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第一章
緒論

我が国のウシの飼育状況は，肉用牛 2,723,000 頭(65，200 戸)，乳用牛 1,449,000 頭(20，
100 戸)であり，広島県では，肉用牛 26,600 頭(792 戸)，乳用牛 9,740 頭(195 戸)が飼育さ
れている（農林水産省 2014）
。
広島県は，日本最古の４大蔓ウシの一つである岩倉蔓が誕生した和牛発祥の地である。
また，庄原市には国立の七塚原種畜牧場が設置され和牛の改良が進められており，広島県
は和牛産地として全国的にも評価が高い地域であった。
しかし，近年，生産者の高齢化や後継者不足により，黒毛和種繁殖雌牛の飼養戸数およ
び飼養頭数は減少の一途を辿っており，県内における黒毛和種生産能力は低下している。
そのため，広島県内では和牛肉消費量は頭数換算で約 11,000 頭であるのに対し，県内で肥
育され屠畜されている広島県内産和牛頭数は約 4,000 頭となっており，多くの和牛が県外
から供給されている。
加えて宮崎県における口蹄疫の発生や東日本大震災による黒毛和種子牛生産体制の崩壊
や，大型農場の経営破綻により，黒毛和種肥育用の素牛となる子牛生産体制は大幅に縮小
した。その後，多くの畜産関係者の努力により黒毛和種子牛生産体制は再構築されつつあ
るが，いまだ生産量は回復しておらず全国的に子牛の供給不足が続いている。
一方，アジアを中心とした外国人観光客の増加の影響から，和牛肉需要は高まり国内に
おける消費量は増加するとともに，海外への輸出量が増加している。平成 13 年の国内に
おける BSE 発生以降中止されていた対米輸出も平成 24 年 8 月に再開され，平成 26 年に
は EU 向けの輸出が解禁されるなど，和牛肉の輸出環境が整うことにより，輸出実績は過
去最高を更新している（農林水産省，2015）。このように，和牛生産体制の縮小および和
牛肉需要の高まりにより，全国的に深刻な和牛肉供給不足状態となっている。
そのため，黒毛和種牛生産体制の拡大を図るため，既存の繁殖経営体の規模拡大や新規
参入を促すなど繁殖雌牛の増頭の取り組みが必要となっている。しかし，黒毛和種繁殖雌
牛を新たに確保し肥育用の子牛を生産するには，繁殖雌牛用の新しい雌子牛の生産，その
雌子牛を繁殖供用可能な成牛まで育成，新しい繁殖雌牛からの肥育用子牛の生産，という
段階を経る必要があり，肥育用子牛の増頭まで少なくとも３年はかかる。このように繁殖
雌牛の増頭には長い年月が必要であるとともに，その間子牛販売収入が得られないうえ飼

養管理経費が大きいことから，繁殖雌牛の増頭は繁殖農家の経営を圧迫するため，計画通
り増頭が進んでいないのが現状である。
そこで，短期間で黒毛和種生産体制を拡大するために，ホルスタイン種を飼養する酪農
経営に黒毛和種子牛生産を導入する取り組みが広がり始めている。黒毛和種から生産した
胚を，ホルスタイン種乳用牛へ移植し黒毛和種産子を生産することにより，1 年で肥育用
の子牛を生産することが可能となるため，黒毛和種生産体制の拡大に有効である。また，
黒毛和種子牛はホルスタイン種雄子牛の販売価格より 10 倍以上も高く販売できるため，
酪農経営における子牛販売収入を増加でき，経営の安定化のためにも重要な戦略となって
いる。
乳用牛への胚移植のための黒毛和種由来胚は，家畜改良事業団を中心に生産販売されて
いるが，全国的に普及し始めている胚移植の取り組みに対し，黒毛和種由来胚の供給量が
不足している。そのため，移植希望農家が移植に必要な胚数を計画的に購入できない状況
となっており，胚移植が効率的に普及しない原因の一つとなっている。
そこで，広島県では，経腟採卵技術を活用して生体の卵巣から採取した卵を用いた体外
受精卵を生産し安定供給することにより，酪農経営における黒毛和種子牛生産の導入を定
着させる行政施策を実行している。この施策の中では，年間 800 頭の黒毛和種子牛の増頭
を達成するため，体外受精卵 2,000 頭移植実施に取り組んでいる。体内受精卵供給の取り
組みや生殖工学技術を体系的に構築し，大規模に実用化した例は他県においてあまり見受
けられず広島県の先進的な取り組みである。
本研究は，体外受精卵供給を安定供給できるように生殖工学技術を駆使し，体外受精卵
の効率的な生産の実現を目指すものである。生殖工学技術は，卵胞波制御技術，経腟採卵
技術，体外成熟技術，体外受精技術，胚移植技術など様々な技術の進展を遂げている。以
下にこれらの技術の概要について紹介する。

1-1 胚移植の発展
出生前の雌牛の卵巣には，最も多い時期では，原始卵胞(primordial follicle)が約 200 万
個含まれており，その後減少するものの出生直前には約 10 万個程度存在している。しか
し，春季発動を迎え性成熟して，10 歳位まで妊娠しないで正常に発情周期を営んでも，排
卵する卵子数は生涯，約 140 個程度と考えられている。さらに，1 年 1 産のサイクルで 10
頭前後の子牛を生産した場合は，排卵した卵子数は 20 個程度となる。

このようにウシの卵巣内に存在している卵子の多くは，排卵されることなく卵巣内で退
行するか，未熟なまま役割を終え，子牛生産に利用されていない。この通常では利用され
ない原始卵胞を人為的に増加させ，優れた形質を持った胚から後代を生産するのが胚移植
の目的である。
ウシの形質は，父牛の形質と母牛の形質を半分ずつ受け継いで子牛に伝わるため，ウシ
の改良は，優良形質を持つ雄牛と雌牛の後代を多数増産することにより行われている。
優良形質をもつ雄牛の後代は，凍結精液を多数の雌牛への人工授精することにより，短
期間で多数生産できるため，優良雄牛による改良は比較的効率よく実施することが可能で
ある。
一方で，雌牛の後代は，通常の繁殖供用では 1 年に 1 頭しか生産できないため，優良な
形質を持つ雌牛の後代を効率よく増加させることができない。そのため，自然状態では利
用されることのない卵を，人為的に発育させ後代を生産するために有効活用することを目
的に，胚移植の技術は発展してきた。
イギリスの Heape(1890)は，1890 年に家兎の胚子を卵管内に移植して子兎を生産して
いる。その後，家畜を対象とした胚移植の研究は，1930 年以降 1950 年代にかけて取り組
まれ，1934 年に Warwick & Berry（1934) がめん羊と山羊で，1951 年に Kvansnickii
(1951)が豚で，1951 年に Willett (1951)ら牛で，子畜の生産に成功している。
1965 年 Sugie が，子宮頸管迂回法で牛の胚移植に成功し，胚子の採取法や移植法に非
外科的方法が可能なことを世界で初めて報告した。同時期に Mutter ら(1964) が頚管経由
法での胚移植に成功し，
ウシにおける胚移植技術の現場応用の可能性が広がった。
さらに，
1972 年に Whittingham ら(1972) が，1973 年に Wilmut & Rowson(1973)により胚の凍
結保存技術が開発されたことで，胚移植の実用化に目途が立ち始めた。
国内では，1977 年に金川ら(1988)により頚管経由法による移植方法が紹介され，1979
年には凍結胚移植により子牛生産が国内で初めて成功したことから，胚移植は広く普及し
始め多数の産子が生産されるようになった。
胚移植に用いる胚の生産方法は，体内受精卵生産技術および体外受精卵生産技術の大き
く２つの方法がある。この両技術は，単に家畜の改良・増産だけではなく，核移植技術や
幹細胞など動物発生工学的研究の発展や，ヒト産婦人科分野における不妊治療にも大いに
活用されている。

1-2 過剰排卵誘起処理による体内受精卵の生産と問題点
体内受精卵の生産
ウシの体内受精卵の生産は，優秀な能力を有する雌牛に性腺刺激ホルモン剤を投与して
多数の卵胞を発育させ，一時に多数の卵子を排卵させる「過剰排卵処置」を活用して実施
される。この体内受精卵は，受精後約 7 日間かけて卵管を経由して子宮内に到達し胚盤胞
まで発育する。この時に子宮内をリンゲル液等で還流することにより，胚盤胞まで発育し
た胚を回収することができる。ウシの過剰排卵を誘起するには，通常，豚の下垂体前葉か
ら抽出した卵胞刺激ホルモン剤(FSH)あるいは，卵胞発育促進作用の強い妊馬血清性性腺
刺激ホルモン剤 (PMSG)を使用する。FSH 製剤は，尿中に排泄され易いために全量 28～
40 mg を，３～４日間，朝夕，漸減的に筋肉内注射する方法が一般的に用いられている。
FSH 製剤投与後 3 日目に，プロスタグランジン F2α（PGF2α）を 1 日 2 回投与し黄
体を退行させると，発情が誘起されるため人工授精を実施する。人工授精は凍結精液を用
いて実施される。過剰排卵の場合，多数の卵胞が数時間かけて徐々に排卵することが多い
ことから，通常 12 時間間隔をあけて人工授精を 2 回行うことが多い。排卵された卵子は，
卵管采から卵管に取り込まれ卵管膨大部まで運ばれ停留する。
精子は，子宮と卵管を上行し，卵管膨大部に排卵された卵子に遭遇して侵入する。受精
した卵子は，卵割を繰り返しながら卵管峡部，子宮卵管接合部を経て子宮に下降する。5
日目以降で 90％以上の胚が子宮に下降しており，発情後 6 日目に桑実胚，7 日目に胚盤胞
に発生して子宮角先端に存在する。
ウシにおける胚回収は，主として子宮頸管経由法による非外科的方法が用いられている。
この方法は，バルーンカテーテルを子宮頸管経由で子宮腔内に挿入し，子宮灌流法によっ
て胚を回収するものである。この方法は少量の灌流液（１回当たり 20～50 ml）で数回以
上子宮角先端を灌流するもので，灌流液には修正リン酸緩衝液を用いることが多い。灌流
液中に存在する胚の回収は約１リットルのフラスコに液を置き，約 70 µm のメッシュで
濾過し行う。回収胚は，胚の形態，胚の発育段階，色調および変性細胞の割合を観察して
品質を判定する。胚の品質判定の指標は，国際胚移植学会（IETS）が作成した IETS マニ
ュアル(Stringfellow DA, 2010)を指標とすることが一般的である。
このように，ウシにおいては，卵胞刺激ホルモン FSH の投与によって卵巣刺激を行う
ことにより卵巣内の卵胞を複数同時に発育させ，発情誘起および人工授精を行い，複数の

