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プログラム 

 

総会 13:00～13:20 

 

開会挨拶              会長 横山峯介 （公財）実験動物中央研究所 

 

 

13：30～               

特別講演 １                        司会  横山峯介             

           

神経変性疾患モデルの開発を志して 

佐藤 俊哉 先生 

（北里大学 医学部 実験動物学） 

 

14：15～ 

特別講演 ２                        司会  板垣佳明 

 

ウシの卵子および胚利用における繁殖技術の進展 

的場 理子 先生 

（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） 

  

休憩 15:00～15:10 

 

15:10～ 

一般講演 

                              座長 後藤元人 

1.輸血用血液の安全性(感染症) 

○星 友二（日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所 感染症解析部感染症解析１課）  

 

2. 初期胚の体外培養がマウスの個体発生に及ぼす影響  

◯小田佳奈子 1、佐藤俊哉 1,2、前田宜俊 1、酒井清子 1、藤澤信義 1、横山峯介 1,3、笹岡俊邦 1  

(1 新潟大学脳研究所動物資源開発研究分野,2 北里大学医学部実験動物学,3（公財）実験動物

中央研究所) 

 

3. 海外より輸送された遺伝子改変マウス凍結精子を用いた体外受精法の改良 

○中潟直己、福本紀代子、春口幸恵、近藤朋子、竹下由美、中牟田裕子、梅野智子、岩本まり、

高橋郁、古波蔵恵里、土山修治、竹尾透（熊本大学生命資源研究・支援センター(CARD)資源開

発分野） 

 

 

 

 



                              座長 宮地 均 

 

4. Platinum TALEN と凍結受精卵を利用した効率的な遺伝子破壊マウス作製 

○中川佳子 1、佐久間哲史 2、大村谷昌樹 1、山本卓 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 広島大学大学院 理学研究科 数理分子生命理学専攻） 

 

5. 熊本大学 CARD（生命資源研究・支援センター 動物資源開発研究施設）におけるマウス胚/

精子バンクシステム 

○岩本まり、福本紀代子、春口幸恵、近藤朋子、竹下由美、中牟田裕子、梅野智子、高橋郁、

古波蔵恵里、土山修治、竹尾透、中潟直己（熊本大学生命資源研究・支援センター（CARD）資

源開発分野） 

 

6. ホンドハタネズミ(Microtus montebelli)の過剰排卵に関する研究 

○影山敦子 1,2、牛島仁 2、岡田幸之助 2   (1 日本獣医生命科学大学大学院獣医生命科学研究科

応用生命科学専攻、2 日本獣医生命科学大学応用生命科学部動物科学科動物生殖学教室) 

 

                             座長 的場 理子 

7. ウシ胚盤胞における BRCA1 遺伝子の発現解析 

○鈴木なな子 1、福井えみ子 1、土屋秀樹 2、宮村元晴 2、濱野晴三 2、松本浩道 1、吉澤緑 1 

（1 宇都宮大学農学部、2 家畜改良事業団バイテクセンター） 

 

8. ブタ顕微授精技術における活性化条件および種雄個体間の差異  

○飯盛和也・桃沢健二・佐々田比呂志（北里大学獣医学部動物資源科学科動物生殖学研究室） 

 

 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

特別講演 １ 

 

神経変性疾患モデルの開発を志して 

 

佐藤 俊哉 

北里大学 医学部 実験動物学 

 

