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プログラム 

開会挨拶                       会長 横山峯介（新潟大学脳研究所） 

 

特別講演 １                              司会 中潟 直己 

系統差を用いた疾患感受性遺伝子同定の試み  

佐々木宣哉先生 

（北里大学獣医学部 実験動物学研究室教授） 

 

特別講演 ２                                   司会 鈴木 宏志 

マウスとともに４０年：恩師との出逢いを振り返って 

横山 峯介先生 

（新潟大学脳研・フェロー／東海大学医学部 客員教授／(財)実験動物中央研究所 特任研

究員） 

 

－休憩－ 

 

一般講演（順番未確定）                 座長 松田 正史  

１ 突然死した遺伝子改変雄マウスを用いた体外受精における凍結未受精卵子の利用  

○石束祐太 1、酒匂一仁 1、中尾聡宏 1、吉本英高 1、蜂谷真衣 1、坂井裕輝 1、前田佳子 1、 

堀越裕佳 1、武氏志保里 1、廣瀬優美子 1、椋木 歩 1、竹尾 透 1、荒木喜美 2、中潟直己 1 

（１熊本大学 生命資源研究・支援センター（CARD）資源開発分野、２熊本大学  生命資源研

究・支援センター（CARD）疾患モデル分野） 

 

２ マウス胚移植における三種混合麻酔薬の評価  

○後藤  元人、高梨−矢延  理絵子、岡村  匡史  （(独 )国立国際医療研究センター研究所 

実験動物管理室） 

 

３ ラット初期胚の収集と保存 

江藤 智生（公益財団法人実験動物中央研究所） 

座長 濱野 晴三 

４ 食品の安全について 

奥田 裕計（中央労働災害防止協会 (中災防)・日本バイオアッセイ研究センター） 

  

５．性選別精子を用いて生産したウシ体外受精胚における初期卵割  

的場 理子（農林・食品産業技術総合研究機構  畜産草地研究所） 

 

研究会からのお知らせ 

～今さら聞けない質問/回答～ 

鈴木  

 

閉会挨拶                    副会長 浜野晴三（（社）家畜改良事業団） 



 

１．特別講演 

系統差を用いた疾患感受性遺伝子同定の試み 

 

佐々木宣哉先生 

（北里大学獣医学部実験動物学研究室） 

 

 

疾患モデル動物を研究している実験動物学分野の研究者にとって、研究対象が、ヒト疾患

に外挿できるか否かは常に気になるところであり、近年のヒトゲノミクスの進展による疾患原因遺

伝子発見のゴールドラッシュは脅威である。現在、OMIMによると、約 3700のメンデル遺伝型の

表現型が特定の遺伝子変異と対応づけられ、約 3500 の表現型が未だ不明であるが、次世代

シーケンサーによるエクソーム解析により続々と原因が明らかになっていく勢いである。一方、

糖尿病、高血圧、腎臓病といった多因子疾患 (common disease)に関しては、ゲノムワイド関連

解析(GWAS)が盛んに行われているが、個々の遺伝子座の貢献度は低いという結果が相次い

で報告され、これらの疾患の病態は多くの遺伝子座の多様性が複雑に影響しあって決定され

ていると考えられ、GWAS で新たな治療や創薬の分子標的を発掘できるのかという疑問が生じ

ている。 

多因子疾患で新たな疾患修飾遺伝子を同定するには、実験動物を用いた遺伝学的解析が、

古典的であるが、まだまだ有用であると思われる。演者は、疾患モデル動物の主役の原因遺伝

子ばかりでなく、脇役の遺伝的背景 (修飾遺伝子)について常々着目してきた。本講演では、マ

ウス系統差を用いた疾患修飾遺伝子の試みについて、甲状腺機能低下症、慢性腎臓病モデ

ルや実験動物の感染症の例について紹介し、皆様から様々なアドバイスを頂きたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．特別講演 

マウスとともに４０年：恩師との出会いを振り返って 

 

横山 峯介先生 

(新潟大学脳研・フェロー/東海大学医・客員教授/実中研・特任研究員) 

 

 