体内受精卵を生産する方法である。
一方，
過剰排卵処置による反応性は個体ごとに異なり，
なかには殆どホルモンの投与効果による反応が認められない場合もある。受精卵を活用し
た効率的な家畜の増産を図るうえでは，安定的に受精卵が生産される必要があるが，過剰
排卵処置に対する反応の個体差は長い間克服すべき課題となっている。また，通常使用さ
れる FSH はブタ下垂体由来のものであり，ブタ FSH は牛にとって異種蛋白質であるため，
FSH を繰り返し投与した場合ウシ体内で抗体が産生される。体内で産生された抗体は，
FSH の作用を阻害するため，過剰排卵処置による体内受精卵生産を繰り返した場合，FSH
による反応卵胞数および採胚成績を低下させる。
以上のように，1 頭の繁殖雌牛からの体内受精卵生産成績が不安定であることから，胚
移植のための受精卵を安定供給するためには多数の供卵牛から繰り返して採卵する必要が
あり，安定的な受精卵生産方法の開発が求められている。

1-3 経腟採卵，体外成熟と体外受精卵の生産
経腟採卵
従来は，屠畜されたウシの卵巣内の腔形成卵胞から採取された卵子が体外受精に用いら
れていた。この方法では 1 頭の牛から 1 回しか採取できない。そのため，高能力な雌牛か
ら後継牛を体外受精卵により生産するためには，本牛を廃用する際に屠畜場で卵巣を採取
する必要があり，計画的な体外受精卵の生産は不可能であった。一方，経腟採卵技術は生
きたウシの卵巣から卵子を採取するため，体外受精技術との組み合わせにより反復して受
精卵を生産することが可能である。この方法は，ヒトの経腟採卵技術をウシに転用
（Pieterse et al., 1988）した方法であり，理論上 1 週間に 2 回の採卵が可能である（Garcia
& Salaheddine, 1998; Goodhand et al., 1999; Hagemann et al., 1999）
。また，体内受精
卵のように過剰排卵処置などのホルモン処置なしで採卵が可能であるため，短期間のうち
に反復して採卵することができる。
経腟採卵でより多くの卵胞内卵子を採取することにより体外受精で良好な胚生産成績を
得ることができるため，経腟採卵成績を向上させるための多くの研究が取り組まれてきた。
FSH 投与による経腟採卵前のホルモン処置が最も多く試みられており，4–5 mgFSH を 3
日間投与することにより，採取卵子数および高品質な卵丘細胞卵子複合体数が増加したと
報告されている（Looney et al., 1994）
。また，FSH 単独ではなく，FSH と LH の組み合
わせ投与によっても体外受精卵の発生に改善が認められたとの報告もある（Blondin et al.,

2002）
。しかし，FSH 投与により採取卵数や発生率に改善が認められるもものの，FSH は
短期間での繰り返し投与が不可能であるため，短期間での繰り返し採卵による胚生産体制
を目指す場合，FSH によるホルモン処置と経腟採卵を組み合わせることは必ずしも胚生産
効率の向上につながらない。そのため，FSH 以外のホルモンや主席卵胞を吸引除去する方
法による採卵成績を向上させる試みが実施されている。その一つが GnRH 投与による新し
い卵胞波を出現させ経腟採卵する方法である。この方法は，GnRH 投与後 48 時間目に経
腟採卵する方法であり，GnRH による LH サージの誘起が主席卵胞の排卵および卵胞波の
開始を促し，経腟採卵時の卵巣内卵胞数を増加させる効果が報告されている。このように
多くの方法が報告されているが，繰り返し採卵が可能で採取卵数を増加させ，採取卵子の
品質を向上させるようなホルモン処置法はまだ報告されていない。

体外受精卵の生産
体外受精卵の生産は，精子の受精能獲得現象の発見から大きな進展を始める。オースト
ラリアの Austin(1951)とアメリカの Chang(1951) は，1951 年，それぞれ別個に，射出精
子が雌性管内で一定の変化を受けなければ卵への通過能力を獲得できないことを発見し，
精子の受精能獲得（キャパシテーション）と定義した。その後，1959 年 Chang(1959) は，
初めて家兎の体外受精による産子の誕生に成功している。
一方，卵子にも受精に必要な変化があり，それは卵核胞崩壊と第一極体の放出に代表さ
れる卵成熟である。卵成熟の発見は，精子の受精能獲得現象の発見より早く，1935 年に
Pincus & Enzmann（1935) により発見され，卵胞卵は未熟でも卵胞外環境に置くと自発
的に成熟することが報告されている。しかし，メカニズムは不明のままであり，受精能獲
得現象発見までは卵成熟の研究は進んでいなかった。
1963 年，Yanagimachi ら(Yanagimachi, 1963) は，ハムスター精子について，in vitro
でも受精能獲得誘起が可能な方法を開発したことにより，体外受精研究は飛躍的に進歩し，
受精能獲得精子の超活性化運動（ハイパーアクティベーション： hyperactivation，
Yanagimachi 1970)が励起されることも明らかになった。
Edwards (1965) は，マウス，ブタ，ウサギ，ウシ，ヒツジ，ヒト未成熟卵子を卵胞か
ら取り出し，グルコース，アミノ酸類やビタミン類を構成成分とする TCM199 に 15 %
ウシ血清を添加した培地で培養することで，自発的成熟が生じ，第二減数分裂中期核の成
熟卵子となることを報告した。体外での卵成熟と体外受精（in vitro fertilization: IVF）技

術の組み合わせは，体内での受精が困難な動物からの胚生産を可能にするとの期待が高ま
り，体外成熟卵子の受精能とその後の発生能に関する研究が多くの動物種で実施された。
減数分裂再開および第二減数分裂中期に至る卵成熟過程は，直径 110 μm 以上の卵子を
卵胞から回収し，体外培養すれば，抑制作用が解除され，自発的に減数分裂は再開する。
しかし，自発的成熟の生じた未成熟卵子は，高頻度に核成熟は誘導されるが，その成熟卵
子の受精能は低く，産子生産も困難であった。
（Chang MC, 1955; Cross & Brinster, 1970）
。
そこで，体内の卵成熟を体外で模倣する研究が開始された．未成熟マウスへの FSH 製剤
（PMSG）投与により，採卵数の増加，体外成熟培養（in vitro maturation: IVM）後の
減数分裂再開および第二減数分裂中期の核相への到達が認められた（Schroeder & Eppig，
1984，1989）
。
体内では，減数分裂再開と進行は，LH サージにより引き起こされるが，LH サージを誘
導するためには十分なエストロジェン産生が必要である。FSH が顆粒膜細胞に働きエスト
ロジェン産生を促すとともに，エストロジェンは顆粒膜細胞に LH 受容体発現を促し
（Segaloff et al., 1990），FSH と LH 両者によるエストロジェン産生を可能にする。さら
に，LH 反応性を獲得することにより，LH サージによる減数分裂再開に向けた準備が整う
こととなる。哺乳類卵子では LH サージ前は cAMP に代表される成熟抑制因子が卵丘細胞
からギャップジャンクションを介して卵子内部に移行し，成熟開始を抑制している（Epigg
et al., 1985）が，LH サージにより卵丘細胞が膨化することにより，ギャップジャンクシ
ョンが急速に消失し，cAMP 維持機構が破たんすることにより減数分裂再開することが報
告されている（Larsen et al., 1986; Thomas et al., 2004）。
未成熟卵子の体外成熟培養（in vitro maturation: IVM）では，卵丘細胞・卵子複合体
（cumulus oocyte complex: COC）を用いるが，卵丘細胞の付着が見られない裸化卵の培
養では，成熟後の受精能および発生能が著しく低下する（Yamauchi & Nagai，1999）
。実
際，ウシ IVM において卵子の核成熟率，受精率，胚発生能は卵丘細胞層数と正の相関を
示すことが報告されている（Shioya et al.，1988; Madison et al.，1992）
。Cross & Brinster
(1970) は，卵丘細胞の付着の有無により成熟培養後の MII 率を比較した結果，裸化卵で
は 59.2 %であるのに対して，卵丘細胞を有する卵子は 91.7 %であると報告しており，卵
丘細胞の存在は重要である。しかし，卵丘細胞・卵子複合体（cumulus-oocyte complex: COC）
を成熟培養しても，依然として IVF 後の受精率は体内成熟卵に比べて低く（Cross and
Brinster, 1970）
，卵成熟は核の減数分裂だけでは不充分であり，細胞質の変化の重要性が

示唆された。卵成熟は，核成熟と同調して起こるが，第一分裂中期で核成熟の進行が停止
した卵子においても細胞質成熟は進行しており，両成熟は独立した現象であることが実験
的にも示されている（Eppig et al., 1994）
。
細胞質成熟に関係するものには，構造的にはミトコンドリアや小胞体があり，成分的に
は FSH やグルタチオンなどがある。ミトコンドリアによるエネルギー生産と小胞体によ
る Ca2+オシレーションの発生は，卵子の受精および胚の発生能獲得に重要な役割を果たし
ている（Brevini et al., 2007; Ajduk et al., 2008 ）
。FSH は，卵丘細胞の膨化の促進，体
外受精率の向上，胚盤胞発生率の向上効果（Eppig et al., 2000; Ali & Sirard, 2005）など
の細胞質成熟促進効果を持ち，そのメカニズムとして卵丘細胞での cAMP 合成を促進し，
卵子へ供給することにより細胞質成熟を促進していると報告されている（Ali & Sirard,
2005）
。
このように，体外成熟に関する研究の発展から体外受精卵生産効率は向上したことによ
り実用化が進み，畜産分野においても経腟採卵-体外受精による胚生産は広く普及し始めて
いる。しかし，体外成熟-体外受精による胚の作出については，体内成熟卵子を用いた体外
受精と比較して，生産効率が低く作出胚の品質が低いのが現状である。また，黒毛和種牛
を用いた胚生産の場合，個々の胚生産成績はバラツキが大きく個体差が認められ，安定し
た胚生産体制構築には，このバラツキを小さくし，胚生産効率を向上させることが重要と
なっている。
胚移植可能胚の生産が高率である個体（高発生個体）と低率である個体（低発生個体）
の体外での卵成熟過程を比較し，低発生個体の胚生産効率を高めることは，供卵牛ウシ群
の胚生産効率を高めることになり，胚移植技術の安定的子牛生産には必須の課題である。
体外成熟においては，卵丘細胞の遺伝子発現の変動と卵子の発生能の関連性を明らかにす
る必要がある。卵丘細胞層の遺伝子発現の変動を網羅的に遺伝子解析し，卵成熟過程に必
要な因子を探査して，それぞれの遺伝子発現の動態を明らかにすること，探査遺伝子から
新規な IVM 培地を開発することは，フィールドで活用できる技術開発や広島県の和牛生
産のために活用できるものと思われる。