 平成 26 年 11 月 1 日付けで，新潟大学脳研究所（動物資源開発研究分野）より北里大学医学

部に異動した佐藤俊哉と申します．私は，神経内科医として臨床に従事しながら，神経難病の

治療法を開発するため，平成 4 年より一貫して神経変性疾患モデルマウスの開発をテーマに研

究を進めてきました．これまでに開発に携わった疾患としては，アルツハイマー病（AD），ポ

リグルタミン病の一つである歯状核赤核・淡蒼球ルイ体萎縮症（DRPLA），眼球運動失行と低ア

ルブミン血症を伴う早期発症型失調症（EAOH/AOA1），遺伝性脳小血管病 （CARASIL），筋萎縮

性側索硬化症 （ALS）の 5 疾患があります．これらの遺伝性疾患を対象に開発したモデルの中

で，自信を持って疾患モデルといえるのは，現時点では DRPLA モデルのみです．一般的に，晩

期発症する遺伝性神経変性疾患をモデル化することは難しく，何らかの工夫が必要となります．

この工夫として，（1）過剰発現系の利用，（2）変異を重複させる方法，（3） 変異の強度を高

めるという方法があります．DRPLA モデルで成功を収めることができたのは，（3）の変異の強

度を高める方法を発見できたからです．どのようにしたら変異の強度を高められるかは，疾患

遺伝子ごとに異なるため，一般化することは難しいと思いますが，これを見つけることは，宝

探しのような面白さがあり，疾患モデル開発の醍醐味であると考えています． 

 疾患モデルを作成した場合，ヒト疾患との類似点を列挙することが重要となります．しかし

類似点のみを強調するのではなく，相違点を含めて検討することも重要であると思っています．

ヒトの疾患概念は常に変遷しており，複数の疾患が，一つの疾患スペクトラム上に存在すると

理解される場合もあります．そこで，変異の強度を変化させることにより，ヒトからマウスと

いう種を超えた疾患概念を作ることができれば，疾患モデル開発の達人になれるのではないか

と考えています．かなり大風呂敷を広げてしまいましたが，私の失敗談を含めて，苦労してき

た経験をお話するとともに，現在開発を進めている ALS モデルに関して，ゲノム編集技術を用

いた，私なりのアプローチを紹介したいと思います． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

特別講演 ２ 

 

ウシの卵子および胚利用における繁殖技術の進展  

 

的場 理子 

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  

 