私は、２０１３年３月に新潟大学脳研究所の定年を迎えた。振り返ってみれば、北里大学畜

産学部の４年生の時(1968)に豊田裕先生に師事し、マウス体外受精の研究を開始してから４０

年以上の年月が経過したことになる。この間、たくさんの先輩・同輩・後輩の方々に教えをいた

だき、助けていただいて、充実した満足できる研究生活を送れたことを、心から感謝している。  

私の研究者としての人生は、豊田先生との出会いで始まった。米国留学から帰国して北里

大学畜産学部に赴任してこられた豊田先生が、新たに開設された家畜育種繁殖学教室に卒

論生として入れていただいたのがその始まりである。学部を卒業して大学院に進み、博士課程

１年で中途退学するまで、先生には研究の楽しさと厳しさを様々なかたちで教えていただいた。

さらに、大学を離れてからも学生時代とまったく同様に、研究や仕事についての相談に親身に

のっていただいた。 

１９７３年４月に実中研に入所し、１９９２年３月までの１９年間お世話になった。入所して、野

村達次所長から最初にいただいた研究テーマが、自然交尾が不能な筋ジストロフィーマウスの

ホモ型個体を、体外受精の技術で作出することであった。大学院での研究テーマが、マウス体

外受精の手法を用いて受精のメカニズム（とくに精子の受精能獲得）を解明することであったが、

体外受精卵を移植して産仔を得る実用的な観点はまったく含まれていなかった。このために実

中研での実験は、インキュベーターや顕微鏡などの備品を揃えることから始め、体外受精の再

現性を高める検討や胚の体外培養、胚の卵管・子宮への移植など、すべて手探りの状況から

のスタートであったが、豊田先生のアドバイスが最大の助けであった。野村所長からの課題を達

成するのに約４年間を要したが、この経験がその後の研究に大いに役立った。また、マウス胚

の凍結保存は１９７０年から開始し、これも約４年間をかけて基本的な技術基盤を構築して、実

中研で維持されていた各種系統の初期胚の保存を行った。 

また、1978年にイエール大学・マーカート教授のもとで、当時はまだ黎明期にあったマウス初

期胚の顕微操作を学ぶ機会をいただいた。当初の目的であった前核期受精卵から片方の核

を除去し、サイトカラシン B 処理で二倍体に戻して遺伝子型が 100%ホモ型個体の作出は叶わ

なかったが、その時併せて学んだ集合キメラマウスの実験手法は、脳神経系疾患モデルなどの

病因解明に大きな貢献を果たした。 

一方、１９８０年にイエール大学のゴードンらによって報告された外来遺伝子導入マウスにつ

いては実中研でも、１９８２年に勝木元也先生（当時は慶応大医）が室長を兼務するかたちで

新設された発生工学研究室を中核として本格的に開始され、メンバーの一員として参加した。

勝木先生の技術開発の基本は、従来の方法にいっさい囚われることなく、すべて自ら実践した

うえで確証された技術のみを実験システムに組み入れる方式であった。その結果、世界標準と



して誇れる実験システムが構築され、これらの成果は「発生工学実験マニュアル」および「科学

映像：生命のプログラミング」として出版・制作された。さらに、新たに誕生したこの発生工学の

実験システムは、動物の生産現場のみならず、我が国の動物実験科学の分野に革命的な変

革をもたらした。 

その後、この経験をもとに三菱化学生命研で１２年間、さらに新潟大脳研で１０年間、マウス

を用いて研究を行ってきた。今回は、私の４０年間にわたる研究生活を振り返りながら、思い出

のできごとの一端をお話したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般講演 

 

１.突然死した遺伝子改変雄マウスを用いた体外受精における凍結未受精卵子の利用  

○石束祐太 1、酒匂一仁 1、中尾聡宏 1、吉本英高 1、蜂谷真衣 1、坂井裕輝 1、前田佳子 1、

堀越裕佳 1、武氏志保里 1、廣瀬優美子 1、椋木 歩 1、竹尾 透 1、荒木喜美 2、中潟直己 1 （熊

本大学 生命資源研究・支援センター（CARD）資源開発分野、同疾患モデル分野） 

 