2

本研究の目的
本研究では，黒毛和種供卵牛の卵巣から経腟採卵により高品質卵をより多く採取するこ

と，体外受精による胚生産の個体差要因を解析し，その改善を図ることで，効率的で安定

した胚生産技術を確立することを目的とした。このため，第二章では OPU-IVF における
供卵牛への発情ホルモン前処理の有効性を検討した。第三章では OPU-IVM-IVF における
供卵牛の個体差から高発生と低発生個体を選抜し，これらの個体の違いを調査することに
より個体差の原因を明らかにする検討を行った。まず，経腟採卵時の卵巣内卵胞分布状態
を比較し卵胞発育の違いを分析した。次にこれらの個体から採取した卵丘細胞・卵子複合
体（COCs）の遺伝子発現を網羅的に解析し，遺伝子発現の違いを分析した。分析結果か
ら発生能の個体差の原因の一つとしてグルタチオンの卵子内濃度が明らかになったため，
卵子細胞質内グルタチオン濃度を改善するための体外成熟方法を考案し，発生率改善効果
を確認した。さらに，考案した体外成熟方法で生産した胚を受胚牛に移植し，受胎性や産
子の正常性を確認した。第四章は総合考察であり，第五章は総括を述べる。

第二章 経腟採卵-体外受精における供卵牛への発情ホルモン前処理の有効性

序言

体外受精による生産胚の胚移植（ET）は，牛の畜産業の発展と生産形質の普及の促進を
可能にする（Kruip, 1994; Numabe et al., 2000, 2001; Stringfellow & Givens, 2010）
。黒
毛和種由来の体外受精卵をホルスタイン種受卵牛へ移植し産子を得ることは，肥育用子牛
を増加させるために効果的である（Numabe et al., 2000, 2001）
。 ET の費用が人工授精
（AI）より 2 倍高額であっても，酪農生産に加えて牛の子牛の販売による収入の増加のた
めに酪農経営に利益をもたらす。そのため，我々は ET の普及を推進しているが，成果が
上がっておらず，その理由の一つとして受精卵価格が高いことがあげられる。ET の普及
には，安価で高品質な受精卵の供給が求められている。
現在，受精卵移植のためのウシ胚生産は，未経産牛や経産牛への過剰排卵処置により体
内受精卵を採取する方法が主流となっている(Bousquet et al., 1990; Pontes et al.，2009)。
近年，超音波画像診断装置を用いて卵巣内卵胞を吸引し卵子を採取する経腟採卵が実用化
され，体外受精により胚を生産する方法が黒毛和種胚生産にも活用され始めている
（Numabe, 2000, 2001）
。経腟採卵は，ホルスタイン種経産牛(Ogata et al.，2016 ; Presicce
et al., 2007)，アンガス経産牛(Chaubal et al., 2007)，バッファロ―育成牛(Presicce et al.，
2002，2007)や黒毛和種経産牛（Numabe et al., 2001）など，種々の品種や繁殖状態の牛
に活用でき，体外受精システムの可能性を大きく拡大させている。
ホルスタイン種未経産牛や搾乳牛への FSH 刺激は，卵巣内卵胞数を増加させ，胚生産
数を向上させるため，経腟採卵・体外受精による胚生産の効率を向上させる（De Roover et
al., 2005，2008; Vieira et al., 2014）。一方，非泌乳ホルスタイン牛は FSH 刺激治療にか
かわらず，授乳可能な牛よりも高い胚盤胞率およびより多くの胚移植可能，胚を産生する
ことができる（Sendag et al., 2008; Vieira et al., 2014）
。
しかし，体内受精卵の生産と同様に経腟採卵・体外受精にも FSH を投与した場合，ホ
ルモンの影響から短期間での繰り替えし採卵は困難になるため，1 回の胚生産成績は向上
しても，長期間繰り返し採卵による胚生産効率を供慮した場合，必ずしも胚生産数が向上
するとは限らない。
生体の卵巣から卵子を直接針で吸引して採取する経腟採卵（OPU）は，卵巣中の複数の

卵胞の発育を促進させるための FSH を用いた過剰排卵処置が不要であるため，１～３週
間間隔で繰り返し採卵が可能である(Kruip et al.,1994)。
１頭の供卵牛から１年間に生産できる受精卵数を考えた場合，OPU で採取した卵子を
用いた体外受精（IVF）による胚生産数は，体内受精胚を生産する場合と比較して，約２
倍多くの胚を生産することが可能となる (Goodhand et al., 1999; Kruip et al., 1994;
Numabe et al., 2000; Pontes et al., 2009) 。そのため，低コスト胚供給には，FSH によ
る過剰排卵処置を用いない OPU-IVF による胚生産が有効な手段と考えられる。
発情と排卵を同期化するオブシンク法による卵胞波を利用した発情同期化法が考案さ
れ，人工授精や受精胚移植など繁殖技術として性腺刺激ホルモン放出ホルモン（GnRH）
による卵胞波の制御法が活用されている（Pursley et al., 1995）
。泌乳最盛期のホルスタイ
ン種において OPU 前に GnRH を投与することで，卵巣の卵胞数や OPU による採取卵数
成績および体外受精成績を向上させることができるとの報告もある（Ogata et al., 2016）
。
ウシにおける卵胞の成長および発達については，発情周期当たり 2 または 3 つの連続し
。それぞ
た卵胞波の存在が知られている（Ginther et al., 1989; Sirois & Fortune, 1988）
れの卵胞波には，小卵胞群の同時発育と主席卵胞の選択が含まれる。卵胞波の成長は，周
期性の FSH の上昇によって開始される。小卵胞群として成長するすべての小胞は，FSH
に対する特異的受容体を含み，成長するときにこのゴナドトロピンに依存する。一方，エ
ストラジオール分泌は FSH 分泌に反比例し，濾胞の出現と成長を密接に調節する（Evans
et al., 1997）
。卵巣エストラジオール分泌は，支配的な卵胞成長の最終段階にとって重要
。主席卵胞は，循環するステロイド濃度の変動の主な原因で
である（Evans et al., 1997）
あり，したがって，卵胞発達の波の間の卵巣ステロイドのネガティブフィードバックに主
に関与している（Araujo et al., 2009）
。
留置型プロゲステロン製剤を処置した牛における外因性エストラジオール-17β（E2）
の投与は，支配的な卵胞を抑制し，支配的な卵胞の発達の段階にかかわらず，平均 4.3 日
後に新しい卵胞の出現をもたらした（Araujo et al., 2009; , Bo et al., 1995）
。さらに，発
情周期中の卵巣卵胞発達のダイナミクスは，エストラジオール安息香酸塩（EB）で処理し
て，排卵卵胞の発達を同期させることによって操作することができる（Burke et al.，2000;
Martinez et al.，2005）
。これらのデータは，プロゲステロンおよび E2 を併用した治療が
卵胞波発生を効果的に制御および同期させるために使用できることを示唆している。しか
し，OPU では，プロゲステロン製剤と併用せずに，EB 単独での処理を実施した報告はほ

とんど見当たらない。
この研究では，OPU 前の EB の投与が OPU-IVF による胚発生を改善すると仮定し，良
質の胚の数を増やすために，OPU の前に EB を単回投与する方法の有効性について報告す
る。

材料および方法

供試動物および実験計画
供試動物は，広島県立総合技術研究所畜産技術センターで飼養されている黒毛和種雌牛
を用い，同センターで実験を実施した。15 頭の黒毛和種雌牛が供卵牛として，経腟採卵
(OPU)に供された。全供卵牛は乾草と水を給与して飼養した。各試験区の OPU は，3 週
間間隔で 3 回ずつ，試験区の実施順はランダムに実施した。

実験１．EB 投与後の卵胞の動態および卵胞波の出現の評価
実験１では，1 回の EB (1 mg; estradiol benzoate, ASKA Animal Health Co., Ltd,
Tokyo, Japan)の筋肉内注射が，経時的卵胞卵胞の動態および卵胞波の出現に与える影響を
調査した。この実験では，4 頭の黄体期の供卵牛を用い，EB を投与した。EB 投与後，0，
24，48，72，96 および 120 時間後に 7.5 MHz のリアルタイム超音波スキャナ（SSD-1000
型，Aloka Co.，Tokyo，Japan）を用いて卵胞を視覚化し，卵巣の卵胞数を超音波ビデオ
画像上でカウントした。 卵巣内の視認できる全卵胞の数および卵胞直径（小卵胞：3 mm
以下，中卵胞：4-6 mm，大卵胞：7 mm 以上）を分類した。

実験２．ランダム配置による評価：EB 投与が OPU により吸引した卵子数と卵質に及ぼす
影響
実験 2 では，OPU によって吸入された卵母細胞の数および質に対する EB 注射の効果
を評価した。この実験では，実験１で用いた 4 頭の供卵牛を無作為に 2 つの処置群（対照
区：無処置の OPU，EB 区：OPU 前 EB 注射）のそれぞれに 3 回割り付けた。グループ
交差試験であり，OPU-IVM-IVF は供卵牛 1 頭当たり合計 6 回実施した（Figure1A およ
び B）
。実験 1 の結果に従って，EB 注入後約 88 時間 OPU を実施した。予備研究では，
回復した COC の数は，3 週間未満でより短い間隔で減少することがわかっており，反復

した OPU および EB 注射による影響を避けるために，4 週間以上の間隔で OPU を実施し
た。OPU 直前に，経直腸超音波検査によって両方の卵巣を検査し，すべての可視卵胞を，
対照区および EB 区について実験 1 において上記の基準に従って定量し，分類した。さら
に，回収された卵丘細胞・卵子複合体（COC）の数を調べ，COC の品質を分類し，培養
した。
その後，
対照区および EB 区の生体から OPU により得られた COC を用い，
IVM-IVF
後の胚発生を調べた。胚発生および移植可能胚を，国際胚移植学会（IETS）マニュアル（第
4 版 IETS，IL，USA）に従って，倒立顕微鏡下で評価した（Stringfellow & Givens，2010）
。
すなわち，胚の品質の評価は，内細胞塊の大きさ，栄養膜細胞の色調，及び変性細胞の割
合を判定基準とし，内細胞塊は胞胚腔に隆起し栄養膜との境界が明瞭であり，栄養膜細胞
は菲薄せず充実し，変性細胞の割合が 15％以下の胚を，exellent または good と判定し
code1 に分類し移植可能胚と判定した。

実験３．交差実験による評価：EB 投与が OPU による COC 回収数，IVM/IVF 後の胚発
生に及ぼす影響
実験 3 は，実験 1 および 2 で用いた供卵牛以外の 11 頭の供卵牛を用いた。1 回の交差
試験として，複数頭数を用いた EB 投与前後の OPU により吸引された卵子数および卵質
の効果を調査した。 実験 2 と同様に，EB 注射後約 88 時間に OPU を行った。 回収され
た COC の回収数および IVM 卵子は IVF により発生率を調査した。

卵胞吸引
卵丘細胞卵子複合体(COC)の回収は，ウシの生体から 3 週間間隔で超音波画像診断装置
を用いた経腟採卵によって実施した。長時間卵巣を保持するために怒責を止め直腸を緩め
ることが必要であることから，卵胞吸引の前に，4 ml の硬膜外麻酔薬を投与した。卵巣内
の卵胞は，超音波画像診断装置（SSD-1000 type, Aloka Co. Ltd., Tokyo, Japan）に 7.5
MHz 経腟穿刺用コンベックス探触子（UHT-9106 type, Aloka）を装着し，映像化した。
17 G ディスポーザブル採卵針(COVA Needle, Misawa Medical, Tokyo, Japan)とつながっ
たテフロンチューブを 50ml のコニカルチューブ(Sumilon, Sumitomo Bakelite, Tokyo,
Japan)に接続し，卵子吸引システム（K-MAR-5115 type, Cook Medical Technology,
Australia）
を用い，
吸引圧 100 mmg で直径 2 mm 以上の卵胞を卵胞液とともに吸引した。
回収液には，0.3％ウシ胎児血清（FCS;Standard Fetal Bovine Serum:Hyclone）
，0.1 g

