヤカバー装着の有無によって受胎率に大きな差が認められ、3産目以降では差が小さくな

ったことから、1～2産目で受胎の悪い牛は淘汰されている可能性が示唆するものとなった。 

若い産次の牛が淘汰されることは、この牛の将来性を加味すると甚大な損失です。 

 以上のことから、リピートブリーダーの受胎率向上に向けて、人工授精でのサヤカバー

の装着は期待できると課識した。 

 今後も人工授精の日常業務の中で、受胎率の向上に務めていきたい。 

謝辞 

 最後に本発表に際し、ご助言頂きました、帯広畜産大学獣医学科臨床繁殖 三宅陽一教

授、並びに北海道大学獣医繁殖学 片桐成二助教授に深謝致します。 

 

注入器保温器具 ＡＧ注入器ホルダー 

特徴 

・首下げ式の注入器ケースです。 

・充電式カイロを利用することでホルダー内部を30度前後に保温する

ことが可能です。 

・一カ所で複数の人工授精時に便利です。 

・ホルダー内部の掃除が容易で衛生面にも配慮しています。 

 

 

 

シースカバー（サヤカバー） 

シースカバー ８０袋入り 

子宮内に雑菌を入れないため、結果的に受胎率の向上につ

ながります。 

 

 

 

 

 



