
技術【飼料作物】

飼料用稲を含む飼料作物に関する給与技術

技術名 技術の特徴 開発機関名 ページ

黒毛和種の離乳から出荷までの一貫
肥育体系における圧ぺん籾の代替給
与技術

国産飼料の自給率を向上させるため、消化性を良くした圧ぺん籾を、離乳直後の子牛から肥育牛として出荷するまでの全期間、
配合飼料の一部と代替給与し嗜好性や発育、肉質に与える影響について検討した。
１　体重の推移に有意差は認められず、月齢が進むにつれ圧ぺん籾35%区＜圧ぺん籾25%区＜慣行区の順に良くなる傾向であっ
た。また、測尺値に有意差は認められなかった。
２　配合飼料摂取量は全ての区が同様に推移し、圧ぺん籾の選び食いや極端な残飼も確認できなかった。
３　血中ﾋﾞﾀﾐﾝAは、肥育開始後から全ての区で徐々に減少し有意差も認められないことから、圧ぺん籾を起因とするﾋﾞﾀﾐﾝAの低
下は無いと考えられた。
４　枝肉成績は、枝肉形質に有意差は認められず、上物率100%であった。
５　㎏当たりの圧ぺん籾の生産費は約42円であった。
６　4～28ヵ月齢までの配合飼料の総摂取量は、区間に大きな差は認められなかった。配合飼料費は慣行区と比べ圧ぺん籾25%
給与で1頭当り25,811円、35%給与で46,375円安かった。
７　以上、圧ぺん籾の給与が飼料摂取量、発育、肉質に悪影響を及ぼさないことから、離乳以降出荷までの肥育一貫体系におい
て、配合飼料のTDN換算で35%程度まで圧ぺん籾に代替して給与することは可能である。

福島県農業総合センター 1

黒毛和種去勢牛の育成期における牧
草サイレージ給与技術

黒毛和種去勢牛の育成期において、乾草給与体系と遜色ない発育および産肉成績を示す牧草サイレージ（GS）給与技術を確立
した。GSの給与開始は4か月齢から可能であること、飼料乾物中CP含量は16%で良いこと、軟便に伴う発育低下や体型悪化、肥
育時のビタミンAコントロールに対する悪影響は見られないことを示した。

（地独）北海道立総合研究機構農業研究本部 4

その他の技術

技術名 技術の特徴 開発機関名 ページ

飼料作物の栄養価評価技術

飼料用稲を含む飼料作物のウシにおける栄養価値を、消化管部位物消化、吸収栄養素量、内分泌反応、生産物品質などの面
から評価する。各種飼料を給与した際の反芻胃内での消化性や発酵産物および微生物合成量、ならびに小腸内で消化されるア
ミノ酸、脂肪酸およびビタミンなどを定量できる。また給与方法と内分泌反応の関係など詳細なデータを提供することが可能であ
る。

広島大学 8

籾すり機を使ったイネソフトグレインサ
イレージ用籾の加工方法

１　水分率の高い黄熟期の稲（ふくひびき）を自脱型コンバインにて収穫し、得られた籾をそのまま用いた。
２　使用機種はインペラ式の籾すり機で、損傷を与えるために脱ぷ用変速レバーを、 も脱ぷ率の高くなる位置に調整した。
３　損傷粒割合は６７％で、従来のガーデンシュレッダ１回処理法に比べ高かった。機械内部のライナーを凹凸の付いた鉄製に変
更することにより、損傷粒割合が７９％と更に向上した。

福島県農業総合センター 9



鶏ふん堆肥を利用した飼料米の低コ
スト多収生産技術

　　鶏ふん堆肥は、生産方式により初期の窒素無機化率が異なる傾向がある。そこで簡易に鶏ふん堆肥の初期窒素無機化率を
調べるために堆肥の抽出液(電子レンジと保温容器を用いて簡易に得られる)　の紫外部2波長の吸光度の差を用いて窒素発現
予測式を作成した。
　飼料米品種「モミロマン」において、基肥として窒素発現予測式による初期無機化窒素6kg/10aに該当する鶏ふん堆肥を施用
し、追肥として硫安を窒素3.5kg/10a施用する施肥体系により、目標収量の1,000kg/10ａを達成できた。肥料費は化成肥料の31～
40％と低コストになった。

(予測式)
初期窒素無機化量(g/kg) ＝ Δ吸光度 × 25.4 ＋ 5.0
（Δ吸光度 ＝ 堆肥のリン酸緩衝液抽出液の290nmの吸光度－260nmの吸光度）
(簡易リン酸緩衝液抽出法)
･堆肥0.5ｇ ＋ pH7.0 - 1/15M リン酸緩衝液200mL
･電子レンジによる加温
600W 3分→{(10分保温)→（600W 30秒）}× 5回
･抽出液を10倍希釈し、290nmと260nmの吸光度を測定

京都府農林水産技術センター農林センター 11

「たちすずか」の 適な窒素施用時期
を解明

高糖分飼料イネ「たちすずか」の 適窒素施肥時期は次のとおりである。

○茎葉多収栽培の場合
基肥で窒素4～8kg/10a，出穂60～30日前に追肥4～8kg/10aを施用すれば、乾物収量1500kg/10aが可能。

○採種栽培の場合
基肥は施用せず、出穂20日前に窒素10kg/10aを施用すれば、種子生産量300kg/10a以上が可能。

広島県立総合技術研究所農業技術センター 12

乳牛における子宮内膜炎の発生要因
と予防指針

・乳牛における子宮内膜炎の発生実態を明らかにし、乾乳期の過肥、分娩前の牛群変更、飼料摂取量不足、周産期疾病、およ
び子宮炎などが子宮内膜炎の発生要因であることを示した。また、子宮内膜炎の発生低減のための予防指針を作成した。

（地独）北海道立総合研究機構農業研究本部 14



機関名 福島県農業総合センター

部署名 企画経営部企画技術科

記入者氏名 遠藤敦史

電話番号 024-958-1700

e-mail endou_atsushi_02@pref.fukushima.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