力価/ml 硫酸カナマイシン（硫酸カナマイシン：明治）及び 1.8 U/ml ヘパリン（ノボヘパ
リン注：持田製薬株式会社）を添加した乳酸加リンゲル液（ハルゼン V 注射液：日本全薬
工業）を用いた。吸引した回収液は，フィルター（セルコレクター：富士平工業）でろ過
洗浄し COC を回収し，10％FCS 添加Ｍ2 液に移し３回以上洗浄した。

卵丘細胞卵子複合体(COC)の評価
回収した COC のグレード評価は，Pieterse ら(1991)の報告に従い，形態的基準に基づ
いて実施した。つまり， 採取した COC のグレードの分類は，卵丘細胞の付着程度と卵
子細胞質の均質程度により，グレード A：卵丘細胞が 4 層以上緊密に付着，グレード B：
卵丘細胞が 3-4 層緊密に付着する，グレード C：卵丘細胞が 1-2 層程度付着し細胞質に暗
い顆粒を含む，グレード D：卵丘細胞が付着していないもの，グレード E：卵丘細胞が膨
化しゼリー状に分類した。

体外成熟（IVM）
グレード A，
B および C のすべての COC は Kani ら(2011)の報告に従い IVM に用いた。
IVM 液は，TCＭ199(Tissue Culture Medium199: Sigma)に 0.25 mM ピルビン酸，10％
FCS，
0.12 mg/ml 卵胞刺激ホルモン(アントリン 10:共立製薬)，
50 ng/ml 上皮成長因子(EGF,
E1264,: Sigma)及び 10 µM dbcAMP(D0260: Sigma)を添加した培地を用いた。100µl の
IVM 液ドロップに 10-15 個の COC を入れ，流動パラフィン(ナカライ, Kyoto, Japan)を被
覆し, 38.5 ℃, 5 ％CO2, 95％空気の気相条件下で 22-24 時間成熟培養を行った。

体外受精(IVF)
成熟した COC を用いて，当センターの常法(Ogata et al., 2015)に従い体外受精を実施
した。COC は媒精液(IVF-G, IFP, Yamagata, Japan)で 5 回洗浄後，流動パラフィンで被
覆した 50 μl の IVF-G ドロップへ移動させた。精子濃度を 6～12×106/ml に調整して媒精
を 6 時間行った。媒精後，40 IU のヒアルロニダーゼ添加 M2 液中において 5–10 分ピペ
ッティングすることにより卵丘細胞を除去し，M2 液で洗浄した(Numabe et al., 2000)。

体外培養
受精卵は， 6 mg/ml 牛血清アルブミン(A4378 : Sigma)，0.25 mg/ml リノール酸アルブ
ミン(L8384 : Sigma)，0.12 mg/ml グリシン(G7126 : Sigma)，0.25 mg/ml タウリン
(T8691 : Sigma)及び 10 µl/ml ITS (I1884 : Sigma) を添加した mSOF 培地の 50 μl ドロッ
プに 10 個を入れ，流動パラフィンを被覆し 38.5℃，5% CO2，5% O2，90% N2 の低酸素
の湿気のある環境下で 168 時間実施した。

胚の判定
体外受精後の胚の発生検査は，体外受精３日後及び７日後に実施し，分割数，８細胞数，
桑実胚数及び胚盤胞数を調査した。移植可能胚は，IETS マニュアル(Stringfellow &
Givens, 2010）の指標を用い，内細胞塊の大きさ，栄養膜細胞の色調，及び変性細胞の割
合を判定基準とし，内細胞塊は胞胚腔に隆起し栄養膜との境界が明瞭であり，栄養膜細胞
は菲薄せず充実し，変性細胞の割合が 15％以下の胚を移植可能胚と判定した。

統計解析
各実験区の統計比較には，GraphPad Prism software， Version 5.0 (GraphPad
Software, Inc., San Diego, California, USA)を用いた。各試験区の卵胞数，COC 数，卵子
数，胚数は一元の分散分析(One-way ANOVA)によって比較した。分散分析で 0.05 以下の

P 値の場合，Tukey-Kramer HSD test による多重比較を実施した。COC のグレードの比
較および卵胞サイズの比較はカイ二乗検定により分析した。結果の数値は，平均値±標準
誤差で表記した。P <0.05 で有意差ありと判定した。

結

果

実験１． EB 注入後の卵胞卵胞の動態と卵胞の出現
卵巣における平均小胞数は，EB 注射後に徐々に増加した（Figure 2A）
。 EB 注射後の
72 および 96 時間で，平均数の卵胞がピークに達成した。Figure 2B に示すように，直径
4-6 mm の中卵胞の割合は，0 時間群と比較して EB 注射後 72 時間および 96 時間で急激
に増加した（P <0.05）。

実験２．ランダム配置による評価：EB 投与が OPU により吸引した卵子数と卵質に及ぼす
影響
OPU によって吸引された平均卵胞数は，無処置の対照区よりも EB 区で有意に多かった
（36.6 ± 3.0 vs. 27.8 ± 1.8, P <0.05，Table 1）。回収され培養された COC の平均数は，対
照区よりも EB 区で有意に多かった(28.9 ± 2.9 vs. 21.8 ± 1.4, 23.4 ± 2.4 vs. 15.0 ± 1.1，P
<0.05)。Figure 3 に示すように，EB 区の直径 4-6 mm の中卵胞の割合は，対照区と比較
して著しく増加した（49 vs. 15％, P <0.05）。それゆえ，EB 区のグレード B の COC の割
合は，対照区のそれに比べて有意に高かった（P <0.05，Table 2）。さらに，11 頭の供卵
牛を用いた 1 回の交差試験による一対比較試験では，平均吸引卵胞数および回収 COC は，
対照区よりも有意に多かった
（42.5 ± 4.6 vs. 34.7 ± 3.5 および 36.9 ± 5.5 vs. 28.1 ±
3.7, P <0.05，Figure 4）
。

実験３．交差実験による評価：EB 投与が OPU による COC 回収数，IVM・IVF 後の胚発
生に及ぼす影響
Table 3 のように，IVF 後の分割卵数は，EB 区と対照区との間に有意差はなかった。 し
かし，
EB 区の胚盤胞数は，
対照区の 50.3％より有意に高かった
（50.5 vs. 34.3％, P <0.05）
。
さらに，
移植可能な胚の数は，
対照区と比較して EB 区で有意に大きかった（32.7 vs. 15.6％，

P <0.05）。 さらに，1 回の交差試験による一対比較試験では，EB 区では対照区（43.0 vs.
33.9％および 30.3 vs. 15.7％，P <0.05，Table 4）と比較して，胚盤胞および移植可能胚
の数が有意に高かった。

考察

本研究において，EB を投与した供卵牛では 72~96 時間後の卵巣内卵胞数が最多となる
とともに直径 4-6 mm の中卵胞の割合が最も高い割合となり，EB 投与が OPU-IVF にお
ける胚生産効率を改善させることを示した。卵巣内の小胞の数は，EB 注射後に徐々に増
加した。さらに，直径 4-6 mm の中卵胞の数と割合は，EB 注射後 96 時間で最も高かった。
OPU の前に EB で処置された供卵牛は，グレード A-C の培養に適した COC の数が多かっ
た。さらに，胚盤胞および移植可能な胚の数は，EB 刺激により無処置よりも高かった。

多くの技術が，OPU におけるウシ卵巣の成熟卵胞集団を増加させる能力について評価
されている（Chaubal et al., 2007; De Roover et al.，2008; Presicce et al.，2011; Vieira et
al.，2014）
。OPU 前のホルモン処置による採卵成績向上させる取り組みの一つとして，
OPU 前の GnRH 処置が主席卵胞を排卵させ新しい卵胞波が開始するため，OPU 時に卵巣
中の卵胞数が増加するとともに採取卵子数が向上するという報告がある(Ogata et al.,
2016)。この報告では，GnRH 投与 48 時間後に新しい卵胞波が発生することにより，OPU
時の卵巣内卵胞数および回収された COC 数の増加をもたらしたことを示している。
また他の方法として，プロゲストゲン製剤とエストロジェンの組み合わせによる処置に
より，卵胞の発達を効果的に制御し，同期させることができることが知られている(Bo et
al., 1993; 1995)。これらの研究では，卵胞波の一連の流れは，直径 4-6 mm の多数の卵胞
の同時発生を卵胞波の開始とし，続いて主席卵胞の選択および成長，ならびに他の卵胞の
発育の抑制として定義されている。この報告の中で，ホルモン処置から卵胞波の出現まで
の日数は，平均して E2 投与後の 4.3 日であった。今回の我々の研究では，プロジェステ
ロンとエストロジェンの組み合わせによる卵胞波制御技術を参考にし，経腟採卵前のホル
モン処置が経腟採卵-体外受精成績に及ぼす影響を調査した。正常な繁殖周期の雌牛の場合，
繁殖周期のほとんどが黄体期であることから，今回の試験では EB 単独投与の簡易処置に
よる効果を検討した。
EB を投与した供卵牛では 48 時間後から卵巣内卵胞数が増加し始め，72 時間後に最多
となったのち徐々に減少した。直径 4-6 mm の中卵胞の割合は，EB 投与 24 時間後から増
加し始め，96 時間で最も高い割合となった。そこで，経腟採卵の 88 時間前に供卵牛へ EB
のみ処置したところ，経腟採卵時の卵胞数は無処置の供卵牛と比較して有意に増加し，そ
の中でも直径 4-6 mm の中型卵胞の割合が高くなっていた（Figure 2）
。主席卵胞の退行と
新生卵胞の発育の再開は，EB の投与後に起こったと推定される。 COC の質を調べると，
EB 群のグレード A〜C（IVM の培養に適していると考えられる）の平均 COC 数は対照区
より有意に高かった。グレード B に分類される COC の数は，EB 投与によって有意に増
加した。このことから，EB 投与は，優性卵胞を退行させるとともに，新生卵胞波を出現
させ卵巣内の小卵胞の発育を促進させる効果があることが推測された。
ウシ卵胞培養の研究では，培地中の E2 添加は，初期の卵胞由来の卵子の増殖を改善し，
卵子・顆粒膜細胞複合体（OGCs）の in vitro 発生を支持する顆粒膜細胞の遺伝子発現に
影響を及ぼすとの報告がある(Endo et al., 2013; 2014)。In vitro での状況が in vivo と完