【目的】生命科学研究において、遺伝子改変マウスを用いた研究が盛んに行われている。

CARD では、遺伝子改変マウス研究の効率化を目指し、様々な生殖工学技術の開発を行って

いる。これまでに私達は、精子の凍結保存技術、高い受精率が得られる体外受精技術、胚や

精巣上体尾部の冷蔵輸送技術を開発し、遺伝子改変マウスの保存、作製および輸送法の改

良を進めてきた。さらに、近年、新たにマウス未受精卵子の凍結保存および体外受精法を開

発し、新鮮、冷蔵および凍結精子を用いた体外受精において高い受精率を得ることに成功し

た（Nakagata、 Cryobiology、 2013）。凍結未受精卵子の利用は、体外受精に使用する雌マ

ウスを個体で維持する必要がないこと、過剰排卵処理による時間的制約を受けないこと、また、

必要な数の卵子を用いていつでも体外受精を行えることなど、体外受精を効率的に行う上で

多くの利点がある。そこで本研究では、マウス凍結未受精卵子を用いた体外受精の応用として、

突然死した雄マウスから採取した精子を用いた体外受精における凍結未受精卵子の有用性

について検討した。 

 

【方法】C57BL/6J 雄マウスを安楽死させた後に 0、 6、 12、 18 あるいは、24 時間後に、精巣

上体尾部を採取、各精巣上体尾部から回収した精子を 0.75mM メチル- -シクロデキストリンを

含有した TYH（cTYH）中で培養した。また、精子は、LIVE/DEAD Sperm Viability Kit を用い

て精子生存率、精子運動性解析装置 IVOSを用いて精子運動率を評価した。次に、過剰排卵

処理した C57BL/6J 雌マウスより卵子を採取し、ヒアルロニダーゼ処理により卵丘細胞を除去し

た後に、簡易ガラス化法にて卵子を凍結保存した。体外受精は、融解した凍結未受精卵子を

1.0 mM 還元型グルタチオンを含有した HTF 中に導入後、前培養した精子を用いて、媒精を

行った。翌日、二細胞期胚への発生を観察し、受精率を算出した。次に、飼育中に死亡した

P53KO ホモ雄マウスを用いて、同様の手法により体外受精を行った。さらに、得られた 2 細胞

期胚の一部は、胚移植を行い、産仔への発生能を評価した。また、胚移植により得られた産仔

は、PCR により遺伝子解析を行った。 

 

【結果および考察】精子の生存率は、安楽死後、顕著に低下し（0h: 79%,  6h: 44%,  12h: 

49%, 18h: 41% and 24h: 50%）、また、それら運動率も、安楽死から 12時間以降、急激に減少し

た（0h: 61%, 6h: 48%, 12h: 40%, 18h: 2% and 24h: 1%）。体外受精における受精率は、0 および 

6 時間において高い受精率を示したが、その後、安楽死後の時間経過に伴い漸次低下した

（0h: 84%, 6h: 87%, 12h: 48%, 18h: 18% and 24h: 3%）。次に、飼育中に死亡した P53KO ホモ

雄マウス由来精子と凍結未受精卵子間で体外受精を行い、得られた胚の移植を行った結果、

体外受精率は、20%および 60%、産仔への発生率は、42.5%であった。なお、得られ産仔の遺伝

子解析を行った結果、全ての産仔が P53 遺伝子欠損について、ヘテロであった。以上の結果

より、凍結未受精卵子を用いた体外受精により、突然死した雄個体から胚および個体を作製

できることが明らかになった。 



２.マウス胚移植における三種混合麻酔薬の評価  

〇後藤 元人、高梨−矢延 理絵子、岡村 匡史（（(独)国立国際医療研究センター研究所 実

験動物管理室） 

 