数戸で活用されている。東日本大震災以降、飼料米生産の中止などのため、本
技術の活用は震災前よりも縮小した。

福島県農業総合センター

飼料作物

黒毛和種の離乳から出荷までの一貫肥育体系における圧ぺん籾の代替給与技
術

国産飼料の自給率を向上させるため、消化性を良くした圧ぺん籾を、離乳直後の
子牛から肥育牛として出荷するまでの全期間、配合飼料の一部と代替給与し嗜
好性や発育、肉質に与える影響について検討した。
１　体重の推移に有意差は認められず、月齢が進むにつれ圧ぺん籾35%区＜圧
ぺん籾25%区＜慣行区の順に良くなる傾向であった。また、測尺値に有意差は認
められなかった。
２　配合飼料摂取量は全ての区が同様に推移し、圧ぺん籾の選び食いや極端な
残飼も確認できなかった。
３　血中ﾋﾞﾀﾐﾝAは、肥育開始後から全ての区で徐々に減少し有意差も認められな
いことから、圧ぺん籾を起因とするﾋﾞﾀﾐﾝAの低下は無いと考えられた。
４　枝肉成績は、枝肉形質に有意差は認められず、上物率100%であった。
５　㎏当たりの圧ぺん籾の生産費は約42円であった。
６　4～28ヵ月齢までの配合飼料の総摂取量は、区間に大きな差は認められな
かった。配合飼料費は慣行区と比べ圧ぺん籾25%給与で1頭当り25,811円、35%給
与で46,375円安かった。
７　以上、圧ぺん籾の給与が飼料摂取量、発育、肉質に悪影響を及ぼさないこと
から、離乳以降出荷までの肥育一貫体系において、配合飼料のTDN換算で35%
程度まで圧ぺん籾に代替して給与することは可能である。

１　配合飼料のTDN換算で35%相当量を圧ぺん籾に代替することが可能であり、
国産自給率の向上が図れる。
２　飼料用米が家畜に給与されることで、飼料用米の作付け拡大や水田振興対
策に寄与する。
３　現在購入している配合飼料価格が税込42円以上の場合は、圧ぺん籾を給与
することで低コスト化が図れる。

無
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実用化技術情報

黒毛和種の離乳から出荷までの一貫肥育体系における
圧ぺん籾の代替給与技術

福島県農業総合センター 畜産研究所 沼尻分場

部門名 畜産－肉用牛－畜産ほ育・育成、畜産経営

担当者 鈴木庄一・荻野隆明

Ⅰ 新技術の解説

１ 要旨
配合飼料の原料は輸入に依存しており、特に依存度が高い肉用牛肥育経営では、価格の変動が経営に与える影響

は非常に大きい。そこで、水田を活用し国産飼料の自給率を向上させるため、消化性を良くした圧ぺん籾を、離乳直後の

子牛から肥育牛として出荷するまでの全期間、配合飼料の一部と代替給与し嗜好性や発育、肉質に与える影響につい

て検討した。

(1) 体重の推移に有意差は認められず、月齢が進むにつれ圧ぺん籾35%区＜圧ぺん籾25%区＜慣行区の順に良く

なる傾向であった(図1)。また、測尺値に有意差は認められなかった(図2)。

(2) 配合飼料摂取量は全ての区が同様に推移し、圧ぺん籾の選び食いや極端な残飼も確認できなかった(図3)。

(3) 血中ﾋﾞﾀﾐﾝAは、肥育開始後から全ての区で徐々に減少し有意差も認められないことから、圧ぺん籾を起因とす

るﾋﾞﾀﾐﾝAの低下は無いと考えられた(図4)。

(4) 枝肉成績は、枝肉形質に有意差は認められず、上物率100%であった(表2)。

(5) ㎏当たりの圧ぺん籾の生産費は約42円であった(表3)。

(6) 4～28ヵ月齢までの配合飼料の総摂取量は、区間に大きな差は認められなかった。配合飼料費は慣行区と比べ

圧ぺん籾25%給与で1頭当り25,811円、35%給与で46,375円安かった(表4)。

(7) 以上、圧ぺん籾の給与が飼料摂取量、発育、肉質に悪影響を及ぼさないことから、離乳以降出荷までの肥育一

貫体系において、配合飼料のTDN換算で35%程度まで圧ぺん籾に代替して給与することは可能である。

２ 期待される効果

(1) 配合飼料のTDN換算で35%相当量を圧ぺん籾に代替することが可能であり、国産自給率の向上が図れる。

(2) 飼料用米が家畜に給与されることで、飼料用米の作付け拡大や水田振興対策に寄与する。

(3) 現在購入している配合飼料価格が税込42円以上の場合は、圧ぺん籾を給与することで低ｺｽﾄ化が図れる。

３ 適用範囲
黒毛和種肥育一貫経営農家

４ 普及上の留意点

(1) 圧ぺん籾の給与は肥育期はﾄｯﾌﾟﾄﾞﾚｽで給与できるがペレット飼料を用いる育成期は必ず混合して給与する。

(2) 育成期に圧ぺん籾を給与する場合は蛋白が不足するので大豆粕など補助飼料で補正する。

(3) 本試験は下記条件により得た結果である。

ｱ 育成用配合飼料(TDN75%、CP19%及びTDN69%、CP16%)を上限4.5㎏/日目安に増量給与し、圧ぺん籾給与に

より不足したCPを慣行法と同等となるよう大豆粕を給与した。

ｲ 肥育用配合飼料(TDN69.2%、CP12.5%)は黒毛和種肥育ﾏﾆｭｱﾙに基づき給与した。

ｳ 圧ぺん籾(TDN68.1%、CP5.7%)はTDN換算で慣行と同等のTDNになるよう給与した。

ｴ 離乳は3ヵ月齢を目安とし、圧ぺん籾の馴致期間は離乳後2カ月かけて実施した。
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Ⅱ 具体的データ等

Ⅲ その他

１ 執筆者

鈴木庄一

２ 研究課題名
肉用牛一貫経営における飼料用米の給与技術の開発

３ 主な参考文献・資料
(1) 平成１９年度～２４年度農業総合センター試験成績概要
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（月齢）図３ 配合飼料摂取量の推移 ※↑はﾋﾞﾀﾐﾝA100万IU/頭筋注
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（月齢）図２ 体高、胸幅、胸深、胸囲、腹囲の推移
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（月齢）図１ 体重の推移 ※上限下限は日本飼養標準より
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（月齢）図４ 血中ビタミンＡの推移