全に同様ではないが，我々の研究における EB 処置は，早期卵胞の遺伝子発現を促進し，
卵胞発達を刺激する可能性があることが示唆された。その結果，EB の投与後に新しい卵
胞波の間での卵胞内の腔形成を介して COC の質が高くなる可能性が考えられた。
この研究における胚発生に関する成績評価指標を考慮した場合，EB 区で受精後の卵割
胚数は対照区と同じであるが，EB 群の胚盤胞発生数および胚移植数は，対照区よりも有
意に高かった。受精率に差はないにもかかわらず EB 刺激による胚発生成績の向上の効果
があったことは，直径 4-6 mm の中程度の卵胞の数の顕著な増加に関連している可能性が
ある（Figure 3）
。
体外受精後の培養成績は，経腟採卵が行われるまでの卵胞発育段階と関連していること
が報告されている(Blondin and Sirard, 1995; Fair et al.,1995 ;Hagemann et al., 1999;
Hendriksen et al., 2004)。しかも，卵母細胞の発生能は卵胞成長発達能と関連しており，
LH サージへの反応性を獲得するまでの卵胞径が増加する期間に，卵母細胞の発生能は増
強し続けている(Chaubal et al., 2007; Humblot et al., 2005)。
EB の投与は，発情周期中に優勢卵胞の動態を操作し，排卵卵胞の卵巣発育を同期させ
ることができる(Burke et al., 2000)。卵胞増殖期と主席卵胞期の 2 つの段階を比較した場
合，供卵牛 1 頭あたりの全卵胞の平均数および回収された使用可能な卵母細胞の数は同等
だが，平均胚盤胞数および胚盤胞発生率は，卵胞増殖期が高い(Maachatkova et al., 2004)。
さらに，OPU の前のプロゲステロン製剤および EB を用いた卵胞波の同期化は，in vitro
胚発生および妊娠率に正の効果を示した（Cavalieri et al.，2017）
。
この研究では，OPU 時に直径 4-6 mm の中型卵胞の数が著しく増加しており，これら
の中型卵胞は卵胞成長段階にあると考えられている。したがって，OPU 前の EB 投与は，
新しい卵胞波である卵胞成長期を誘導した結果，回収される COC の数および質が改善さ
れ，胚盤胞に発生することができる卵母細胞の数を増加させていたと考えられた。
結論として，本研究の実験の結果から，卵胞出現を同期させるための経腟採卵前の EB
処置が，胚盤胞発生率および移植可能な胚の数を増加させることを示された。今後，EB
投与するタイミングと用量を最適化し，GnRH と EB 治療の組み合わせ等を評価するため
に，さらなる研究を行う必要があると考えられる。
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Figure 1. Hormone treatment of four donors and ovum-pick up (OPU) schedule as the
crossover design. Fig. 1A: control: The animals were not treated with hormone. OPU
was performed on random days of estrous cycle. EB: Estradiol benzoate (EB) treatment
at dosage of 1.0 mg IM was simultaneously administered. OPU was performed 88 hours
after EB injection. Fig. 1B: Four donors were randomly allocated three times into each
of two groups with/out the hormone (EB). OPU sessions was carried out total six times
per one donor.
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Figure 2. The number (A) and the percentage (B) of small (2–3 mm), medium (4–6 mm)
and large follicles (≥7 mm) at 0, 24, 48, 72, 96 and 120 hours after EB injection in
Japanese Black cows (n=4). *P<0.05, vs. 0 hour in medium follicles.
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Figure 3. Distribution of a various size of follicles in the ovaries of donors pre-treated with estradiol
benzoate (EB) at ovum-pick up (OPU). The percentages of follicles that were 4–6 mm in diameter in
the EB groups were signiﬁcantly higher than that in the control group without hormone injection
(P<0.05, Chi-square test). Follicles were observed using a real-time ultrasound scanner at the time of
OPU (n=12 OPU session in each group).
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Figure 4. A paired difference test using 11 donors: Effect of pre-treatment with estradiol
benzoate on the number of follicles aspirated and COCs recovered at each paired-donor.

Table 1. Effect of estradiol benzoate injection before ovum-pick up on the numbers of follicles aspirated and cumulus-oocyte complexes
recovered.
No. of

No. of follicles aspirated

No. of COCs recovered

No. of COCs cultured†

OPU trials*

(mean ± SE)

(mean ± SE)

(mean ± SE)

None (control)

12

334 (27.8 ± 1.8)a

262 (21.8 ± 1.4)a

180 (15.0 ± 1.1)a

EB

12

439 (36.6 ± 3.0)b

347 (28.9 ± 2.9)b

281 (23.4 ± 2.4)b

Treatment

*OPU were performed at more than three weeks interval using four donors at three times in each group randomly.
†COCs at grade A to C were cultured for in vitro maturation of oocytes.
‡Abbreviations: COCs, cumulus-oocyte complexes; EB: estradiol benzoate; OPU, ovum pick-up.
a,b

Values with different superscript letters in the same column are significantly different (P<0.05).

Table 2. Morphological grade of cumulus-oocyte complexes retrieved by ovum-pick up from the donors pretreated with estradiol
benzoate.
No. of COCs evaluated

Grade A

Grade B

Grade C

Grade D+E

(No. of OPU session)

（%）

（%）

（%）

（%）

None (control)

262 (12)

22（8.4）a

59 (22.5)a

99 (37.8)a

82 (31.3)a

EB

347 (12)

24（6.9）a

110 (31.7)b

147 (42.4)a

66 (19.0)b

Treatment

* Abbreviations: COCs, cumulus-oocyte complexes; EB: estradiol benzoate; OPU, ovum pick-up.
† Grade A: more than four layers of cumulus cells with a homogeneous ooplasm, Grade B: a compacted and three or four layers of
cumulus cells with a homogeneous ooplasm, Grade C: a less compact cumulus cell layer with irregular ooplasm containing dark
granules, Grade D: denuded oocytes with no cumulus cells and Grade E: oocytes with expanded cumulus and a jelly-like matrix.
a-b

Values with different superscript letters in the same column are significantly different by chi-square test (P<0.05).

Table 3. Blastocyst development and transferable embryo production in donors pre-treated with estradiol benzoate.
No. of

No. of oocytes

No. (%) of oocytes

No. (%) of

No. (%) of

OPU trials

inseminated

cleaved

blastocysts

transferable embryos

None (control)

12

180

135 (75.0)a

62 (34.4)a

28 (15.6)a

EB

12

281

217 (77.2)a

142 (50.5)b

92 (32.7)b

Treatment

* Abbreviations: EB: estradiol benzoate; OPU, ovum pick-up.
a,b

Values with different superscript letters in the same column are significantly different (P<0.05).

Table 4. Effect of pre-treatment with estradiol benzoate on blastocyst development and transferable embryo production: A paired
difference test using 11 donors.
No. of

No. of oocytes

No. (%) of oocytes

No. (%) of

No. (%) of

OPU trials

inseminated

cleaved

blastocysts

transferable embryos

None (control)

11

242

143 (59.1)a

82 (33.9)a

38 (15.7)a

EB

11

300

230 (76.7)b

129 (43.0)b

91 (30.3)b

Treatment

* Abbreviations: EB: estradiol benzoate; OPU, ovum pick-up.
a,b

Values with different superscript letters in the same column are significantly different (P<0.05).

第三章

供卵牛の個体差の影響とその改善：体外成熟卵子のグルタチオン含量と
胚発生の関連性および cysteine 添加による影響

第一項 経腟採卵-体外受精成績（OPU-IVF）の個体差の調査

緒言

受精卵移植を用いた家畜生産は，家畜の改良のためや高能力家畜の効率的生産のため，活
用されている。移植に用いられる胚の生産方法の主流は体内受精卵であり，全国的にも広く
普及している。体内受精卵の生産には，FSH ホルモンによる過剰排卵処置により多数の卵子
を同時に発育させる必要がある。FSH ホルモンによる過剰排卵処置は，短期間に繰り返し処
置すると繁殖性に悪影響であるため，1 頭のウシに対して年間 3～4 回程度しか実施すること
ができない。また，FSH ホルモンへの反応性には個体差があり，過剰排卵処置を実施しても
全く反応せず，胚を生産できない場合も起こる。さらに，FSH ホルモンへの反応性は，過剰
排卵処置を繰り返すと徐々に低下していくため，10 回前後採卵を実施した牛は供卵牛として
の役目を果たせなくなる。そのため，多数の移植胚を安定的に供給するためには，多数の供
卵牛が必要となるとともに，短期間での更新が必要となり，費用や労力が大きくなっている。
そこで，経腟採卵により採取した生体由来卵子を用いた体外受精卵の生産は，効率的な受
精卵生産方法として，近年注目を集めている。経腟採卵-体外受精による胚生産は，採卵前の
FSH ホルモンによる過剰排卵処置が不要であることから，体内受精卵の生産より短期間での
繰り返し採卵が可能であるとともに，経腟採卵を繰り返しても卵生産能を喪失しない。その
ため，体内受精卵に代わる胚生産・供給技術として期待が高まっている。
一方，黒毛和種繁殖雌牛の飼養戸数および飼養頭数は年々減少しており，黒毛和種肥育牛
の素牛生産体制は脆弱化している。そのため，黒毛和種肥育牛の出荷頭数は減少しており，
新たな黒毛和種肥育素牛生産体制の構築が望まれている。そこで，ホルスタイン種乳用牛へ
黒毛和種由来の胚を移植し，黒毛和種牛を生産する取り組みが全国的に広がり始めており，
広島県においても乳用牛からの黒毛和種子牛体制の構築のため，黒毛和種牛から経腟採卵-体
外受精による胚生産・供給を行っている。
胚生産・供給のための経腟採卵-体外受精には，センターで飼養する繁殖雌牛を供卵牛とし
て用いているが，胚の生産成績が高い個体と低い個体が存在することを経験的に把握してい

る。経腟採卵-体外受精による胚生産成績に影響を与える項目としては，経腟採卵時の卵巣内
卵胞数，採取した卵子の品質および体外受精後の発生成績など多数あるが，それらの成績か
ら詳細に個体差について分析した報告は見当たらない。胚生産成績の個体差に影響を及ばす
要因を明らかにできれば，その要因のメカニズムおよび要因解決する方法を研究することに
より，経腟採卵-体外受精による胚生産成績を向上させる技術の開発が可能になると考えられ
る。
そこで，本研究では，経腟採卵-体外受精による胚生産成績の個体差の有無の把握およびそ
の原因となる因子の把握を目的に，供卵牛ごとの胚生産成績を比較検討した。

材料と方法

供試動物
供試動物は，広島県立総合技術研究所畜産技術センターで飼養されている黒毛和種繁殖雌
牛を用い，同センターで実験を実施した。13 頭の黒毛和種繁殖雌牛が供卵牛として経腟採卵
(OPU)に供された。全供卵牛は乾草と水を給与して飼養した。供卵牛は，EB (1 mg; estradiol
benzoate, ASKA Animal Health Co., Ltd, Tokyo, Japan )投与 84 時間後に経腟採卵を実施し，
経腟採卵は 3 週間以上の間隔で各ウシ平均 9.5 回（3～21 回）実施した。