家畜であるウシは、乳肉製品の質・量の向上のために、優良な遺伝形質を有するエリート

牛の後代を生産することで育種改良・増殖が進められてきた。育種改良・増殖には、雄側と雌

側の両方からのアプローチが必要であるが、ウシは一年一産であるため、選抜された種雄牛ま

た雌牛から、短期間で効率的に多数の後代を生産可能とする繁殖技術をいかに開発するかが重

要である。雄側では、ウシ精液の凍結保存法の成功（Polge と Rowson、1952）によって、流

通や保存を可能とし、いつでもどこでも雌牛の発情に合わせて凍結・融解精液を注入できるよ

うになり、現在の人工授精技術の普及につながっている。雌側では、外科的に開腹手術を行っ

て借り腹のレシピエント牛に受精胚を移植して得た子牛生産の成功（Willett ら、1951）のの

ち、開腹手術を必要としない子宮頸管迂回法（Sugie、1964）や子宮頸管経由法（Mutter ら、

1964）が開発され、1970 年代には北米において、ドナー牛に性腺刺激ホルモンを用いて多排

卵処置、人工授精、子宮還流を行って体内受精胚を採取し、レシピエント牛へ胚移植する

Multiple ovulation and embryo transfer （MOET）が商業的に始まった。同時期に発売され

たプロスタグランジン F2α を用いた発情誘起処置による体内受精胚生産とレシピエント牛への

発情同期化処置による胚移植の組み合わせが可能となり、MOET の普及となっている。  

その後、胚の生産性の向上や効率化においては、持続性黄体ホルモン製剤の開発によって、

発情時期の任意の時期における多排卵処置の検討や連続処置の検討、発情周期に現れる 2～3

回の卵胞波での主席卵胞除去や GnRH製剤の投与による人為的 LHサージのコントロールによ

る発育・排卵卵胞数の増加の検討が試みられている。一方、食肉処理場で廃棄されていた卵巣

の卵胞内卵子を資源として有効利用する体外受精胚生産技術が開発され、花田らによる体外受

精卵由来産子の世界初の生産された（1986）。現在は、（一社）家畜改良事業団等から体外受精

胚も販売されており、繁殖農家等で利用されている。また、超音波診断装置に装着した採卵針

を用いて生体の卵巣卵胞から経腟で卵子を吸引採取する技術（OPU）（Pieterse、1988）の開

発によって、個体別に反復してエリート牛の体外受精胚生産が可能となった。さらに、OPU

は体内受精胚が得られないドナーや繁殖障害牛、肥育牛、妊娠牛、子牛からも卵子の採取と胚

生産を可能としている。  

得られた胚の利用においては、精液と同様な超低温保存技術の検討が欠かせない。貴重な

血統や固有品種においてはジーンバンクとしても卵子や胚の保存が求められている。また、胚

の付加価値を高めるために、胚の切断二分離による一卵性双子生産、胚の性判別も検討されて

きている。最近の口蹄疫や震災等の発生で深刻なダメージを与える家畜伝染病、災害に対する

牛群の復興へも卵子や胚の保存・利用が有効である。 

本講演では、以上のような雌側で開発されてきたウシ卵子および胚の生産性向上に関する

繁殖技術開発の進展を紹介したい。  

 

 



一般講演 

 

１. 輸血用血液の安全性(感染症) 

 

○星 友二 

日本赤十字社血液事業本部中央血液研究所 感染症解析部感染症解析１課  

 

日本赤十字社では、献血によりご提供いただいた血液を輸血用製剤として製品化、医療機関

へ供給している。その製品の品質管理や安全性向上のため、各種対策を行っている。感染症に

対する安全対策として、1972 年に血清学的検査項目である HBｓ抗原検査を開始し、検査法の

改良（変更）や新たな項目として梅毒や HIV-1 等を追加している。さらに HCV 抗体検査（EIA

法）を 1989 年に HCV-RNA がクローニング・発見された同年 12 月に世界に先駆け導入し、スク

リーリング検査体制を展開した。 

1999 年には、Ｂ型肝炎ウイルス（HBV）、Ｃ型肝炎ウイルス（HCV）およびヒト免疫不全ウイ

ルス（HIV-1）の３種を同時にスクリーニングする核酸増幅検査（NAT）を導入した。その後、

献血受付時の本人確認、問診の強化や高感度である血清学検査機器の導入や新鮮凍結血漿

（FFP）の貯留保管および遡及調査の実施など総合的な安全対策により、輸血用血液の安全性

は飛躍的に高められている。さらに NAT スクリーニングのプールサイズを段階的に 500 本-50

本-20 本と下げ、2014 年 8 月からは個別検査に変更して検出感度を向上させた。 

一方、HBV の Genotype A にみられるような海外でしか検出されなかったウイルス株の国内

での感染が拡大しているなど、グローバル化や生活の多様化により、海外からの輸入感染症が

浸淫傾向にあり、その対策が求められている。 

我々は輸血により感染する病原体の検査システムの構築や高感度で検出する方法を開発し、

輸血により感染が疑われた事例の患者と献血者の血液から核酸の塩基配列を決定し、因果関係

の有無を判定するための情報提供等も行っている。 

輸血用血液は高い水準の安全性が確保されつつあるが、低い頻度で感染リスクが残存してい

るため、国や医療機関及び献血者のさらなる協力を得て、輸血を受けた患者が不利益を被らな

いよう安全な血液の供給と情報提供を行っていきたいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２.初期胚の体外培養がマウスの個体発生に及ぼす影響 

 

◯小田佳奈子 1)、佐藤俊哉 1)2)、前田宜俊 1)、酒井清子 1)、藤澤信義 1)、横山峯介 1)3)，笹岡俊

邦 1) 

1) 新潟大学脳研究所動物資源開発研究分野 

2) 北里大学医学部実験動物学 

3) （公財）実験動物中央研究所 

 