慣行区

圧ぺん籾25%区

圧ぺん籾35%区

枝肉
重量
㎏

ﾛｰｽ芯
面積

㎝２

ﾊﾞﾗ厚

㎝

背脂
肪厚
㎝

BMS
№

BCS
№

光沢 締まり きめ BFS
№

脂肪光
沢質

上物率

％

28.5 530.8 67.8 8.6 2.3 9.0 3.8 4.8 4.8 5.0 3.0 5.0

±0.21 ±48.5 ±12.4 ±0.76 ±0.45 ±1.4 ±0.45 ±0.45 ±0.45 ±0.00 ±0.00 ±0.00
28.4 507.8 59.6 8.2 2.1 8.6 3.6 4.6 4.6 4.6 3.0 5.0

±0.19 ±49.5 ±9.9 ±0.52 ±0.33 ±2.1 ±0.55 ±0.55 ±0.55 ±0.55 ±0.00 ±0.00

28.5 486.4 63.0 7.9 1.9 9.2 3.6 4.8 4.8 4.8 3.0 5.0

±0.18 ±32.1 ±12.6 ±0.72 ±0.35 ±1.8 ±0.55 ±0.45 ±0.45 ±0.45 ±0.00 ±0.00

圧ぺん籾25%区
ｎ＝5 100%

圧ぺん籾35%区
ｎ＝5

100%

表２ 枝肉成績

区
出荷
月齢

枝肉形質

慣行区
ｎ＝5 100%

表３ ㎏当たり圧ぺん籾の生産費
単価 ㎏単価(税込)

籾米 30円/㎏ 31.5円
圧ぺん加工費 7,500円/ｔ 7.875円
袋代 35円/袋 2.45円

41.825≒42円

表４ ４～２８ヵ月齢までの配合飼料摂取総量及び金額

総摂取量 金額 総摂取量 金額 総摂取量 金額
育成用配合飼料 745 39,490 549 29,076 499 26,469

大豆粕 0 0 48 4,231 75 6,581
肥育用配合飼料 4,728 293,105 3,469 215,072 2,814 174,437

圧ぺん籾 0 0 1,391 58,405 1,875 78,733
合計 5,473 332,595 5,456 306,784 5,262 286,220

※税込㎏単価：育成用配合飼料53円、大豆粕88円、肥育用配合飼料62円、圧ぺん籾42円

慣行区 圧ぺん籾25%区 圧ぺん籾35%区
単位：㎏、円
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機関名 （地独）北海道立総合研究機構農業研究本部

部署名 企画調整部企画課

記入者氏名 昆野　大次

電話番号 0123-89-2587

e-mail central-agri@hro.or.jp

品目

分類コード J - 4

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

飼料作物

黒毛和種去勢牛の育成期における牧草サイレージ給与技術

・黒毛和種去勢牛の育成期において、乾草給与体系と遜色ない発育および産肉成績
を示す牧草サイレージ（GS）給与技術を確立した。GSの給与開始は4か月齢から可
能であること、飼料乾物中CP含量は16%で良いこと、軟便に伴う発育低下や体型悪
化、肥育時のビタミンAコントロールに対する悪影響は見られないことを示した。

・黒毛和種育成牛へGSを給与する際の参考として活用する。

無

畜産試験場

4



2015 農業研究本部 畜産試験場

Hokkaido Research Organization                                      地方独立行政法人 北海道立総合研究機構
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飼料自給率ｕｐ! 黒毛和牛にサイレージ

黒毛和牛の育成においては、牧草サイレージ
給与による軟便や体型の悪化および肥育後の肉
質に対する悪影響などが懸念されています。

これらの懸念を払拭し、給与開始時期や適切
な蛋白質水準を明らかにし、育成期における牧
草サイレージの給与技術を開発しました。

畜産試験場
家畜研究部 肉牛グループ
0156-64-0610
endou-tetusiro@hro.or.jp

普 及 Dissemination 連絡先 Contact

概 要 Abstract

成 果 Results

黒毛和牛に牧草サイレージは４か月齢から給与可能です。
また、併給する濃厚飼料の蛋白質含量を減らして、飼料費を
削減することが可能となります。

①給与開始時期の検討 ②蛋白質水準の検討

③給与マニュアルの作成 ④黒毛和牛農家で牧草サイレージ給与

図4 牧草サイレージ給与マニュアル

牧草サイレージは４か月齢から給与可能 併給濃厚飼料の蛋白質含量を18から16%に削減可能

①･②の結果をもとにマニュアルを作成 発育は良好で、市場の平均価格を上回りました
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図1 体重の推移

試験処理

乾草区:乾草

GS4区:４か月齢から牧草サイレージ
GS5区:５か月齢から牧草サイレージ

試験処理

乾草区:乾草＋蛋白質含量18%濃厚飼料

GS区:牧草サイレージ＋蛋白質含量16%濃厚飼料

乾草区 GS区 乾草区 GS区

図2 枝肉重量 図3 BMS No.

488kg 466kg 5.3
5.8

BMS:牛脂肪交雑基準
(No1～12で格付けされ12が最も脂肪交雑が多い) 牧草サイレージ給与牛の枝肉

（写真提供：帯広畜産大学口田研究室）

55万円で落札（市場平均価格は51万円）

サイレージは牧草を乳酸発酵させた飼料です

子牛市場での牧草サイレージ給与牛
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平成２６年度 成績概要書 
 
課題コード（研究区分）： 3101－214331 （経常研究） 
                     
１．研究課題名と成果の要点 
１）研究成果名：黒毛和種去勢牛の育成期における牧草サイレージ給与技術 

  （研究課題名：牧草サイレージ利用型黒毛和種肥育素牛育成技術の確立） 
 ２）キーワード：黒毛和種去勢牛、高水分牧草サイレージ、育成、給与開始時期、飼料中 CP含量 
 ３）成果の要約：黒毛和種去勢牛の育成期において、乾草給与体系と遜色ない発育および産肉成績を示す牧草

サイレージ（GS）給与技術を確立した。GS の給与開始は 4 か月齢から可能であること、飼料乾物中 CP 含量
は 16%で良いこと、軟便に伴う発育低下や体型悪化、肥育時のビタミン A コントロールに対する悪影響は見
られないことを示した。 