卵胞吸引
卵丘細胞卵子複合体(COC)の回収は，ウシの生体から 3 週間間隔で超音波画像診断装置を
用いた経腟採卵によって実施した。長時間卵巣を保持するために怒責を止め直腸を緩めるこ
とが必要であることから，卵胞吸引の前に，4 ml の硬膜外麻酔薬を投与した。卵巣内の卵胞
は，超音波画像診断装置（SSD-1000 type, Aloka Co. Ltd., Tokyo, Japan）に 7.5 MHz 経腟
穿刺用コンベックス探触子（UHT-9106 type, Aloka）を装着し，映像化した。17 G ディスポ
ーザブル採卵針(COVA Needle, Misawa Medical, Tokyo, Japan)とつながったテフロンチュ
ーブを 50 ml のコニカルチューブ(Sumilon, Sumitomo Bakelite, Tokyo, Japan)に接続し，
卵子吸引システム（K-MAR-5115 type, Cook Medical Technology, Australia）を用い，吸引
圧 100 mmHg で直径 2 mm 以上の卵胞を卵胞液とともに吸引した。回収液には，0.3％ウシ
胎児血清（FCS;Standard Fetal Bovine Serum: Hyclone），0.1 g 力価/ml 硫酸カナマイシン
（硫酸カナマイシン：明治）及び 1.8 U/ml ヘパリン（ノボヘパリン注：持田製薬株式会社）

を添加した乳酸加リンゲル液（ハルゼン V 注射液：日本全薬工業）を用いた。吸引した回収
液は，フィルター（セルコレクター：富士平工業）でろ過洗浄し COC を回収し，10％FCS
添加Ｍ2 液に移し３回以上洗浄した。

卵丘細胞・卵子複合体(COC)の評価
回収した COC のグレード評価は，Pieterse らの報告(Pieterse et al., 1991)に従い，形態的
基準に基づいて実施した。つまり，採取した COC のグレードの分類は，卵丘細胞の付着程
度と卵子細胞質の均質程度により，グレード A：卵丘細胞が 4 層以上緊密に付着，グレード
B：卵丘細胞が 3-4 層緊密に付着する，グレード C：卵丘細胞が１-2 層程度付着し細胞質に
暗い顆粒を含む，グレード D：卵丘細胞が付着していないもの，グレード E：卵丘細胞が膨
化しゼリー状に分類した。

体外成熟（IVM）
グレード A，B および C のすべての COC は Kani ら（2011)の報告に従い IVM に用いた。
IVM 液は，TCＭ199（Tissue Culture Medium199: Sigma）に 0.25 mM ピルビン酸，10％
FCS，0.12 mg/ml 卵胞刺激ホルモン（アントリン 10:共立製薬）
，50 ng/ml 上皮成長因子（EGF,
E1264: Sigma）
及び 10 µM dbcAMP(D0260: Sigma)を添加した培地を用いた。100 µl の IVM
液ドロップに 10-15 個の COC を入れ，流動パラフィン(ナカライ, Kyoto, Japan)を被覆し，
38.5℃，5％CO2，95％空気の気相条件下で 22-24 時間成熟培養を行った。

体外受精(IVF)
成熟した COC を用いて，当センターの常法(Ogata et al., 2015)に従い体外受精を実施した。
COC は媒精液(IVF-G, IFP, Yamagata, Japan)で 5 回洗浄後，流動パラフィンで被覆した 50
µl の IVF-G ドロップへ移動させた。精子濃度を 6-12×106/ml に調整して媒精を 6 時間行っ
た。媒精後，40 IU のヒアルロニダーゼ添加 M2 液中において 5–10 分ピペッティングするこ
とにより卵丘細胞を除去し，M2 液で洗浄した(Numabe et al., 2000)。

体外培養

受精卵は，6 mg/ml 牛血清アルブミン(A4378 : Sigma)，0.25 mg/ml リノール酸アルブミ
ン(L8384 : Sigma)，0.12 mg/ml グリシン(G7126 : Sigma)，0.25 mg/ml タウリン(T8691 :
Sigma) 及び 10 µl/ml ITS (I1884 : Sigma) を添加した mSOF 培地の 50 µl ドロップに 10 個
を入れ，流動パラフィンを被覆し 38.5℃，5%CO2，5%O2，90%N2 の低酸素の湿気のある環
境下で 168 時間実施した．

胚の判定
体外受精後の胚の発生検査は，体外受精３日後及び７日後に実施し，分割率，8 細胞率，
桑実胚率及び胚盤胞率を調査した。また，体外受精後に発育を停止する胚が出現する割合を
7 細胞までと 8 細胞以降の期間で比較した。

統計解析
各実験区の統計比較には，GraphPad Prism software, Version 5.0 (GraphPad Software,
Inc., San Diego, California, USA)を用いた。各試験区の卵胞数，COC 数，卵子数，胚数は
一元の分散分析(One-way ANOVA)によって比較した。分散分析で 0.05 以下の P 値の場合，
Tukey-Kramer HSD test による多重比較を実施した。COC のグレードの比較および卵胞サ
イズの比較はカイ二乗検定により分析した。結果の数値は，平均値±標準誤差で表記した。P
<0.05 で有意差ありと判定した。

結果

センターで飼養している黒毛和種供卵牛 13 頭 123 回の経腟採卵-体外受精における供卵牛
別の胚盤胞発生成績を Figure 5 に示した。供卵牛別の胚盤胞率の平均値は 22.3–53.4％であ
り，個体間の胚盤胞発生率のバラつきについて有意な差が認められた(P<0.05)。そこで，供
卵牛ごとの胚盤胞発生率を多重比較したところ，D38：53.4％に対して，D27：26.8％，D46：
23.4％，D30：22.3％であり，有意な差（P <0.05）を認めた。
次に，胚の発育過程における発生成績と胚盤胞率との相関関係を調査した。8-cells 率と胚
盤胞率の相関図を Figure 6 に示した。8-cells 率と胚盤胞率の間に，高い正の相関が認められ
た（R= 0.80）
。また，発生停止胚の出現率と胚盤胞率の相関図を Figure 7 および Figure 8
に示した。1-cell–7-cells で停止する胚の出現率と胚盤胞率は高い負の相関が認められた（R=

–0.63）
。一方で，8-cells–morulae で停止する胚の出現率と胚盤胞率は，低い負の相関を認め
た（R=–0.25）
。
考察

本項の研究により，経腟採卵-体外受精による胚生産における胚盤胞発生成績には，個体差
が存在することが明らかになった。また，発育が停止する胚が出現する発育ステージは，
1-cell–7-cells までのステージで多く，胚盤胞発生成績が低い個体ほど，7-cells までに発育停
止する胚が多くなることが明らかになった。
本論文の第二章において，経腟採卵 88 時間前の供卵牛への EB の投与が，採卵成績および
体外受精後の胚盤胞発生成績を向上させることを示した。すなわち，EB 投与することによ
り優勢卵胞の退縮および新しい卵胞波が発育開始するため，経腟採卵時の卵巣内卵胞数が増
加することが示された。さらに，卵胞波発育開始後の増殖期の卵胞内卵子の品質は高いため，
採取卵子の中で高品質卵の割合が増加するとともに，体外受精後の胚盤胞発生率が向上する
ことを示した。
そこで，当センターでの受精卵生産工程における供卵牛への前処置方法として，OPU84
時間前の EB 投与を実用化し，胚生産効率の向上を達成することができた。しかし，EB 投与
により採卵数や採取卵の品質が向上し胚発生成績が高くなる個体が存在する一方で，採卵数
が多く採取卵の品質が高いにもかかわらず胚発生成績が低い個体が存在し，個体差の原因の
解明および解決には，さらに課題がある。
個体差の原因究明のための発育状況分析のため，本項の研究において，まず経腟採卵成績
および体外受精後の胚発生成績の分析を実施した。経腟採卵-体外受精後の胚盤胞発生率は，
ものでは 50％以上の高い発生率を示す個体がいる一方で，低い個体では 22.3％を示し，2 倍
以上の発生率の差が認められた。
次に，胚の発育停止時期を分析した結果，8-cells–morula までのステージで発育停止する
胚の割合は平均 11.5％（5.8–28.0％）に対し，1-cell–7-cells までのステージで発育停止する
胚の割合は 39.4％（25.6–51.9％）であり，黒毛和種牛から採取した卵による体外受精では，
7-cells までのステージで発育停止する胚の割合が多いことが明らかになった。そこで，供卵
牛ごとの 7-cells までの発育停止胚率と胚盤胞率を比較した結果，高発生個体の 29.5％に対し，
低発生個体は 49.0％であり，高い負の相関（R= –0.63）が認められた。低発生個体ほど 7-cells
までに発育停止胚率が高いことから，個体差の原因は 8-cells までの生産工程に存在すること

が推測された。
胚の初期分割は，卵巣での卵子発育の間に卵子内に蓄積された母体由来の mRNA に制御さ
れており，胚由来のゲノム翻訳はマウスでは 2-cells 後半から，ウシでは 4–8cells ころから始
まり，母体由来 mRNA は次第に分解される(Schultz et al.,1993; De Sousa,1998)。
このことから，7-cells までの発育停止が多いことは，体外受精に供するまでの卵の発育・
成熟過程に母体由来の mRNA の卵子内蓄積が不十分であったことが大きな理由があること
が推測された。さらに，体内成熟卵および体外成熟卵を用いた体外受精後の発生成績の比較
では，体内成熟卵より体外成熟卵で胚盤胞発生率が低いとの報告(Cross and Brinster, 1970)
されており，体外成熟方法に課題が残されていることが明らかになった。
個体差の改善には経腟採卵するまでの卵巣内卵胞発育の期間と，経腟採卵により採取後の
体外成熟期間の改善が必要と考えられた。
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Figure 5. Blastocyst development in each donor by ovum-pick up (OPU) and in-vitro
fertilization. Blastocysts rate of D38 was significantly higher than that of D27, D46 and
D30 (P <0.05, one-way ANOVA and Turky). Values with a superscript letter(*) are
significantly different.
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Figure 6. Correlation between blastocyst rate and 8-cells development in OPU-IVF. There
was revealed a high positive correlation with blastocyst and 8-cells rate in OPU-IVF (R=
0.80).
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Figure 7. Correlation between blastocyst rate and the percentage of the arrested embryos
(1- to 7-cells). There was revealed a high negative correlation with Blastocysts and
arrested embryos rate in OPU-IVF(R=-0.63).
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Figure 8. Correlation between blastocysts rate and the percentage of the arrested embryo
(8-cell to morula). There was revealed a low negative correlation with Blastocysts and
arrested embryos rate in OPU-IVF (R=-0.25).