 【目的】生殖工学的操作はマウスの生産に広く活用されているが，この操作で欠かせない体

外培養が初期胚の発生および個体発生に及ぼす影響を明確にするため，体外培養した初期胚の

発生の早さ・細胞数・遺伝子発現の解析，および体外培養胚から生産した個体と自然交配で得

た個体の主要な臓器重量の比較等の解析を行った。 

 【方法と結果】マウス胚を，組換ヒトアルブミン(r)を加えた rKSOMaa 培地または rMW 培地

で培養を行ったものを体外培養(In vitro)胚とし，偽妊娠マウスに移植を行ったものを母体内

発生(In vivo)胚として解析を行った。In vitro 胚と In vivo 胚の形態を比較した結果，胚盤

胞期胚の形態の違いが観察され，In vitro rKSOMaa 区および In vivo 区では高率で胚盤胞期胚

へと発生することが分かった。胚盤胞期胚への発生時期を解析したところ，In vitro rKSOMaa

区は In vitro rMW 区より胚盤胞期胚への発生が早いことが観察され，培養培地の違いによっ

ても発生率に違いが見られた。免疫抗体法を用いて媒精後 96 時間における内部細胞塊(ICM)お

よび栄養外胚葉(TE)の細胞数を計数した結果，In vitro rKSOMaa 区では，In vivo 区に比較し

て，ICM 数は少ないが，TE 数は多く，総細胞数は同等であった。TUNEL 法を用いてアポトーシ

ス細胞数を計数した結果， In vitro rMW 区で多かった。胚移植を行った結果，In vitro rKSOMaa

区では着床数が多いにもかかわらず，In vivo 区よりも産仔への発生数が低かった。体重およ

び臓器重量の比較した結果，出生後 52 週では In vitro rKSOMaa 区で体重が重く，メスでは内

臓以外の重量が，オスでは内臓重量が多かった。インプリント遺伝子と分化マーカー遺伝子の

発現解析では，In vitro rKSOMaa 区では In vivo 区に対して，インプリント遺伝子である H19

の発現は低かったが，一方，栄養外胚葉の分化マーカーである Cdx2 と未分化細胞マーカーで

ある Nanog は有意に高い値を示した。 

 【考察】マウス初期胚は体外培養を行うと，母体内培養を行ったものと比較し，胚の形態，

発生時期並びに細胞数に差を生じ，産仔率の低下と成熟後の体重の増加という個体への発生に

大きく影響を受ける事が示された。また，体外培養下で胚盤胞期におけるインプリント遺伝子

の発現低下が確認された。このことは体外培養によりインプリント遺伝子のメチル化状態がリ

セットされていない部分があることが考えられる。本研究により，自然交配と同等の動物生産

に向けて体外培養を最適化する指標が明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 



３.海外より輸送された遺伝子改変マウス凍結精子を用いた体外受精法の改良 

 

○ 中潟直己、福本紀代子、春口幸恵、近藤朋子、竹下由美、中牟田裕子、梅野智子、 

岩本まり、高橋郁、古波蔵恵里、土山修治、竹尾 透 

熊本大学生命資源研究・支援センター(CARD)資源開発分野 

 

【目的】近年、マウスバンクでは、遺伝子改変マウスの効率的な保存手段として、精子の凍結

保存が利用されている。しかしながら、精子の凍結保存法は、各マウスバンクにおいて、様々

な方法が採用されているのが現状である。特に、海外のマウスバンクで作製された凍結精子は、

融解後の運動性や精子懸濁液の濃度が低いことから、通常の体外受精により高い受精率を得る

ことが困難である。一方で、これまでに私たちは、マウス精子の凍結保存法および体外受精法

を開発し（MBCD-GSH (CARD) IVF method）、高い受精率を得ることに成功している。そこで本

研究では、海外で作製された凍結精子から効率的に受精卵を作製するために、本体外受精法の

有用性を評価した。 

 