２．研究機関名 
 １）担当機関・部・グループ・担当者名：畜試・家畜研究部・肉牛 G 研究主任 遠藤哲代、技術支援 G 
２）共同研究機関（協力機関）： 

３．研究期間：平成 23～26年度 （2011～2014年度） 
４．研究概要 
 １）研究の背景 

牧草サイレージ（GS）は、一般に乾草より栄養価が高いことから乾草の代替粗飼料として期待は大きい。し
かし、黒毛和種の育成においては、GS給与による軟便に伴う発育の低下、体型の悪化および肥育時のビタミン
Aコントロールに対する悪影響など市場での評価の低下が懸念され、普及は進んでおらず、育成期のGS給与技術
の確立やGS給与肥育素牛の肥育実証などの要望が出ている。 
２）研究の目的  
黒毛和種育成牛におけるGS給与が発育、ビタミンA代謝および産肉性に及ぼす影響を明らかにし、GSを利用し

た黒毛和種肥育素牛の育成技術を確立する。 
５．研究内容 
 １）黒毛和種去勢牛の育成期における牧草サイレージ給与技術の検討 

試験 1．牧草サイレージの給与開始時期の違いが飼料摂取量、発育、血液性状および産肉成績に及ぼす影響 
・ねらい：GS給与開始時期と発育および肥育成績の関連について検討し、適切な切り替え時期を提示する。 

 ・試験処理：対照区；6頭（切断乾草+育成用配合飼料）、GS4区；6頭（4か月齢から細切GS+育成用配合飼料） 
GS5区；6頭（5か月齢から細切GS +育成用配合飼料）  
飼料成分組成：乾草；DM86.1%、CP7.9%DM、TDN56.7%DM GS；DM23.4%、CP13.7%DM、TDN69.3%DM 

       肥育期は、全処理で乾草または麦稈と肥育用配合飼料を給与 
試験2．飼料中タンパク質含量を同一水準としたときの牧草サイレージまたは乾草の違いが飼料摂取量、発育
、血液性状および産肉成績に及ぼす影響 
・ねらい：同一圃場で同じ日に収穫、調製した乾草および GSを 4か月齢から給与し、飼料中のタンパク質水準

を同一としたときの飼料摂取量、発育、血液性状および産肉成績に及ぼす影響を明らかにする。 
・試験処理：対照区；8頭（切断乾草+育成用配合飼料）、GS区；8頭（細切 GS+配合飼料+圧ぺんとうもろこし) 

飼料成分組成：乾草；DM83.5%、CP11.9%DM、TDN62.6%DM GS；DM18.8%、CP13.7%DM、TDN69.3%DM 
飼料中 CP含量が 16％DMとなるように設定 肥育期の管理は、試験 1と同様 

２）乳肉複合経営の黒毛和種農家における育成牛への牧草サイレージ給与の現地実証 
・ねらい：肥育素牛生産農家において GSを給与し、発育、腹部形状および市場価格について明らかにする。 
・調査及び分析項目：体重、体高、胸囲、腹囲、飼料給与量、飼料成分、血液性状、市場価格 
３）黒毛和種去勢牛の育成期における 牧草サイレージ給与マニュアルの作成 
・ねらい：牧草サイレージを給与する際のマニュアルを作成する。 

６．成果概要 
１）-(1)GSの給与による乾物摂取量の低下はみられず、給与開始時期の違いによる増体、腹部形状および血中
ビタミンA濃度の差はみられなかった（表1の試験1）。また、GS給与により育成前期に糞便が軟らかくなった
が、乾物摂取量および増体の低下はみられなかった。育成期にGSを給与しても肥育前期に乾草、中後期に麦
稈を給与することで、ビタミンA濃度を適正範囲にコントロールすることが可能であった（図1）。肥育成績
に処理間で差はなく、枝肉脂肪の黄色化は生じなかった。これらのことから、GSの給与は4か月齢から可能で
あると考えられた。 

１）-(2)育成期の増体、腹部形状および血中ビタミンA濃度に処理間で差はみられなかった（表1の試験2）。ま
た、GS給与により育成前期に糞便が軟らかくなったが、乾物摂取量および増体の低下はみられなかった。肥
育成績にも処理間で差はみられず、枝肉脂肪の黄色化は生じなかった。GS給与時では、併給する濃厚飼料の
原物中CP含量を乾草給与時の18%から16％まで低減でき、飼料費は乾草給与と比べ9,115円安く、16%の削減と
なった。 

２）雌および去勢ともに乾草給与に劣らない増体を示し、去勢の300㎏到達日齢は257日と良好な発育であった
（表2）。GSを給与した牛の子牛市場価格は市場平均を上回り、GS給与による負の影響はみられなかった。 

３）試験1および2の結果を基に、GSの給与マニュアルを作成した（図2）。
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＜具体的データ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．成果の活用策 
 １）成果の活用面と留意点 
・本成績は高水分牧草サイレージを給与した結果であるが、低水分・中水分牧草サイレージにも活用できる。 
２）残された問題とその対応 

 
８．研究成果の発表等 
１）学会発表：北海道畜産草地学会第1回（H24.12）、第2回（H25.8）、第3回（H26.8）大会 
       日本畜産学会第118回大会（H26.3） 
２）講演：資源循環型牛肉生産シンポジウム（H25.11）、十勝和牛振興協議会肥育部会研修会（H26.2）、 

カルチャーナイト2014（H26.7） 
３）記事：肉牛ジャーナル（H26.2） 
４）展示：アグリビジネス創出フェアin Hokkaido（H25.11）、ジェネティクス北海道枝肉共励会（H26.10） 
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図 1．試験 1の血中ビタミン A濃度の推移 

図 2．牧草サイレージ給与マニュアル（牧草サイレージの水分含量 75%の場合） 

乾草からGSの切り替えは、3.5ヵ月齢を目安に

乾草（kg)

GS（kg）

育成配（kg） 2.5

0.5 1.0 2.0 4.0 給与表に
準拠

1.0 0.8 0.5 0.2 0

10～12日 13日目～1～3日 4～6日 7～9日

GSから乾草の切り替えは、市場出荷2週間前を目安に

乾草（kg)