第二項 卵巣内卵胞の分布状況と胚盤胞率の比較

緒言

第三章第一項より，黒毛和種供卵牛において経腟採卵-体外受精による胚生産の胚盤胞発生
率には個体間で有意な差が存在し，その主な原因は採取した卵子を体外受精に用いるまでの
過程にあることが明らかになった。このことから，経腟採卵前の卵巣内卵胞状態や経腟採卵
で採取した未成熟卵子の体外成熟における遺伝子発現を比較することにより，胚盤胞発生率
の個体差の原因が明らかになる可能性が示唆された。
LH 反応性の獲得などにより開始される卵胞の発育・成熟により卵子に受精能と発育能が
備わることから，卵胞の正常な発育は胚発生に重要である。卵胞の発育は，卵胞波の開始に
より確認することが可能である。ウシの場合，発情周期中に卵胞波が 2～3 回出現する
(Ginther et al., 1989)ことが知られており，超音波画像診断装置で 4-6 mm の卵胞の出現を
観察することにより卵胞波の出現を確認できる。卵胞波の開始時に出現する卵胞は複数個認
められ同時に発育を開始するが，その後 1 個の卵胞が急速に発育・成熟し，主席卵胞となり，
その他の卵胞は閉鎖・退行する。このように卵胞発育は，複数の卵胞が発育している卵胞増
殖期と 1 個が選択されて増殖する主席卵胞期に分けられる。卵胞増殖期と主席卵胞期の 2 つ
の段階を比較した場合，供卵牛 1 頭あたりの全卵胞の平均数及び回収された使用可能な卵母
細胞の数は同等だが，平均胚盤胞数および胚盤胞発生率は，卵胞増殖期が高いことが報告さ
れている(Maachatkova et al., 2004)。このことから，経腟採卵時の卵胞の発育状態が，採取
卵の体外受精後の胚発生率に影響する可能性が考えられる。
そこで，高発生個体および低発生個体の経腟採卵時の卵巣内の卵胞の分布状態を分析する
ことにより，個体差の原因としての卵胞発育状態の影響を調査した。

材料と方法

供試動物および実験計画
供試動物は，広島県立総合技術研究所畜産技術センターで飼養されている黒毛和種繁殖雌
牛を用い，同センターで実験を実施した。第三章第一項で明らかになった高発生個体 2 頭お
よび低発生個体 2 頭計 4 頭の黒毛和種繁殖雌牛が供卵牛として経腟採卵(OPU)に供された。

全供卵牛は乾草と水を給与して飼養した。供卵牛は，EB (1 mg; estradiol benzoate, ASKA
Animal Health Co., Ltd, Tokyo, Japan) 投与 88 時間後に経腟採卵を実施し，経腟採卵は 3
週間以上の間隔で各 3 回実施した。

卵胞吸引
COC の回収は，ウシの生体から 3 週間間隔で超音波画像診断装置を用いた経腟採卵によっ
て実施した。長時間卵巣を保持するために怒責を止め直腸を緩めることが必要であることか
ら，卵胞吸引の前に，4 ml の硬膜外麻酔薬を投与した。卵巣内の卵胞は，超音波画像診断装
置（SSD-1000 type, Aloka Co. Ltd., Tokyo, Japan ）に 7.5 MHz 経腟穿刺用コンベックス探
触子（UHT-9106 type, Aloka ）を装着し，映像化した。17 G ディスポーザブル採卵針(COVA
Needle, Misawa Medical, Tokyo, Japan)とつながったテフロンチューブを 50 ml のコニカル
チューブ(Sumilon, Sumitomo Bakelite, Tokyo, Japan)に接続し，卵子吸引システム
（K-MAR-5115 type, Cook Medical Technology, Australia）を用い，吸引圧 100 mmHg で
直径 2 mm 以上の卵胞を卵胞液とともに吸引した。回収液には，0.3％ウシ胎児血清
（FCS;Standard Fetal Bovine Serum:Hyclone），0.1 g 力価/ml 硫酸カナマイシン（硫酸カ
ナマイシン：明治）及び 1.8 U/ml ヘパリン（ノボヘパリン注：持田製薬株式会社）を添加し
た乳酸加リンゲル液（ハルゼン V 注射液：日本全薬工業）を用いた．吸引した回収液は，フ
ィルター（セルコレクター：富士平工業）でろ過洗浄し卵丘細胞卵子複合体（COC）を回収
し，10％FCS 添加Ｍ2 液に移し３回以上洗浄した。

卵巣内卵胞の評価および COC の評価
卵巣内の卵胞は，超音波画像診断装置を用いて各個体の左右の卵巣の卵胞の直径（mm），
それぞれの大きさの卵胞数を測定した。
回収した COC のグレード評価は，Pieterse ら (1991) の報告に従い形態的基準に基づいて
実施した。つまり，採取した COC のグレードの分類は，卵丘細胞の付着程度と卵子細胞質
の均質程度により，グレード A：卵丘細胞が 4 層以上緊密に付着，グレード B：卵丘細胞が
3-4 層緊密に付着する，グレード C：卵丘細胞が 1–2 層程度付着し細胞質に暗い顆粒を含む，
グレード D：卵丘細胞が付着していないもの，グレード E：卵丘細胞が膨化しゼリー状に分
類した。

体外成熟（IVM）
グレード A，B および C のすべての COC は Kani ら(2011)の報告に従い IVM に用いた。
IVM 液は，TCＭ199（Tissue Culture Medium199 : Sigma）に 0.25 mM ピルビン酸，10％
FCS，0.12 mg/ml 卵胞刺激ホルモン（アントリン 10:共立製薬）
，50 ng/ml 上皮成長因子（EGF,
E1264 : Sigma）
及び 10 µM dbcAMP(D0260: Sigma)を添加した培地を用いた。100 µl の IVM
液ドロップに 10-15 個の COC を入れ，流動パラフィン(ナカライ, Kyoto, Japan)を被覆し，
38.5℃，5％CO2，95％空気の気相条件下で 22–24 時間成熟培養を行った。

体外受精(IVF)
成熟した COC を用いて，当センターの常法(Ogata et al., 2015)に従い体外受精を実施した。
COC は媒精液(IVF-G, IFP, Yamagata, Japan)で 5 回洗浄後，流動パラフィンで被覆した 50
µl の IVF-G ドロップへ移動させた。精子濃度を 6-12×106/ml に調整して媒精を 6 時間行っ
た。媒精後，40 IU のヒアルロニダーゼ添加 M2 液中において 5–10 分ピペッティングするこ
とにより卵丘細胞を除去し，M2 液で洗浄した(Numabe et al., 2000)。

体外培養
受精卵は，6 mg/ml 牛血清アルブミン(A4378 : Sigma)，0.25 mg/ml リノール酸アルブミ
ン(L8384 : Sigma)，0.12 mg/ml グリシン(G7126 : Sigma)，0.25 mg/ml タウリン(T8691 :
Sigma)及び 10 µl/ml ITS (I1884:Sigma) を添加した mSOF 培地の 50µl ドロップに 10 個を
入れ，流動パラフィンを被覆し 38.5℃，5% CO2，5%O2，90% N2 の低酸素の湿気のある環
境下で 168 時間実施した．

胚の判定
体外受精後の胚の発生検査は，体外受精３日後及び７日後に実施し，分割率及び胚盤胞率
を調査した。

統計解析
各実験区の統計比較には，GraphPad Prism software, Version 5.0 (GraphPad Software,
Inc., San Diego, California, USA)を用いた。各試験区の卵胞数，COC 数，卵子数，胚数は
一元の分散分析(One-way ANOVA)によって比較した。分散分析で 0.05 以下の P 値の場合，

Tukey-Kramer HSD test による多重比較を実施した。COC のグレードの比較および卵胞サ
イズの比較はカイ二乗検定により分析した。結果の数値は，平均値±標準誤差で表記した。P
<0.05 で有意差ありと判定した。

結果

高発生個体 2 頭および低発生個体 2 頭計 4 頭の黒毛和種供卵牛の経腟採卵成績を Table 5
に示した。経腟採卵時の卵胞数の平均値は，高発生個体 35.3 および 43.7 個，低発生個体 37.3
および 53.0 個であり，個体間に有意差は認められなかった。また，左右卵巣の卵胞の分布数
にも，有意な差は認められなかった。
卵巣内の卵胞の大きさの分布割合を Figure 9 に示した。卵胞の大きさごとの卵胞数の割合
は，7 mm 以上の卵胞数では，高発生個体 D38，D47：15.1％，9.9％，低発生個体 D37，D30：
各 16.1％，10.1％，4-6 mm の卵胞数では，高発生個体：各 53.8％，56.5％，低発生個体：
各 53.6％，59.1％，3 mm 以下の卵胞数では，高発生個体：各 31.1％，33.6％，低発生個体：
各 30.4％，30.8％であり，各分布割合に有意な差は認められなかった。
経腟採卵で採取した COC の品質評価結果を Table 6 に示した。体外受精への利用に適して
いるグレード A, B 及び C と判定された COC の割合は，高発生個体 D38，D47：各 79.3%，
84.1％，低発生個体 D37，D30：各 88.1％，79.5％であり，個体間に有意な差は認められな
かった。
これらの COC を用いた IVF による胚発生成績を Table 7 に示した。胚盤胞発生率は，高
発生個体：各 56.5％，53.3％，低発生個体：各 25.4％，16.1％，移植可能胚率は，高発生個
体：各 47.8％，36.7％，低発生個体：各 5.6％，4.5％を示した。両個体間に胚盤胞発生率お
よび移植可能胚生産率に有意差（P <0.05）を認めた。

考察

本項の研究により，経腟採卵-体外受精による胚盤胞発生成績の個体差と経腟採卵時の卵巣
内卵胞状態との関連性を調査したが，関連性を見出すことができなかった。
本論文の第三章第一項において，黒毛和種供卵牛において経腟採卵-体外受精による胚盤胞
発生成績には個体差が存在し，その原因は体外受精を実施するまでの期間すなわち「供卵牛

の卵巣での卵胞発育期間」および「経腟採卵後の体外成熟期間」にある可能性を示した。そ
こで，供卵牛の卵巣での卵胞発育期間の状態と胚盤胞発生成績の関連を調査することを目的
とし，経腟採卵時の卵巣状態を分析した。
卵巣内の卵胞数，卵胞の大きさ，COC 採取率，採取した COC の形態学的品質等を分析し
たが，高発生個体および低発生個体間の成績に有意差は認められなかった。
ウシの場合，発情周期は 3 週間であり，1 発情周期中に 2～3 回の卵胞波が出現する。1 回
の卵胞波には，複数の小卵胞が同時に発育を始める増殖期と，1 つの卵胞が選定され急速に
中・大卵胞に発育し主席卵胞になる主席卵胞期が存在する。体外受精により良好な発生成績
が得られるのは増殖期の卵胞から採取された COC を用いた場合である。
本論文の第二章で，EB の経腟採卵前投与により経腟採卵時の卵巣内卵胞発育状態を揃え
ることが可能であり，採取できる COC の数と品質を向上させることを示している。本項の
実験でも，経腟採卵時の卵胞発育状態および COC の品質を揃えるため，全頭経腟採卵前に
EB を投与し，経腟採卵時に増殖期の状態になるよう揃えていた。
しかし，経腟採卵-体外受精による胚盤胞発生成績には個体差が認められた。このことは，
卵成熟に必要な卵胞発育している増殖期の卵胞から COC であっても，胚盤胞発生成績に大
きな差が存在し，採取された COC の機能的な品質にバラツキがあることを示している。
超音波画像診断装置を用いた卵巣状態の分析および実態顕微鏡を用いた形態的分析により
発生能の高い個体およい低い個体を分類するとともに発生成績に影響する因子の特定を目指
したが，低発生個体の原因を特定することができなかった。
今後，発生成績が低いことの原因を特定するためには，形態学的分析だけではなく，体内
での卵胞発育期間中の卵胞内の種々の細胞および卵子における分子学的および遺伝子学的解
析が必要であり，今後の課題として残された。

