日本SPF豚研究会

All About Swine, 30, 29-32 (2007)

雌豚の繁殖生理と繁殖障害（３）

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

雌豚の繁殖生理と繁殖障害（３）
動物衛生研究所 岩

村

祥

吉

これまで 2 回に分けて，雌豚の生殖器，離乳か

雌豚を何らかの疾病により淘汰したときの損失額

ら妊娠までの生殖器の変化，発情と排卵と，子豚

（37,112 円）は，哺育育成豚の疾病損失額（1,312

の生産に直接関係する妊娠診断の必要性とその方

円）や肥育豚での疾病損失額（796 円）に比べ非

法について説明しました。今回は，離乳後無発情

常に大きく，特に卵巣疾患の発生が多いことが示

や交配後の不受胎無発情となる繁殖障害における

されています。
Koketsu らは，19,000 頭の離乳母豚の 10％が繁

卵巣疾患の発生状況とその診断，治療について説
明します。

殖障害により淘汰されていることを報告していま
す。その中で，1 産次の繁殖障害率が 3 産次に比
べ著しく高いことが示されています（表 1）
。淘汰

7．繁殖障害の発生状況
平成 14 年に日本豚病研究会が実施した「養豚衛

理由の内訳は，表 2 の通りで，種付け後不受胎が

生の実態調査」において繁殖母豚の更新理由とし

最も多く 37.0％，ついで離乳後無発情が 25.2％と

て，最も多いのは老齢化でしたが，不受胎や無発

なっています。種付け後の再発情や離乳後無発情

情などの繁殖障害も多く（図 1），また，農場におい

を起こす原因として，産歴が浅いあるいは極端に

て注意している母豚管理上の重点事項として，発

高いこと，季節的には春と夏に多いこと，泌乳期

情観察の強化や妊娠鑑定の実施，ホルモン剤によ

間が 8 日以内と短いこと，また，泌乳中の飼料摂

る発情誘起，繁殖障害の治療・予防など繁殖に関

取量の少ないことなどがあげられています。

連する項目が多い結果が得られています（図 2）
。
豚における疾病の経済的な損失についての新し

8．卵巣疾患の診断と発生状況

い報告が見あたりませんので，古い成績ではあり

離乳後無発情の原因としては，離乳後に卵胞の

ますが，1986 年の報告を図 3 に示しました。繁殖

発育が再開しない卵胞発育障害や卵胞が排卵せず

図 1 繁殖母豚の淘汰理由

図 2 母豚管理上の重点事項
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図 3 豚における経済損失の疾病割合

表 1 産次別の繁殖障害の発生割合（％）
産次

母豚数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5,422
3,748
3,074
2,567
2,091
1,715
1,046
635
353
153

正常回帰 a 異常回帰 b
繁殖障害率 繁殖障害率
4.39*
3.18
3.06
3.54
2.68
3.15
3.15
5.51
2.83
0.00

5.68*
4.38
3.45
3.66
2.82
3.32
4.40
3.31
3.40
2.56

表 2 繁殖障害として廃用された母豚の淘汰理由
淘汰理由

無発情率
4.85*
1.89
1.66
1.09
0.91
0.99
0.86
1.57
2.55
3.21

離乳後無発情
種付け後不受胎
分娩せず
不妊娠
妊娠鑑定で不妊娠
流産
計

母豚数

比率（％）

482
709
288
26
267
141

25.2
37.0
15.0
1.4
14.0
7.4

1913

100.0

Koketsu et al. (1997) を一部改変

Koketsu et al. (1997)
交配後次回の発情予定日に発情が回帰したもの
b 交配後次回の発情予定日以降に発情が回帰したもの
* 3 産次に比べて有意差あり（p<0.01）

形成される鈍性発情，非妊娠であるにもかかわら

a

ず長期間複数個の機能的な黄体が存在する黄体遺
残などの卵巣疾患が考えられます。一方，種付け
後不受胎は，子宮内膜炎や卵管閉鎖などの雌側の

直径 15mm 以上の異常な嚢腫卵胞になる卵巣嚢

要因でも起こりますが，精液の異常など雄側の問

腫，外陰部の発情徴候が弱いあるいは不明瞭で発

題も考える必要があり，また，適期を逸した授精

情が明確でないまま卵胞が発育・排卵して黄体が

などの繁殖管理上の不備によることもあります。
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卵巣疾患の診断は臨床症状のみで行うことはで