【方法】海外から輸送された遺伝子改変マウスの凍結精子を用いて、体外受精を行った。精子

の融解は、37℃の恒温槽中に10分間静置することにより行い、精子懸濁液を1.5mLチューブに

導入、HTFをゆっくりと加えた後に遠心した(300g，5min)。続いて、上清を除去後、チューブ

内にFERTIUP®マウス精子前培養培地(九動株式会社)を添加、軽くピペッティングした後、ドロ

ップに添加し、30分間前培養した。次に、あらかじめ雌マウスから採取し、CARD MEDIUM (九

動株式会社)中で60分間前培養した卵子を前培養した精子懸濁液のドロップに導入することに

より、媒精を行った。 

 

【結果および考察】本手法で海外から輸送された凍結精子を用いて体外受精を行った結果、高

い受精率が得られた(83.3～95.8 %)。以上の結果より、海外から輸送された遺伝子改変マウス

の凍結精子を用いた体外受精において、本手法を用いることで、効率的に受精卵を作製できる

ことが示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４. Platinum TALEN と凍結受精卵を利用した効率的な遺伝子破壊マウス作製 

 

○中川佳子1、佐久間哲史2、大村谷昌樹1、山本卓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 広島大学大学院 理学研究科 数理分子生命理学専攻 

 

これまでの相同組換えを用いたノックアウトマウス作製は、ES 細胞を介したキメラマウスの樹

立が主流であった。しかし、近年、人工ヌクレアーゼ (ZFN ;zinc-finger nuclease  や

TALEN ;transcription activator-like effector nuclease) 、 clustered regulatory 

interspaced short palindromic repeat (CRISPR)/CRISPR-associated protein 9 (Cas9) シ

ステムを利用したノックアウトマウス作製の報告が数多くなされ、今後もゲノム編集技術を用

いた遺伝子改変マウス作製は爆発的に増加していくと考えられる。 

体外受精や胚凍結、精子凍結などの生殖工学技術は、遺伝子改変マウスの保存、個体化、輸

送に不可欠な技術である。これらの技術をゲノム編集による遺伝子改変マウス作製に応用でき

れば、より効率的な遺伝子改変マウスの作製が可能となる。そこで、本研究では、TALE ヌク

レアーゼ（TALEN）などの部位特異的ヌクレアーゼを用いたゲノム編集による遺伝子改変マウ

ス作製に生殖工学技術が応用可能かを調べた。TALEN のmRNA を受精卵へインジェクションし

てゲノム改変マウスを作製する際、凍結融解受精卵を用いて外来遺伝子あるいは内在遺伝子の

ターゲティングが可能かどうかを検討した。外来遺伝子の破壊においては、交配後に採卵した

凍結受精卵だけでなく、新鮮精子あるいは凍結精子を用いた体外受精後の凍結受精卵も作製し、

それぞれを融解後、インジェクションを行った。内在遺伝子の破壊においては、5 週齢の幼若

雌マウスと性成熟後の8～12 週齢雌マウスを交配に使用し、これらの凍結受精卵を融解してイ

ンジェクションを行った。全ての実験区から得られた産仔について、TALEN による変異導入の

有無を詳細に解析した結果、これらの凍結受精卵から、TALEN を用いて高効率に遺伝子改変マ

ウスを作製できることが明らかとなった。体外受精や受精卵の凍結融解などの生殖工学技術を

活かすことにより、マウスの飼育費や作業者の負担が軽減され、次世代型の遺伝子改変技術で

あるゲノム編集法を用いたノックアウト／ノックインマウス作製の利便性が大いに高まると

期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５.熊本大学 CARD（生命資源研究・支援センター 動物資源開発研究施設）におけるマウス胚/

精子バンクシステム 

 

○岩本まり、福本紀代子、春口幸恵、近藤朋子、竹下由美、中牟田裕子、梅野智子、高橋 郁、

古波蔵恵里、土山修治、竹尾 透、中潟直己 

熊本大学生命資源研究・支援センター（CARD）資源開発分野  

 