GS（kg）

育成配（kg） 4.0

5.0 0.015.0 10.0

1.0 2.0 3.0 4.0

1～3日 4～6日 7～9日 10日目～

表2．現地実証における発育および市場成績

対照区 GS区 対照区 GS区
（n=4） （n=4） （n=4） （n=6）

出荷体重（kg） 257 282 319 331
出荷日齢 265 286 295 277
日齢体重（kg/日） 0.97 0.99 1.08 1.19
300kg到達日齢 300 302 271 257
体高 (cm) 111 111 116 116
腹囲 (cm) 170 179 183 183
腹深・体高比 0.49 0.51 0.51 0.51
市場価格（千円） 355 409 562 539
市場平均価格（千円） 355 355 535 507
１市場平均価格：雌の対照区およびGS区は773頭の平均
　　　　　　　　　　 去勢の対照区は927頭、GS区は943頭の平均

去勢雌

1 

表1．各試験の育成および産肉成績（試験区分横のカッコ内は試験期間）

対照区 GS4区 GS5区 対照区 GS区 有意性

育成期間中の飼料摂取量（㎏） - -
乾物摂取量

粗飼料 392 397 403 475 461 - -
濃厚飼料 378 410 421 484 457 - -

CP摂取量 115 148 148 160 150 - -
TDN摂取量 506 591 598 670 675 - -

体重（kg） -
育成開始時 135.8 128.0 131.1 124.3 128.1 ns -
育成終了時 262.4 280.6 290.8 311.4 318.1 ns -

日増体量（kg） 0.91 b 1.10 ab 1.15 a 1.12 1.14 ns -
300kg到達日齢 316 289 282 282 278 -
育成終了時の体尺値

体高（cm） 110.6 111.6 112.0 114.3 115.0 ns 115.4
腹深（cm） 58.0 58.5 57.7 58.2 59.5 ns 62.2
腹幅（cm） 49.1 48.4 51.0 50.5 50.6 ns 48.4
腹囲（cm） 180.8 182.5 184.5 187.5 190.5 ns 183.5
腹深/体高比 0.52 0.52 0.52 0.51 0.52 ns 0.54

枝肉重量（㎏） 450 458 470 488 466 ns 481
ロース芯面積（c㎡） 63.4 58.7 60.0 63.3 59.8 ns 57.1
BMS No. 7.4 5.8 5.5 5.3 5.8 ns 5.9
BFS No. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 ns 3.0
飼料費（円）

粗飼料 16,464 12,307 12,922 19,940 14,303
濃厚飼料 28,728 31,160 31,996 36,812 33,334
合計 45,192 43,467 44,918 56,752 47,637

試験1の異なる文字間で有意差あり（p<0.05）

1「市場平均」：体尺値は、H24.4～H26.10に十勝市場で測定した去勢牛1,226頭（282日齢）の平均


　　　　　　　　　 枝肉重量、ロース芯面積、BMS、BFSは平成25年度北海道平均(日本食肉格付協会)

2「300kg到達日齢」＝（300-開始時体重）/全期間日増体量＋開始時日齢

市場

平均

試験2（4.1～9.5か月齢）試験1(4.3～8.9か月齢）

3「飼料費」：試験1の飼料費は、飼料中のCP含量を考慮せずに、乾草をGSに置き換えた場合の参考

               　　値と して示した。
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機関名 広島大学

部署名 大学院生物圏科学研究科

記入者氏名 小櫃剛人

電話番号 082-424-7955

e-mail tobitsu@hiroshima-u.ac.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

飼料作物

飼料作物の栄養価評価技術

広島大学大学院生物圏科学研究科、同国際協力研究科

1. 携帯型分光放射計から、飼料作物の生育状況および栄養価につい非破壊か
つリアルタイムに診断する。飼料作物の群落上における分光反射計測から、生産
量、植物体中の窒素および繊維質等の飼料成分含量などを定量できる。ならび
にラジコンヘリ等に搭載した可視・近赤外カメラ空撮画像情報から、圃場内の面
的なばらつき（空間分布）の情報についても提供することが可能である。
2. .飼料用稲・飼料米を含む飼料作物のウシにおける栄養価値を、消化管部位物
消化、吸収栄養素量、内分泌反応、生産物品質などの面から評価する。各種飼
料を給与した際の反芻胃内での消化性や発酵産物および微生物合成量、ならび
に小腸内で消化されるアミノ酸、脂肪酸およびビタミンなどを定量できる。また搾
乳ロボットを用いて、飼料稲・飼料米の乳生産効果に関する詳細なデータを提供
することが可能である。

1.  生産現場において飼料作物の現況が分かることで、適切な施肥設計（追肥の
時期、肥料の散布量）や刈取り適期の計画立案が可能になる。例えば，生育状況
に合わせた追肥の時期に適切な量の肥料を散布することで，春期のスプリングフ
ラッシュを促進する。また圃場内の生育マップから、飼料作物の生育が低い場所
に局所的に追肥を行うことで効率的に圃場全体の生産性を高めることができる。
2. 新たな飼料作物品種の特徴や、飼料の組み合わせ効果、実際の家畜における
反応など、飼料作物を普及させる際に必要となる、飼料の有効性に関する理論的
な根拠を提供する。例えば、飼料用イネサイレージ給与時に不足しやすいアミノ
酸を、小腸内消化アミノ酸などの面から明らかにすることによって、補給すべきア
ミノ酸を提示し飼料用イネサイレージの利用性を高めることができる。

1.に関する資料
http://home.hiroshima-u.ac.jp/kamuken/research.html

2.関する資料
日本畜産学会第116回大会講演要旨(平成25年）、日本畜産学会第117回大会講
演要旨（平成25年）
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機関名 福島県農業総合センター

部署名 企画経営部企画技術科

記入者氏名 遠藤敦史

電話番号 024-958-1700

e-mail endou_atsushi_02@pref.fukushima.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

本技術の前身であるイネグレインサイレージは、多くの畜産農家で採用されてい
るが、本加工方法の成績がまとまった平成22年度末に東日本大震災が発生し、
その後、現在まで農家への周知が滞っている。

福島県農業総合センター

飼料作物

籾すり機を使ったイネソフトグレインサイレージ用籾の加工方法

１　水分率の高い黄熟期の稲（ふくひびき）を自脱型コンバインにて収穫し、得ら
れた籾をそのまま用いた。
２　使用機種はインペラ式の籾すり機で、損傷を与えるために脱ぷ用変速レバー
を、最も脱ぷ率の高くなる位置に調整した。
３　損傷粒割合は６７％で、従来のガーデンシュレッダ１回処理法に比べ高かっ
た。機械内部のライナーを凹凸の付いた鉄製に変更することにより、損傷粒割合
が７９％と更に向上した。