マウス受精卵移植時の注射麻酔薬は、これまでペントバルビタールおよびトリブロモエタノー

ルが汎用されてきたが、それぞれ鎮痛作用の弱さおよび炎症を惹起するなどの問題があり、必

ずしも適切な麻酔薬とは言えない。最近、三種混合麻酔薬（メデトミジン/ミダゾラム/ブトルファ

ノール、以下 M/M/B）の有用性が報告され、新たな麻酔薬として注目されている。そこで、

我々は M/M/B がマウス胚移植成績に与える影響を検討、その有用性を評価した。まず、系統

差および雌雄差を比較するため、C57BL/6NCr および ICR における麻酔効果を比較した。麻

酔時間は、投与後の正向反射と疼痛反射の消失時間により算出した。両系統とも麻酔時間に

有意な雌雄差が見られ、雄の麻酔時間が有意に短かった。また、M/M/Bの麻酔時間は、調整

後２ヶ月でも有意な短縮は見られなかった。 

次に、マウス胚移植成績への影響を評価するために、偽妊娠 ICR 雌マウスを 2%イソフルラン

および M/M/B=0.75/4/5(mg/kg)で麻酔後、常法に従い左右けん部を切開し、卵管内に受精

卵を移植した。M/M/B 麻酔群は、手術後アチパメゾール投与により速やかに覚醒させた。イソ

フルラン麻酔群および M/M/B 麻酔群の着床率は、それぞれ 68.8±20.2%および 71.3±14.4%、

産仔率はそれぞれ 42.3±13.8%および 44.6±14.7%で、共に有意な差は見られなかった。胚移

植においては、注射麻酔である M/M/B の方が作業性がいいことから、より適していると判断し

た。しかし、M/M/B 麻酔群は、覚醒後一時的に低体温になることから、実験によっては配慮が

必要であると考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．ラット初期胚の収集と保存 

江藤智生（公益財団法人実験動物中央研究所） 

 

実験動物に使用する生殖工学技術は、生殖細胞の採取、凍結保存および個体復元等の

基礎的な技術と、遺伝子改変動物の作製を行う技術がある。その中の基礎的な技術は、系統

保存、微生物学的統御、遺伝学的統御、飼育管理のコスト削減などに利用できるため、繁用さ

れる可能性が高く、マウスでは日常的に使用されている。ラットに対する基礎的な技術は、体外

受精は 1974 年に 1、初期胚の凍結保存は 1975 年に 2、胚移植を使用した個体復元は 1966

年に 3、既に報告されている。しかし過去において、ラットの生殖工学技術はマウスに比べて繁

用されていたとは言い難い。技術が頻繁に使用されない一因として、技術に対する系統差が

著しいことが考えられる。 

一方、ラットに対するインフラとしては、2002 年にラットゲノムの解読が完了し、現在では ENU

やノックアウト技術を使用した遺伝子改変が行われている。また CIEA (Japan, 1995 年 )、

NBRP-Rat (Japan, 2004 年)、RRRC (USA, 2004 年)等の機関で、ラットのリソースバンクが開設

されている。上記の背景もあり、複数の系統に対応できる生殖工学技術の期待が高まった。そ

の結果、当初はクローズドコロニーを主な実験材料として開発されてきた生殖工学技術が、現

在では複数の近交系にも対応が可能な技術としての検討が行われるようになった。 

本発表では、我々が検討・開発を行ったラットの生殖工学技術と、技術に使用されるアイテ

ムの紹介を行う。 
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４．食品の安全について 

奥田裕計（中央労働災害防止協会 (中災防)・日本バイオアッセイ研究センター） 

 