熊本大学生命資源研究・支援センター 動物資源開発研究施設(CARD)のマウスバンクシステム

には、以下の２つがある。 

一方は、マウスの寄託を受け、保存された系統について情報を公開し、第三者へ広く供給する

「寄託・供給システム」である。マウスの CARD への輸送や凍結保存経費など、寄託に関する

一切の経費は無料であり、WEB 公開・供給に関しては共同研究に限る、研究目的により制限す

る、樹立者の承諾を得る、一定期間は分与不可とする等の条件をつけて寄託することも可能で

ある。 

供給に関しては、有料（実費）であり、WEB で公開された情報を閲覧した供給依頼者は、寄託

者と承諾書の取り交わしをおこなって CARD へ個体、または胚/精子の供給申し込みをおこなう

システムとなっている。 

 

もう一方は、有償にてマウス胚/精子の凍結保存サービスを行う「有償バンクシステム」で、 保

存したマウスを第三者へ分与しない、また、そのマウスの情報を公開しないという条件で実施

している。また、依頼者本人にのみ個体を供給するサービスもおこなっている。 

 

前者は現在までに約 2000 系統以上の寄託があり、現在も国内/海外からの供給依頼件数共々、

増加中である。 

 

後者は 2006 年度から開始しているが、2014 年現在までに約 800 系統の胚/精子を凍結保存、そ

の中から約 700 件の個体作製依頼を受けており、着実にその成果を上げている。 

 

お問い合わせ先： 

 

岩本 まり 

                         熊本大学生命資源研究・支援センター 

動物資源開発研究施設(CARD) 

資源開発分野 

〒860-0811 熊本市中央区本荘

2-2-1 

phone:+81-96-373-6575 

FAX：+81-96-373-6566 

E-mail：card@kumamoto-u.ac.jp 

 

 

 

 

mailto:card@kumamoto-u.ac.jp


６.ホンドハタネズミ(Microtus montebelli)の過剰排卵に関する研究 

 

○影山敦子 1，2，牛島仁 2，岡田幸之助 2 

1 日本獣医生命科学大学大学院獣医生命科学研究科応用生命科学専攻 
2 日本獣医生命科学大学応用生命科学部動物科学科動物生殖学教室 

 

【目的】野生由来げっ歯類であるハタネズミ属(Microtus)は複胃を有する草食性動物であり，

種間で染色体数が異なる，あるいはヒトと類似した配偶システムを示すといったユニークな特

徴をもつ。このことから，中・大型草食性動物，種分化および配偶システム研究などのモデル

動物としての有用性が期待されている。一方，ハタネズミ属全 64 種のうち 10 種が絶滅危機に

瀕しており，生物多様性保全および動物遺伝資源保存のためにも，ハタネズミ属の維持が必要

とされている。 

本研究ではハタネズミ属の保存-再生-増殖法の確立を目的として，ホンドハタネズミに適し

た過剰排卵法の開発を試みた。第一に，マウスでは一般的な妊馬血清性性腺刺激ホルモン

(PMSG)およびヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)の組合せを利用した過剰排卵条件について見

直した。第二に，ホンドハタネズミは交尾排卵動物であることから，交尾刺激による内在性黄

体形成ホルモン(LH)分泌を期待する過剰排卵誘起を試みた。第三に，多くの動物種で類似した

構造をもつ性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)を使用し，内在性 LH 分泌誘導による過剰排