米の乾燥調製施設で使われる調製機（籾すり機）を利用することで、従来の処理
法より損傷粒割合が向上するため、イネソフトグレインサイレージ（イネＳＧＳ）を牛
に給与する際、消化率を向上させることができる。

無
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福島県畜産試験場研究報告第１３号（イネソフトグレインサイレージの収穫調製技術、2005）

平成20年度福島県農業総合センター試験成績概要(2008)

主な参考文献・資料
平成16年度普及に移しうる成果「イネソフトグレインサイレージの収穫調製技術」

籾すり機を使ったイネソフトグレインサイレージ用籾の
加工方法

部門名
飼料作物－飼料作物－作業技術、収穫・乾燥・調製、サイレージ

担当者

福島県農業総合センター  企画経営部経営・農作業科

図１　籾すり機での加工状況

水分率の高い黄熟期の稲（ふくひびき）を自脱型コンバインにて収穫し、得られた籾をそのまま用いた。

要旨

朽木靖之・松葉隆幸・高橋誠

　イネソフトグレインサイレージ（イネＳＧＳ）を牛に給与する際、消化率を向上させるため、籾を破砕もしくは損傷を
与える必要がある。米の乾燥調製施設で使われる調製機（籾すり機）を利用することで、従来の処理法より損傷粒
割合が向上した。

損傷粒割合は67%で、従来のガーデンシュレッダ１回処理法に比べ高かった。機械内部のライナーを凹凸の付
いた鉄製に変更することにより、損傷粒割合が79％と更に向上した。

使用機種はインペラ式の籾すり機で、損傷を与えるために脱ぷ用変速レバーを、最も脱ぷ率の高くなる位置に
調整した。

表１　作業性能

処理法　
籾すり機
標準

籾すり機
試作

ｶﾞｰﾃﾞﾝｼｭ
ﾚｯﾀﾞ(1回通
過)※

ｶﾞｰﾃﾞﾝｼｭ
ﾚｯﾀﾞ(2回通
過)※

損傷粒
割合(%)

67 79 42～55 65～72

処理量
(kg/s)

0.5 0.5 - 0.22

※福島県畜産試験場研究報告より抜粋
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機関名 京都府農林水産技術センター農林センター

部署名 環境部

記入者氏名 天野　久

電話番号 0771-22-6494

e-mail h-amano64@pref.kyoto.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

京都府福知山市の中山間地域において普及センターと農林センターが共同して
普及活動を行っている。

京都府農林水産技術センター農林センター

飼料作物

鶏ふん堆肥を利用した飼料米の低コスト多収生産技術

　
　鶏ふん堆肥は、生産方式により初期の窒素無機化率が異なる傾向がある。そこ
で簡易に鶏ふん堆肥の初期窒素無機化率を調べるために堆肥の抽出液(電子レ
ンジと保温容器を用いて簡易に得られる)　の紫外部2波長の吸光度の差を用い
て窒素発現予測式を作成した。
　飼料米品種「モミロマン」において、基肥として窒素発現予測式による初期無機
化窒素6kg/10aに該当する鶏ふん堆肥を施用し、追肥として硫安を窒素3.5kg/10a
施用する施肥体系により、目標収量の1,000kg/10ａを達成できた。肥料費は化成
肥料の31～40％と低コストになった。

(予測式)
初期窒素無機化量(g/kg) ＝ Δ吸光度 × 25.4 ＋ 5.0
（Δ吸光度 ＝ 堆肥のリン酸緩衝液抽出液の290nmの吸光度－260nmの吸光度）
(簡易リン酸緩衝液抽出法)
･堆肥0.5ｇ ＋ pH7.0 - 1/15M リン酸緩衝液200mL
･電子レンジによる加温
600W 3分→{(10分保温)→（600W 30秒）}× 5回
･抽出液を10倍希釈し、290nmと260nmの吸光度を測定

地域資源（畜産堆肥）の循環によって飼料米生産を増やそうとしている地域。
この技術によって中山間地域における遊休農地や耕作放棄地の有効利用が期
待できる。
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機関名 広島県立総合技術研究所農業技術センター

部署名 栽培技術研究部

記入者氏名 勝場善之助

電話番号 082-429-3066

e-mail z-katsuba81339@pref.hiroshima.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

平成24年の「たちすずか」栽培面積
広島県　200ha
山口県　　21ha

広島県立総合技術研究所農業技術センター

近畿中国四国農業研究センターのホームページに掲載されている「高糖分飼料イ
ネ「たちすずか」栽培技術マニュアル」の中でも紹介している。

飼料作物

「たちすずか」の最適な窒素施用時期を解明

高糖分飼料イネ「たちすずか」の最適窒素施肥時期は次のとおりである。

○茎葉多収栽培の場合
基肥で窒素4～8kg/10a，出穂60～30日前に追肥4～8kg/10aを施用すれば、乾物
収量1500kg/10aが可能。

○採種栽培の場合
基肥は施用せず、出穂20日前に窒素10kg/10aを施用すれば、種子生産量
300kg/10a以上が可能。

新品種「たちすずか」の普及拡大，および地域ごとに栽培暦を作成する際の参考
資料となる。

無
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機関名 （地独）北海道立総合研究機構農業研究本部

部署名 企画調整部企画課

記入者氏名 昆野　大次

電話番号 0123-89-2587

e-mail central-agri@hro.or.jp

品目

分類コード Ｊ - 5

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

飼料作物

乳牛における子宮内膜炎の発生要因と予防指針

・乳牛における子宮内膜炎の発生実態を明らかにし、乾乳期の過肥、分娩前の牛群
変更、飼料摂取量不足、周産期疾病、および子宮炎などが子宮内膜炎の発生要因
であることを示した。また、子宮内膜炎の発生低減のための予防指針を作成した。

・繁殖成績の改善が必要な酪農場において、子宮内膜炎が多発している場合に活用
する。

無

根釧農業試験場
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代謝病
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分娩前2週以内の
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2015 農業研究本部 根釧農業試験場

Hokkaido Research Organization                                      地方独立行政法人 北海道立総合研究機構