北海道家畜人工授精技術研修大会 第６３回 平成１９年１０月１８日 函館 

１６．人工捜精におけるサヤカバーの有効性 

  ○村田 明裕・折茂  誠・掛川原弘典・島田 英雄・水口 鉄兵・三谷加奈子 

   稲村 明人・原田 潤一・平林 貴幸・落合 文典・谷本 和幸・薗田 宜紀 

   内山 亜記・青原  亮   （北海道家畜人工授精師協会 北見支部 研究部会） 

はじめに 

 近年の乳牛の受胎率低下に伴い、如何に受精障害を回避して受胎性を向上させるかが課

題となっている。我々北見支部研究部会では、子宮内への汚物や細菌の浸入することを避

ける目的から過去2年に亘り人工授精時におけるサヤカバーの有効性について検討をおこ

ない、尿膣牛およびリピートブリーダーと呼ばれる低受胎牛への人工授精では、サヤカバ

ーを装着することで受胎率が有意に高くなることを報告した。 

 こうして、人工授精師が現場で実行できる受胎率向上の技術として日常業務での実践に

期待できる結果を得ることが出来た。そこで今回、サヤカバーの効果を明確にする目的か

ら、経産牛の初回授精という条件のみでサヤカバーを使用し、検討したので報告する。 

材料および方法 

1）試験期間   平成19年1月1日から4月30日までの4ケ月間 

2）調査対象   北海道網走管内ホルスタイン種経産牛1，694頭 

3）試験方法 

 初回人工授精の経産牛全てを対象とし、奇数日をサヤカバー有、偶数日をサヤカバー無

と設定して人工授精をおこなった。サヤカバーはカスー式受精卵移植器用サヤカバー（IM

V社製）を使用した。 

4）試験項目   サヤカバーの有無による受胎率（60日NR法） 

結果および考察 

1）受胎率 

 カバー有52％（639頭中330頭）、カバー無52％（1，055頭中549頭）とサヤカバーの有無

による受胎率は同じであった。 

2）産次別受胎率 

 1産目はカバー有55％（182頭中102頭）、カバー無54％（276頭中150頭）、2産目はカバ

ー有52％（164頭中85頭）、カバー無53％（267頭中142覇）、3産目以上はカバー有49％（2

91頭 中143頭）、カバー無50％（512頭中257頭）と産次別にみてもサヤカバーの有無によ

る受胎率の差は認められなかった。 

3）空胎日数による受胎率 

 50日未満はカバー有44％（27頭中12頭）、カバー無45％（49頭中22頭）、50日以上100

日未満はカバー有49％（390頭中157頭）、カバー無49％（660頚中322頭）、100日以上はカ

バー有58％（215頭中125頭）、カバー無61％（299頭中174頭）とサヤカバーの有無による

受胎率の差は認められなかった。 

 本調査においてサヤカバーによる有意な受胎率向上を期待したが、初回授精という幅広

い条件下では受胎率に差は無く、その効果は認められなかった。 

 過去の調査と総括すると、人工授精時におけるサヤカバーの使用は膣内環境の衛生面で

問題のある牛に有効であると考えられた。今後はシース管自体の滅菌なども検討し、条件

に応じてサヤカバーを積極的に使用することが望ましい。 



牛人工授精用シース管の滅菌による受胎率向上効果試験（第2報） 

  ○加藤 郁夫・佐々木政美・佐藤 申吉・大森 邦彦・西川 法之・三津橋吾郎 

   高野 義雄・青木 美幸（北海道家畜人工授精師協会 十勝支部 技術部会） 

はじめに 

 牛の人工授精現場では一般的に未滅菌の50本入シース菅が使われている。50本人りのシ

ース管は一度開封すると使い切るまでに日数がかかるため、時間の経過とともに開封口か

ら塵や雑菌が入りこみシース管に付着することが懸念される。昨年われわれは冬季間にシ

ース菅を2本一組に小分けして、滅菌することで初回授精受胎率の改善効果が見られたこと

を報告した。今回は、夏季間における2本一組の滅菌シースでの授精成績および冬季間にお

ける5本一組の滅菌シースでの授精成績について調査したので合わせて報告する。 

材料および方法 

（試験1）冬季間2本一組（前年度発表） 

試験期間：平成18年1月23日～2月6日 

授精対象牛：十勝管内5地区のJA、NOSAIに初回授精依頼のあったホルスタイン雌牛854頭。

50本人を2本一組でガス滅菌したシース管で授精した年を滅菌区、小分けおよび滅菌をして

いない各授精所で通常使用しているシース菅で人工授精した牛を対象区とした。授精は滅

菌区と対照区を一日おきに実施した。 

（試験2）夏季間2本一組 

 試験期間：平成18年8月22日－9月1日 

 授精対象牛：十勝管内5地区のJA、NOSAIに初回授精依頼のあったﾎﾙｽﾀｲﾝ雌牛1029頭。 

 試験方法は試験1と同様 

（試験3）冬季間5本一組 

 試験期間：滅菌区一平成19年2月1日～2月28日 

      対照区一平成18年2月1日～2月28日 

      （試験1．の2本滅菌区と試験日の重なった2日分のデータは除外） 

 授精対象年：十勝管内2地区のJA、NOSAIに抑回授精依頼のあったﾎﾙｽﾀｲﾝ雌牛3268頭 

いずれの試験も滅菌の有無による初回授精受胎率は90日NRで調査した。統計処理にはX２検

定を用いた。 

結 果 

1．冬季2本滅菌の初回授精受胎率 

実験区     全 体     経産年    末経産年  

滅 菌 区   52．6％    46．5％     66．7％  

      （224／426）  （138／297）  （86／129）  

対 照 区   46，5％    39．0％     61．7％  

      （199／428）  （112／287）  （87／141））（）は受胎頭数／授精頭数 

いずれの場合においても滅菌区が対照区に比べて高い値を示した。 

 

 

 

 

 



2．夏季2本滅菌の初回授精受胎率 

実験区     全 体     縫直年    末経産牛  

滅 菌 区  49，1％      39，8％      61．7％  

      （247／503）  （115／289）  （132／214）  

対 照 区  48．5％      39．6％      59．4％  

      （255／526）  （114／288）  （142／239） （）は受胎頭数／授精頭数 

いずれの場合においても滅菌区が対照区に比べてわずかではあるが高い値を示した。 

 

3．冬季5本滅菌の初回授精受胎率 

実験区     全 体     経産年    末経産牛  

滅 菌 区  51．8％      43，3％      63．6％  

      （851／1644） （415／959）  （436／685）  

対 照 区  50．1％      40．4％      63．7％  

     （813／1624）  （384／951）  （429／673） （）は受胎頭数／授精頭数 

全体および経産牛では滅菌区が対照区に比べて高い値を示した。 

未経産牛では差がなかった。 

 

考  察 

 小分け後、滅菌したシース管を用いて人工授精することにより、初回授精受胎率が改善

した。その効果は、冬季間において2本滅菌シースを用いて授精した場合に顕著であった。

夏季間の2本滅菌および冬季間の5本滅菌は僅かながら受胎率向上効果を示した。 

 これらの結果から、冬季間は粉塵が舞いやすく、静電気が起こりやすい状況であり、そ

のため、開封したままのシース菅には汚染物質が付着しやすかったものと考えられる。ま

た、一人あたりの1日授精頭数が多かった授精所では、5本滅菌においても、前年同月の受

胎率を4％上回っていた。 

 一方、一人あたり1日の授精頭数が少なかった捜精所では、その差が小さかった。このこ

とは、ハンパに残ったシース菅を翌日以降使用したことで滅菌効果が薄れたことによるも

のと考えられた。 

 また、冬季間は寒冷ショックを避けるため、対照区においてはシース菅を保温目的で直

接被服内や長靴等に保持するケースがあったため、シース管縁およびシース管の穴部分か

ら精液内に汚物が侵入した可能性が考えられた。滅菌区においては滅菌パックに入れた状

態で被服や長靴に保持したことによりこれらの汚染から守られたことが受胎率をあげた要

因の一つと考えられた。一方保温を行っていないケースでは、袋に入れていることで直接

冷気がシース管にふれず寒冷ショックを和らげた可能性も考えられた。これらのことから、

1日の授精頭数が少ない授精所では特に冬季間においては、小分けの本数が少ない方が望ま

しいと考えられた。 