 「BSE 感染牛」「中国産ホウレンソウに残留農薬」「高病原性鳥インフルエンザ」「食肉による

O157 食中毒」「毒キノコによる食中毒」「魚に含まれるメチル水銀」「食品中の放射性物

質」･････この十数年、毎年のように新聞紙上を賑わせている“食品の安全”に関する出来事の

一部である。 

食品の安全性確保は、ヒトの健康を守るとともに経済を安定させるためにも、先進国、途上

国問わず世界中の国々にとって重要な課題であることに変わりはないことから、国家レベルで

取組が必要である。さらに、国際貿易量の増大、食品の種類や原産地の複雑化、食生活の変

化、新食品の開発、農業技術の発展などグローバルな要因の変化も多大であり、これらは国内

の食品安全システムに影響を及ぼしている。近年、食品の安全性確保についての国際的合意

として、リスク評価（リスクアセスメント）、リスク管理（リスクマネージメント）、リスクコミュニケーショ

ンの 3 要素で構成されるリスク分析（リスクアナリシス）の考え方が定着しつつある。今回、その

分析システムの構成と食品安全行政の仕組みを解説するとともに、リスク評価機関である「食品

安全委員会」での活動状況を紹介する。 

ヒトは従属栄養生物であることから、食品として種々の有機物や糖を体外から摂取し、それら

の物質を栄養素として必須成分を体内に摂り込んだりエネルギーに変換したりすることで、生

命維持活動を行っている。さらに食品には、食感機能（色、味、香り、舌触りから嗜好に影響を

およぼす機能）や生体調節機能（生体防御、体調の調節、老化抑制、疾患の防御など生体を

調節する機能）が備わっている。従って、ヒトにとって「食」は一日も欠かすことのできない重要な

ものである。 

しかし、食品には予期されない方法や意図されない方法で調理されたり、食べたりした場合

に、ヒトの健康に悪影響を与えるような生物学的（有害微生物など）、化学的（汚染物質、残留

農薬など）、物理学的（温度など）な物質・要因（危害要因：ハザード）が含まれることがある。こ

れらハザードが存在する食品を摂取した結果として、健康への悪影響が生じる確率と程度（リス

ク）を科学的に評価（リスク評価）し、評価に基づいてリスクを低減するための適切な政策・措置

（規格・基準の設定、規制）を決定、実施する必要がある（リスク管理）。このリスク評価やリスク

管理を有効に機能させるためには、関係する機関や消費者、生産者、事業者、流通、小売り

などの関係者がそれぞれの立場から相互に意見や情報を交換し、リスクに関する知識を深め、

問題点の指摘、可決策を提案するなど（リスクコミュニケーション）が必要となる。 

日本では、食品の安全に対する国民の声に的確に応えるために、平成 15年（2003年）に食品

安全基本法が制定され、食品安全行政が展開されている。また同年、食品の安全性確保のた

めの規制や指導を行うリスク管理機関（厚生労働省、農林水産省、環境省など）から独立して、

科学的知見に基づく客観的かつ中立公正なリスク評価を行うことを目的として、内閣府に食品

安全委員会が設置された。さらに平成 21 年（2009 年）には消費者、生活者の安全と安心を担

う消費者庁が発足し、リスクコミュニケーションや緊急事態の全体調整を行っている。 

食品安全委員会は、7 名の委員から構成され、その下に 12 の専門調査会（専門委員 205 名）

と事務局が設置されている。専門調査会は企画等をはじめ、危害要因ごとのリスク評価を調査

審議するために、化学物質系（添加物、農薬、動物用医薬品、器具・容器包装、化学物質・汚

染物質）、生物系（微生物・ウイルス、プリオン、かび毒・自然毒）、新食品等（遺伝子組み換え

食品等、新開発食品、肥料・飼料等）に分けられている。 



私が所属する新開発食品調査会では、主として食生活の改善に寄与し、健康の維持増進

を図る目的で開発された特定保健用食品の申請を審査し、当該食品の有効性や食経験、安

全性（動物実験やヒトでの長期、過剰摂取による）等の資料からリスク評価を実施している。近

年は「体脂肪が気になる方」「血糖値が高めの方」などの表示をした食品が店頭に多く並んで

おり、関係者としては摂取方法等に注意してほしいと願っているところである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．性選別精子を用いて生産したウシ体外受精胚における初期卵割  

〇的場理子 1,2、杉村智史 2,3、松田秀雄 2、相川芳雄 2、大竹正樹 2、小林修司 2、堀口英司 2、

橋谷田豊 2、下司雅也 1、今井敬 2,4（1独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構  畜産

草地研究所、2独立行政法人家畜改良センター、3東京農工大学、4酪農学園大学） 

 

【背景と目的】 

計画的な後継牛を得るために、希望する性があらかじめ判明している子牛の生産が望まれ

ている。性選別された凍結精子ストローが販売されてから、約 90%の精度で欲しい性の産子が

得られるようになった。酪農家では雌選別精子が人工授精に利用されている。しかし、その受

胎率は性選別されていない通常精子を用いた場合に比べ、特に経産牛で低い。また、性選別

精子ストローには、通常精子に比べてストロー1 本あたりの精子数が少なく、価格が 2 倍以上と

高価である。人工授精に代わる方法として、多排卵処置→人工授精→子宮還流→体内受精

胚を採取→胚移植する Multiple ovulation and embryo transfer （MOET）があるが、性選別精

子を組み合わせた経産牛での性判別胚生産においては未受精卵の回収率が高いことなどに

より、1 回の処置で 1 頭の後継牛を生産できていない。近年開発された経腟採卵（Ovum 

puick-up; OPU）によって得られた卵子と性選別精子を用いた体外受精による胚生産は、効率

的な後継牛生産や育種改良に有効だと期待される。我々は、胚の生産性向上のため、体内成

熟卵子を採取し、性選別精子と体外受精を実施して効率的な雌胚生産を報告した（Matoba 

et al 2013 J Dairy Sci, in press）。しかし、これらの胚における受精後の卵割の正常性に関す

る知見は少ない。そこで、本研究では、性選別精子を用いた雌体外受精胚における受精後の

第 1 卵割終了時間およびそのパターンを検討した。 

 