Konsen Agricultural Experiment Station

根釧農業試験場
研究部 乳牛グループ
0153－72－2004
konsen-agri@hro.or.jp

普 及 Dissemination 連絡先 Contact

概 要 Abstract

成 果 Results

改良した子宮内膜炎の診断基準を用い、酪農場での分娩後6週目における子宮内膜炎の発生状況と発生要

因を調査した。子宮内膜炎の発生率は40％であり、①乾乳期の過肥、②分娩前の牛群変更、③飼料摂取

量の低下、④周産期病（胎盤停滞、代謝病）、⑤子宮炎などが発生要因であることを示した。また、子宮

内膜炎の発生低減のための予防指針を示した。

＊子宮内膜炎とは？：子宮の内膜が炎症を起こす病気。発情周期の乱れや不妊の原因となる。

【診断基準】 【子宮内膜炎の発生状況】

分娩後6週目に上記のどちらかを満たした場合、
“子宮内膜炎”と診断する。

・子宮に多量の貯留物 ・子宮内から回収した
細胞中に白血球５％以上

超音波検査 子宮内膜細胞診

1.0 cm

貯留物

0

20

40

60

発
生
率
（
％
）

分娩後6週目の子宮内膜炎の発生率は40％。
農場によって幅があった（30～57％）。

【子宮内膜炎の発生要因】

白血球

子宮内膜細胞

n=553

【子宮内膜炎の予防指針】

1）産褥期：分娩後21日以内 2）BCS（ボディーコンディションスコア）：牛の太り具合。1（痩）～5（太）

・①乾乳後期のストレス軽減、②分娩しやすくダメージ
を与えない管理、③栄養充足、がポイント

・発生要因が思いあたる、子宮の修復が悪いと感じた
場合は、重点項目を中心に飼養管理を見直す。

・本試験の成績は、繁殖成績の改善が必要な農場において、子宮内膜炎が
多発している場合に活用する。

・本試験で用いた子宮内膜細胞診の器具は自作品である。

子宮内膜炎の予防が繁殖成績を上げる近道！

＊分娩時トラブル：分娩介助、双子、死産

乾乳後期 分娩時 分娩直後～産褥期1）

牛群の変更を避ける
（分娩14日以内）

適切な分娩介助
を行なう

行動の自由度を
確保する

残食が出る程度の飼料給与および飼料の掃き寄せ・泌乳中後期にBCSを
3.00～3.25に調整

・乾乳期はそれを維持 カルシウム製剤の適切な給与

重点項目
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平成２６年度 成績概要書 
 

課題コード（研究区分）： 3101－214541 （経常研究） 
                        
１．研究課題名と成果の要点 
１）研究成果名：乳牛における子宮内膜炎の発生要因と予防指針 

  （研究課題名：乳牛における子宮内膜炎の発生要因の解明と予防指針の作成） 
 ２）キーワード：子宮内膜炎、周産期疾病、繁殖成績 
 ３）成果の要約：子宮内膜炎の診断基準を改良した。本基準を用いて酪農場における子宮内膜炎の発生実態

を明らかにした。また、乾乳期過肥、分娩前の牛群変更、飼料摂取量不足、周産期疾病、および子宮炎
などが子宮内膜炎の発生要因であることを示し、子宮内膜炎の発生低減のための予防指針を作成した。 

２．研究機関名 
 １）担当機関・部・グループ・担当者名：根釧農試・研究部・乳牛Ｇ・研究主任 小山毅 
  ２）共同研究機関（協力機関）：（根室地区 NOSAI）（根室農業改良センター） 
３．研究期間：平成 24～26年度 （2012～2014年度） 
 
４．研究概要 
 １）研究の背景 

子宮内膜炎は乳牛の繁殖性を低下させる主要因の一つとされているが、有用な検査手法がなかったた
め、農場における発生実態や発生要因については解明が進んでいない。また効果的な治療法が確立されて
いないため、その予防が重要である。子宮内膜炎の発生率は牛群によりバラつきがあり、飼養管理の違い
が子宮内膜炎の発生率に影響を与えている可能性が指摘されている。 

２）研究の目的  
「乳牛における超音波画像診断法を用いた分娩後の子宮修復の判定基準」（平成 23 年度指導参考事項

；以下前成績書）において作成した子宮修復遅延の判定基準（＝子宮内膜炎の診断基準）を改良し、酪農
場における子宮内膜炎の発生実態および子宮内膜炎の発生要因を明らかにし、予防指針を作成する。 

 
５．研究内容 
 １）子宮内膜炎診断基準の改良 
・ねらい：複数牛群の子宮検査結果と繁殖成績との関連を解析し、子宮内膜炎の診断基準を改良する。 
・試験項目等： 9 農場におけるホルスタイン種雌牛 498 頭を供試した。分娩後 3週目に腟検査（腟内貯留粘

液スコア）、分娩後 6 週目に腟検査、超音波画像診断（子宮腔内貯留物および子宮内膜スコ
ア）および子宮内膜細胞診（多形核白血球（以下 PMN）の割合）による子宮検査を実施した。
繁殖成績は農場の記録および牛群検定情報を用いた。各スコアは前成績書のスコアを用いた。  

２）子宮内膜炎の発生実態と発生要因の解明  
・ねらい：子宮内膜炎の発生実態および発生要因を明らかにする。 
・試験項目等：上記 9 農場におけるホルスタイン種雌牛 553 頭を供試した。腟検査、子宮検査は１）と同様

に実施した。分娩状況（分娩難易度、胎盤停滞など）、血液生化学性状、ボディーコンディ
ションスコア（BCS）、ルーメンフィルスコア（RFS）、牛群変更、疾病発生などを牛の観察、
農場の記録、牛群検定情報および家畜診療データによって調査した。 

 ３）各調査農場における子宮内膜炎の発生状況と飼養管理との関連性  
・ねらい：飼養管理が子宮内膜炎の発生率に及ぼす影響を明らかにする。 
・試験項目等：上記 9 農場において飼養管理の聞き取り調査を実施した。その他調査項目は２）と同様。 
４）子宮内膜炎の予防指針の作成 
・ねらい：発生要因および農場の調査結果から、子宮内膜炎の予防指針を作成する。 

 
６．成果概要 
１）子宮内膜炎の診断基準は、分娩後 6 週目における子宮腔内貯留物スコア 2 以上、または PMN の割合が 5.0

％以上のどちらかを満たした場合が妥当であることを示した（データ略）。 
２）-（1）分娩後 3 週目における子宮炎の発生率は 38％（15～57%）、分娩後 6 週目における子宮内膜炎の発