径は 8 〜 12mm で，卵巣表面に隆起しています。

きず，直腸検査による子宮頚管や卵巣の触診，あ

開花期の黄体は直径 10 〜 12mm で，卵巣表面に

るいは超音波画像診断によって行うことができま

突出し，充実して弾力があります。退行期の黄体

す。

は弾力性がなくなり硬さを増し小さくなります。

直腸検査は，未経産豚や初産豚では骨盤腔が狭

卵胞発育障害では卵巣に卵胞や黄体がなく小卵胞

く手を挿入することができないため困難ですが，

のみのため硬い結節様の構造が触知されることか

2 〜 3 産以上の経産豚ではほとんどの場合可能で

ら診断が可能です。卵巣嚢腫は 15mm 以上の嚢腫

す。子宮頚管は肛門より手を 20cm 程度挿入した

卵胞が多数触知されますので，診断は比較的容易

位置に存在し，発情前期〜発情期には，太さ 4 〜

です。

5cm で腫脹硬化しており，弓状に湾曲している場

超音波画像検査は，直腸検査が実施できる場合

合もあります。子宮頚管の腫脹硬化は排卵後徐々

には，直腸から行うと鮮明な画像が得られます

に消失し，黄体期には太さ 2 〜 3cm の軟らかい管

が，下腹部体表からも卵巣を描出することは可能

状物として触知されます。子宮角は著しく長く

です。卵巣の超音波画像検査では，卵胞や卵巣嚢

(120 〜 150cm)，骨盤前縁から腹腔内へ下垂して

腫のように腔内に液体が貯留している部分は黒

います。子宮角も発情前期〜発情期には緊縮して

く，黄体など実質的な構造部分はやや白く描出さ

おり，触知することは容易です。卵巣は固有卵巣

れます。図 4 に卵巣疾患の体表からの超音波画像

索及び卵巣提索により保持されています。卵巣の

を示しました。

触診にあたっては，直腸に挿入した手を側腹に

離乳後無発情との稟告に基づき検査，診断した

沿って下腹部へ移動させ，子宮広間膜の前縁に人

無発情豚の卵巣所見を表 3 に示しました。これま

差指または中指を引っかけて後方へ引き寄せて探

で離乳後無発情豚の多くは，卵胞発育障害である

れば卵巣を触知できます。なお，術者の安全のた

ことが報告されています。
今回の調査においては，

め，右の卵巣の触診は左手で，左の卵巣の触診は

直腸検査により黄体が存在した例が多く，農場に

右手で行うことが基本です。発情期では卵胞の直

おいて離乳後 10 日以上発情がないとの稟告が

図 4 超音波画像診断装置による卵巣疾患画像
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表 3 無発情豚の卵巣所見

卵胞発育障害
卵巣嚢腫
黄体遺残
鈍性発情
発情前期
その他
合計

再考する必要があると思われます。

例数（％）

発情の見逃しを減らすには先にも書きましたと

7（24％）
2（ 7％）
−
9（31％）
7（24％）
4（14％）

おり，発情観察に際して雄豚を近くにおいて背圧

29

受胎させることが可能です。また，例数は少ない

試験などを実施することです。鈍性発情豚の治療
としては，直腸検査などにより卵巣周期を把握
し，授精適期を選定して AI を実施することにより

ですが PGF2αの反復投与による黄体退行の誘発
あったことから鈍性発情と診断しました。また，

と GnRH による排卵誘起に AI を組み合わせて，

検査時において外陰部の発情徴候は不明確であっ

受胎例も得られており，今後，臨床現場での実用

たものの，直腸検査により，子宮頚管の腫脹硬化

化にむけた技術開発が必要であると考えています。

が認められ，卵巣に 7mm 程度の発育途中の卵胞

黄体遺残は PGF2αが効果を発揮しますが，妊

が存在して発情前期と診断した例も多く認められ

娠している場合は流産を引き起こしますので，妊

ました。この例のように外陰部における発情徴候

娠していないことを確認した上で処置する必要が

のみに注目して発情の有無を判断している場合に

あります。

は，発情を見逃してしまうことが考えられますの

卵巣嚢腫については GnRH による治療は可能で

で，必ず雄豚をそば近くにおいて背圧試験などを

すが，経過が長くなることもあり，予後が必ずし

行い，発情を観察する必要があります。

も良好とはいえないので，診断に基づく早期の淘
汰も選択肢の一つと考えられます。

9．卵巣疾患の治療

これらのホルモン剤はすべて動物用医薬品に指

無発情豚の治療には，一般的に卵胞発育障害を
想定して PMSG が広く用いられています。確か

定されていますので，獣医師の指導に従って正し
く使用しなければなりません。

に，卵胞発育障害では PMSG が非常に高い治療効
果が得られます。しかし，鈍性発情や発情前期，
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