卵誘起を検討した。 

【材料および方法】当研究室で系統維持している 19～406 日齢(2.5～58 週齢)の雌ホンドハタ

ネズミを実験に供した。実験 1 では 0，7.5 あるいは 30 IU の PMSG を投与し，その 48 時間後

に 30 IU の hCG を腹腔内投与した。hCG 投与後 10～11 時間で採卵し，固定-染色後に核相を観

察した。実験 2 では 30 IU の PMSG 投与 48 時間後に 30 IU の hCG を投与したのち，交尾刺激を

与えた。また hCG 非投与下で交尾刺激についても検討した。実験 3 では，20%ポリビニルピロ

リドンに溶解した GnRH(GnRH-PVP)を皮下投与して過剰排卵を誘起した。30 IU の PMSG 投与 48

時間後，濃度が 15，30，45 あるいは 60 mg / kg となるように GnRH-PVP を投与した。 

【結果】実験 1 において，30 IU の PMSG および hCG を投与した場合，19～29 日齢では 30～138

日齢と比較して採卵数が有意に上昇した(P<0.05；36.5±3.5 個 VS. 6.9±2.3 個)。このこと

は，30～138 日齢の個体において PMSG および hCG を用いた過剰排卵誘起が容易ではないことを

示している。一方，卵巣重量はホルモン投与量に依存して上昇した。 

実験 2 において，hCG 投与後に交尾刺激および hCG 非投与下での交尾刺激では，それぞれ 6.8

±0.8 個および 13.9±1.9 個の卵母細胞を採取でき，hCG 非投与下での交尾刺激における採卵

数が最多であった。また，採取された卵母細胞の 97%が第Ⅱ減数分裂中期であった。 

 実験 3 において，30 mg / kg の GnRH-PVP 投与区における平均採卵数が最多であり(14.5±4.1

個)，15 mg / kg で最少(5.0±1.4 個)であった。いずれの投与区においても，第Ⅱ減数分裂中

期の卵母細胞の割合は 90%以上と高い割合であった。 

 以上の結果から，週齢に関係なく PMSG投与によってホンドハタネズミの卵胞発達を促すが，

投与された hCG に対する反応は週齢限定的であり，19～29 日齢の個体には最良の反応を示した。

しかし，30 日齢以上の個体において過剰排卵を誘起させるには，hCG 使用は適切とはいえず，

交尾刺激あるいは GnRH-PVP の使用がより適していることが示唆された。 

 

 



７.ウシ胚盤胞における BRCA1 遺伝子の発現解析 

 

○鈴木なな子 1・福井えみ子 1・土屋秀樹 2・宮村元晴 2・濱野晴三 2・松本浩道 1・吉澤緑 1 

1 宇都宮大学農学部・2 家畜改良事業団バイテクセンター 

 