生率は 40％（30～57%）であり、それらの発生率は農場により異なっていた。また子宮炎の発生率が高い牛
群では子宮内膜炎の発生率も高いことが示唆されたため、子宮内膜炎の発生率を推定する目安として使用可
能と考えられた（データ略）。 

２）-（２）子宮内膜炎の発生要因は、分娩 2 週前の摂取量不足（RFS≦2）、乾乳後期の過肥（BCS≧3.75）、
胎盤停滞の発生、第四胃変位の治療、子宮炎の発生、分娩後の削痩（分娩後 6 週目までの BCSの最低値≦2.25）
であった。それらの発生に影響する要因は、分娩前 2週以内の牛群変更、分娩 1週目の潜在的な代謝病（低
Ca、高遊離脂肪酸（NEFA））、産褥期の摂取量不足（RFS≦2）であった（表 1）。これらの結果から子宮内
膜炎の発生に至る経路を整理した（図 1）。 

３）子宮内膜炎の発生率が 40%を超えた農場では、分娩前 2 週間以内の牛群の変更、分娩時の拘束、分娩介助、
難産および胎盤停滞の多発、分娩後 1 週目の低 Ca 状態、代謝病の多発、乾乳期の過肥および分娩後の削痩、
分娩前後の飼料摂取量の不足等の特徴が認められた（表 2）。 

４）分娩後 6 週目の子宮内膜炎発生率が 40%または分娩後 3 週目の子宮炎発生率が 40%を超える農場において活
用する子宮内膜炎の予防指針を作成し、その運用法を示した（図 2）。 
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＜具体的データ＞ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．成果の活用策 
 １）成果の活用面と留意点 

(1) 繁殖成績の改善が必要な酪農場において、子宮内膜炎が多発している場合に活用する。 
(2) 本試験で用いた子宮内膜細胞診の検査器具は自作品である。 
 

８．研究成果の発表など 
  平成 26年度 北海道畜産草地学会 ワークショップ講演 

表 1.子宮内膜炎の発生要因 

図 2.子宮内膜炎の発生に至る経路 

1）BCS≧3.75、2）BCS 変化量≧0.75、3）BCS≦2.25、4）RFS≦2 

5）第四胃変位、ケトーシス、乳熱または低 Ca 血症、 

6）分娩介助、死産、双子 

調整オッズ比：ある事象の起こりやすさを 2 群間で比較。 

1 より大きいと、事象がより起こりやすい。 

例）子宮炎になると子宮内膜炎の発生リスクが 2 倍になる。 

子宮炎：炎症が子宮筋層までおよぶ炎症性子宮疾患。本試験では分娩後 3

週目に腟内貯留粘液スコアが 2 以上の場合とした。 

図 2.子宮内膜炎の予防指針と運用法 

図 1.子宮内膜炎の発生に至る経路 

表 2.子宮内膜炎発生率が中および高程度であった農場の特徴 

【用語】 

発生率が 40％を超える 

② 予防対策の開始 

乾乳後期 分娩時 分娩直後～泌乳最盛期

・分娩2週前に牛群を変更している ・分娩時に拘束されている ・牛群全体が低Ca状態にある

・乾乳後期に過肥牛（BCS≧3.75）が多い ・分娩介助率が高い ・代謝病発生率が高い

・乾乳後期に摂取量が低下している牛（RFS≦2）が多い ・難産率が高い ・子宮炎発生率が高い

・胎盤停滞発生率が高い ・削痩牛（BCS≦2.25）が多い

過肥1） 子

宮

内

膜

炎

の

発

生

BCS変化量
大2）

痩せすぎ3）

摂取量
低下4）

摂取量
低下4）

代謝病5）

胎盤停滞

子宮炎

分娩前2週以内の
牛群変更

分娩時
トラブル6）

低Ca状態

分娩直後～泌乳最盛期分娩乾乳後期

①分娩後 6週目の子宮 

内膜炎発生率の把握 

分娩後3週目の子宮炎

発生率の把握 

③対策効果の検証 

＜子宮内膜炎の予防指針＞ 

重点実施項目

基本的な実施項目

残食が出る程度の飼料給与および飼料の掃き寄せ

適切な分娩介助
を行なう

牛群変更を避ける
（分娩前14日以内）

泌乳中後期に
BCSを3.00～3.25
に調整、乾乳期は
それを維持 Ca製剤の適切な給与

乾乳後期 分娩時 産褥期分娩直後

行動の自由度を
確保する

目的変数 説明変数
調整

オッズ比
p値

分娩前2週 RFS≦2 3.06 <0.01

乾乳後期BCS≧3.75 1.85 <0.05
分娩季節 1.33 <0.01
胎盤停滞 2.37 <0.01
第四胃変位 4.35 <0.05
子宮炎 2.00 <0.01
分娩後6週までのBCS最低値≦2.25 1.95 <0.05
産次（2産以上） 1.80 <0.05
分娩介助 1.63 <0.05
死産 4.96 <0.01
乳熱または低Ca血症 2.13 <0.1
産次（2産以上） 0.49 <0.01
分娩前2週以内の牛群変更 1.92 <0.01
死産 4.16 <0.01
胎盤停滞 8.87 <0.01
ケトーシス 4.13 <0.05
分娩後1週 低Ca 2.56 <0.01
分娩後3週 RFS≦2 1.64 <0.05
産次（2産以上） 3.00 <0.01
分娩前2週以内の牛群変更 2.14 <0.05
分娩前2週 RFS≦2 5.13 <0.01
分娩前1週 RFS≦2 2.03 <0.01
第四胃変位 3.65 <0.05
子宮炎 1.71 <0.01
産次（2産以上） 1.56 <0.1
乾乳後期BCS≧3.75 15.50 <0.01
分娩後1週 高NEFA 3.11 <0.05
産次（2産以上） 6.83 <0.01
双子分娩 3.91 <0.1
分娩後3週 RFS≦2 1.79 <0.1
BCS変化量≧0.75 2.28 <0.05

分娩後3週RFS≦2

胎盤停滞

分娩前1週RFS≦2

子宮内膜炎

分娩後6週目までの
BCS最低≦2.25

BCS変化量≧0.75

子宮炎
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