【材料および方法】 

体内成熟卵子は、多排卵処置および GnRHによる排卵誘起処置後、排卵直前のホルスタイ

ン種経産牛からOPUによって採取した。これらの卵子を、最終濃度 5x106精子/mlの雌選別精

子を用いて媒精し、5%の新生ウシ胎子血清および 0.25mg/mLのリノール酸アルブミンを添加し

た CR1aaで、38.5°C、5% CO2、5% O2および 90% N2の気相のもと 216 時間培養した。胚発生

の過程を、マイクロウェル培養ディッシュおよびリアルタイム細胞培養観察システム

(CCM-1.4MZS; Astec, Fukuoka, Japan) (Sugimura et al 2010 Biol Reprod 83, 970-978) を

用い、個別識別しながら観察した。各胚の写真は、発生培養中に 1枚/15分の割合で撮影し、

それらの画像は CCM-1.4 ソフトウェア (Astec) により解析した。卵割パターンは、正常卵割  

(フラグメントや突出部のない 2 個の均等な割球) 、2 個の不均等な割球 、フラグメントや突出

部のあるものおよび第一卵割において 3～5 個の割球に卵割したものを含む異常卵割に分類

した。さらに、任意の発情周期に無処置で OPU または食肉処理場由来卵巣から採取し、22～

23時間の体外成熟を実施した体外成熟卵子の受精後の第 1卵割終了時間についても調査し

た。データは、分散分析、カイ二乗検定、判別関数または Fisher の直接確率を用いて統計分

析した。 

 

【結果および考察】 

雌選別精子と体外受精した胚盤胞期への発生率は、体内成熟卵子（61.3%）が、OPU 由来

体外成熟卵子（40.0%）および食肉処理場由来卵子（25.0%）に比べて高かった（P<0.05）。第 1

卵割終了までの平均時間は、雌選別精子と受精した体内成熟卵子（28.3h）、OPU 由来体外



成熟卵子（28.1h）、食肉処理場由来体外成熟卵子（27.6h）および通常精子と受精した食肉処

理場由来体外成熟卵子（26.7h）の順であり、体内成熟卵子が最も長かった（P<0.05）。正常卵

割率は、雌選別精子と受精した食肉処理場由来体外成熟卵子（16.7%）が、雌選別精子と受

精した体内成熟卵子（53.5%）、OPU 由来体外成熟卵子（44.4%）および通常精子と受精した食

肉処理場由来卵子（54.8%）に比べて低かった（P<0.01）。胚盤胞期への発生胚および変性胚

から算出した第 1 卵割までの時間の閾値は、（X-胚盤胞期発生胚における第 1 卵割終了まで

の時間）/標準誤差=（変性胚における第 1卵割終了までの時間-X）/標準誤差で計算され、雌

選別精子と受精した体内成熟卵子、OPU 由来体外成熟卵子、食肉処理場体外成熟卵子お

よび通常精子と受精した食肉処理場由来体外成熟卵子のそれぞれが 28.0、27.6、27.3および

26.6h と決定された。これらの時間内での正常卵割率において、雌選別精子と受精した体内成

熟卵子（29.0%）、OPU 由来体外成熟卵子（20.0%）および通常精子と受精した食肉処理場由

来体外成熟卵子（22.6%）の間では差が認められなかったが、雌選別精子と受精した食肉処理

場由来体外成熟卵子（8.3%）は他の区に比べて有意に低かった（P<0.05）。 

これらの結果から、雌選別精子を用いた体外受精においては、異常な第 1 卵割パターンが

増加することが示された。この対策として、体内成熟卵子を用いると正常卵割パターンが増加

し、効率的な雌胚の生産が可能であるが、第 1 卵割終了までの時間が長いため、胚盤胞期へ

の発生が遅いことが示唆された。 

本研究の一部は「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業（22016）」の助成を

受けて実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

 

第３０回動物生殖工学研究会 

期 日 平成２６年９月（予定） 

場 所 宇都宮大学 

第３１回動物生殖工学研究会  

期 日 平成２６年１２月（予定） 

場 所 北里大学 

 