目的：Breast cancer 1(BRCA1)は、ヒトにおいて乳がん関連遺伝子としてクローニングされ、

DNA 修復やゲノムの安定性、アポトーシスの誘導に関与していることが報告されている。ウシ

の BRCA1 遺伝子はヘレフォード種において塩基配列が明らかにされ、種々の多型についてのデ

ータが報告されつつある。当研究室では、これまでに体外で生産されたウシの胚盤胞において

BRCA1 タンパク質が発現していることを明らかにした。そこで本研究では、体外で生産された

ウシの胚盤胞において BRCA1 遺伝子の発現量を明らかにすることを目的とした。 

方法：ウシ胚盤胞の BRCA1 遺伝子の発現解析は、1～2 胚からの RNA を用いた解析となるためリ

アルタイム PCR の絶対定量法を用いた。そのため 18s rRNA および BRCA1 の各遺伝子の標的部

位について組み換えプラスミドの作製を行った。RNA は、黒毛和種雄ウシの精巣および雌ウシ

の卵巣から抽出した。リアルタイム PCR を行う際の胚の内部標準として 18s rRNA プライマー

セットを使用した(Karen et al.,2005)。ウシ BRCA1 のプライマーは、ヘレフォード種 BRCA1 cDNA

配列(5550bp：GenBank accession NO.AY077732)に基づき、エキソン 8～11 前半部位にプライ

マ ー セ ッ ト を 設 計 し た 。 組 み 換 え プ ラ ス ミ ド に 用 い た プ ラ イ マ ー の 配 列 は 、

F5-CCAGTCTTACTGTCGAACTCTC-3’および R5- TGCCTATCCTTACATGTGCCCTTAC-3’(546bp)であり、

リアルタイム PCR に用いるプライマーの配列は、 F5’-CAGCAGTTTATTGCTCACTG-3’R5’- 

TGCCTATCCTTACATGTGCCCTTAC-3’(135bp)であった。ライゲーションには、Mighty TA-Cloning 

Kit(TaKaRa)、形質転換には DH5α(TOYOBO)を使用した。体外生産されたウシの胚盤胞 10 個を

1 セットとし、Cells-to-cDNA TMII Kit(Ambion)を使用して cDNA を抽出した。Real-time PCR

は、LightCycler Nano(Roche)により、FastStart Essential DNA Green Master Kit(Roche)を

用いて行った。 

結果： 18s rRNA 遺伝子およびウシ BRCA1 遺伝子を含むプラスミド DNA の濃度(精度)は、それ

ぞれ、183.2 ng/µl(1.59)、176.5 ng/µl(2.00)であった。作製した 18s rRNA 遺伝子およびウ

シ BRCA1 遺伝子の組み換えプラスミド DNA を用いて PCR を行ったところ、高い増幅効率が認め

られ、それぞれ 169bp、546bp にバンドが確認され、その後シークエンス解析により塩基配列

を確認した。またリアルタイム PCR では、ウシの 18s rRNA および BRCA1 遺伝子の組み換えプ

ラスミド DNA を用いた検量線作成が可能であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８.ブタ顕微授精技術における活性化条件および種雄個体間の差異 

 

○飯盛和也・桃沢健二・佐々田比呂志 

北里大学獣医学部動物資源科学科動物生殖学研究室 

 

【目的】体外受精により胚を作出し産子を生産する研究・開発は、ヒトでの体外受精児誕生を

契機に家畜では 1979/1980 年にウシで報告され、現在までに主要家畜で産子の作出が報告され

ている。しかしながら、この体外受精技術(IVF)では、受精および胚発生率に種雄個体による

差があることが指摘され、高い多精子侵入率などの問題点が報告されている。われわれは IVF

における問題点を解決する手段、あるいは IVF の高度化技術として、顕微授精技術である卵細

胞質内精子注入法(ICSI)に着目している。現在までに、ウシやブタなどにおいて ICSI による

産子報告があるものの、ICSI 後の卵活性化や注入精子頭部の脱凝縮が起こりにくいこと、さら

に IVF に比べ胚発生率が低いことなどが指摘されており、実用化されるまでに至っていない。

研究室では、家畜において ICSI を実用化するうえで解決が必要とされる条件について検索す

ることを目的に研究を進めており、今回の発表ではブタ ICSIでの研究成果について紹介する。 

【方法】 全ての実験において、体外成熟培養したブタ成熟卵子を供試した。実験 1 では、①

エタノール、②カルシウムイオノフォア(Io)、③6-ジメチルアミノプリン(6-DMAP)および④Io

＋6-DMAP の 4 つの活性化処理区を設け、経時的な前核形成による卵活性化処理法の評価を行っ

た。実験 2 では、実験 1 を踏まえ、Io＋6-DMAP の活性化処理による ICSI 卵と IVF 卵の経時的

な精子動態および前核形成を比較した。実験 3 では、3 品種の種豚精液を用い、IVF 後の受精

率と胚発生率、続いて同精液による ICSI 卵を作製し、発生率に及ぼす種雄精液の影響を調べ、

IVF と ICSI の成績を比較した。 

【結果】実験 1 の結果、前核形成率は処理後 10h の Io+DMAP 区で最も高い値であった。実験 2

の結果、IVF では、精子侵入後 4h までに精子頭部が脱凝縮、再凝縮さらに雄性前核が形成され

ることがわかった。ICSI では、精子注入後、精子頭部が形態変化を起こす割合が低く、精子注

入後 10h で雄性前核形成率は低かった。実験 3 の結果、IVF では、精子侵入率、多精子侵入率

および分割率において 3 品種間で有意差がみられ、品種による違いが認められたが、ICSI では

分割率に品種による違いが認められなかった。これらの結果から、IVF における種雄個体間の

問題点を ICSI で解決できるかについて考察する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

 

第３２回動物生殖工学研究会 

期 日 平成２７年１２月（予定） 

場 所 北里大学 

 