Table 5. The numbers of follicles aspirated at ovum-pick up from high (D38 and D47) and low (D37 ando D30) development donors.
No. of

No. of follicles

No. of COCs

No. of COCs

No. of COCs

% retrieved

Donors

OPU trials

aspirated[A]

left ovary

right ovary

retrieved [B]

[B/A]

D38

3

35.3 ± 4.7

16.7 ± 3.2

18.7 ± 3.5

29.0 ± 5.3

82.1

D47

3

43.7 ± 5.4

19.7 ± 2.6

24.0 ± 3.5

35.7 ± 2.3

81.7

D37

3

37.3 ± 0.7

20.0 ± 3.6

17.3 ± 3.2

28.0 ± 3.5

75.0

D30

3

53.0 ± 6.1

30.7 ± 4.1

22.3 ± 4.7

48.7 ± 7.7

91.8

* Data are the mean ± SEM. Abbreviations: COCs, cumulus-oocyte complexes; OPU, ovum pick-up.
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Figure 9. Distribution of a various size of follicles in the ovaries of donors at ovum-pick up (OPU).
Distribution of follicle size was not significantly difference between low and high development donors.
Follicles were observed using a real-time ultrasound scanner.

Table 6. The numbers of follicles aspirated and cumulus-oocyte complexes (COC) retrieved at ovum-pick up in high (D38 and D47) and low
(D37 and D30) development donors.
No. of

No. of COCs

Grade A

Grade B

Grade C

Grade D+E

No. of COCs

% cultured

Donors

OPU trials

retrieved [B]

（%）

（%）

（%）

（%）

cultured [C]

[C/B]

D38

3

29.0 ± 5.3

2.0 (6.9）

9.7 (33.3)

11.3 (39.1)

6.0 (20.7)

23.0 ± 4.6

79.3

D47

3

35.7 ± 2.3

3.0 (8.4）

19.0 (53.3)

8.0 (22.4)

5.7 (15.9)

30.0 ± 3.1

84.1

D37

3

28.0 ± 3.5

0.7 (2.4）

10.7 (38.1)

12.3 (44.0)

4.3 (15.5)

24.7 ± 3.5

88.1

D30

3

48.7 ± 7.7

0.7 (1.4）

14.3 (29.5)

22.3 (45.9)

11.3 (23.3)

38.7 ± 3.2

79.5

* Data are the mean ± SEM. Abbreviations: COCs, cumulus-oocyte complexes; OPU, ovum pick-up.

Table 7. Blastocyst development and transferable embryo production by IVF with ovum-pick up in donors pretreated with
estradiol benzoate.
No. of

No. of

No. of

No. of

No. of

oocytes

oocytes cleaved

blastocysts

transferable embryos

OPU trials

inseminated

(%)

(%)

(%)

D38

3

23.0 ± 4.6

18.7 ± 4.7

13.0 ± 3.2 (56.5)a

11.0 ± 3.2 (47.8)a

D47

3

30.0 ± 3.1

21.3 ± 0.3

16.0 ± 2.5 (53.3)a

11.0 ± 2.1 (36.7)a

D37

3

24.7 ± 3.5

19.3 ± 1.7

6.0 ± 3.6 (25.4)b

1.3 ± 1.3 (5.6)b

D30

3

38.7 ± 3.2

18.0 ± 7.2

6.0 ± 1.7 (16.1)b

1.7 ± 0.9 (4.5)b

Donors

* Data are the mean ± SEM. Abbreviations: IVF， in vitro fertilization; OPU， ovum pick-up.
a-bValues

with different superscript letters in the same column are significantly different (P<0.05).

第三項 体外成熟期の卵丘細胞卵子複合体の遺伝子発現の調査

緒言

第三章第一項では，黒毛和種供卵牛において経腟採卵-体外受精（OPU-IVF）による胚生
産の胚盤胞発生率には個体間で有意な差が存在し，その主な原因は採取した卵子を体外受
精（IVF）に用いるまでの過程にあることが明らかになった。経腟採卵（OPU）前の卵巣内
卵胞状態や OPU で採取した未成熟卵子の体外成熟期の遺伝子発現を分析することにより，
胚盤胞発生率の個体差の原因が明らかになる可能性が示唆された。
個体差の原因は体外受精を実施するまでの期間すなわち「供卵牛の卵巣での卵胞発育期
間」および「体外成熟期間」にある可能性があることから，本章第二項では，供卵牛の卵
巣での卵胞発育期間の状態と胚盤胞発生成績の関連を調査することを目的とし，経腟採卵
時の卵巣状態および採取した卵丘細胞・卵子複合体（COC）の品質を形態学的分析した。
しかし，COC の形態的分類による分析では，個体差の原因を特定することができず，体外
成熟における COC の分子生物学的解析が必要であると思われた。
卵胞発育・成熟過程においては，卵胞内の卵子，卵丘細胞および顆粒膜細胞には多数の
遺伝子が発現しており，種々のシグナル伝達経路を活性化させ，劇的な生理的・形態的変
化を誘導することが明らかになっている。遺伝子の発現状況を解析することは複雑な卵成
熟機構を理解するうえで重要である。排卵を誘起したマウスの顆粒膜細胞を用いたマイク
ロアレイ解析では，EGF-like growth factor の一種である，Amphiregulin(AREG)，
Epiregulin(EREG)，Betacellulin(BTC)の発現が上昇し，EGF 受容体を介して卵丘細胞を
刺激し，卵丘細胞の膨潤や減数分裂再開を誘起することが明らかになっている
（Hernndez-Gonzalez et al., 2006; Park et al., 2004; Hsieh et al., 2007）
。このように，網
羅的に遺伝子発現を解析し，劇的な変化をする卵成熟期に機能している遺伝子のリスト化
がマウスやヒトで報告され，成熟のメカニズムが少しずつ明らかになってきているが，ウ
シの体外成熟卵に関する網羅的遺伝子解析の報告は少ない。
そこで，高発生個体および低発生個体から経腟採卵で採取した COC の IVM 期間中の遺
伝子発現の違いを調査するため，RNAseq による網羅的遺伝子解析を行い，高発生個体と
低発生個体からの COC における差次的網羅遺伝子発現を調べた。

材料と方法

供試動物および実験計画
供試動物は，広島県立総合技術研究所畜産技術センターで飼養されている黒毛和種雌牛
を用い，同センターで実験を実施した。第三章第一項で明らかになった高発生個体 1 頭 D38
および低発生個体 1 頭 D30 計 2 頭の黒毛和種繁殖雌牛を供卵牛として経腟採卵(OPU)に供
された。OPU は供卵牛に EB (1 mg; estradiol benzoate, ASKA Animal Health Co., Ltd,
Tokyo, Japan)投与 88 時間後に実施し，両個体とも 3 週間以上の間隔で 4 回行った。供卵
牛は乾草と水を給与した。
OPU で生体から得られた卵丘細胞・卵子複合体（COC）を用い，網羅的遺伝子解析に供
した。試験区は，高発生個体および低発生個体ともに，体外成熟（IVM）0，4，9 時間の 3
区を設け，合計 6 試験区について分析を行った。

卵胞吸引
卵丘細胞・卵子複合体（COC）の回収は，ウシの生体から 3 週間間隔で超音波画像診断
装置を用いた経腟採卵によって実施した。長時間卵巣を保持するために怒責を止め直腸を
緩めることが必要であることから，卵胞吸引の前に，4 ml の硬膜外麻酔薬を投与した。卵
巣内の卵胞は，超音波画像診断装置（SSD-1000 type, Aloka Co. Ltd., Tokyo, Japan ）に
7.5 MHz 経腟穿刺用コンベックス探触子（UHT-9106 type, Aloka ）を装着し，映像化した。
17 G ディスポーザブル採卵針(COVA Needle, Misawa Medical, Tokyo, Japan)とつながっ
たテフロンチューブを 50 ml のコニカルチューブ(Sumilon, Sumitomo Bakelite, Tokyo,
Japan)に接続し，卵子吸引システム（K-MAR-5115 type, Cook Medical Technolog,
Australia）を用い，吸引圧 100 mmHg で直径 2 mm 以上の卵胞を卵胞液とともに吸引し
た。回収液には，0.3％ウシ胎児血清(FCS;Standard Fetal Bovine Serum: Hyclone）
，0.1 g
力価/ml 硫酸カナマイシン（硫酸カナマイシン：明治）及び 1.8 U/ml ヘパリン（ノボヘパ
リン注：持田製薬株式会社）を添加した乳酸加リンゲル液（ハルゼン V 注射液：日本全薬
工業）を用いた．吸引した回収液は，フィルター（セルコレクター：富士平工業）でろ過
洗浄し COC を回収し，10％FCS 添加Ｍ2 液に移し３回以上洗浄した．

卵丘細胞・卵子複合体（COC）の評価
回収した COC のグレード評価は，Pieterse ら(1991)の報告に従い形態的基準に基づいて
実施した。つまり，採取した COC のグレードの分類は，卵丘細胞の付着程度と卵子細胞質
の均質程度により，グレード A：卵丘細胞が 4 層以上緊密に付着，グレード B：卵丘細胞
が 3-4 層緊密に付着する，グレード C：卵丘細胞が 1–2 層程度付着し細胞質に暗い顆粒を
含む，グレード D：卵丘細胞が付着していないもの，グレード E：卵丘細胞が膨化しゼリ
ー状に分類した。

体外成熟（IVM）
グレード A, B および C のすべての COC は Kani ら(2011)の報告に従い IVM に用いた。
IVM 液は，TCＭ199（Tissue Culture Medium199 : Sigma）に 0.25 mM ピルビン酸，10％
FCS，
0.12 mg/ml 卵胞刺激ホルモン
（アントリン 10:共立製薬），
50 ng/ml 上皮成長因子(EGF,
E1264: Sigma)及び 10 µM dbcAMP(D0260: Sigma)を添加した培地を用いた。100 µl の
IVM 液ドロップに 10-15 個の COC を入れ，流動パラフィン(ナカライ, Kyoto, Japan)を被
覆し，38.5℃，5％CO2，95％空気の気相条件下で 22–24 時間成熟培養を行った。

Total RNA の回収
Total RNA の回収は PureLink RNA mini kit（ThermoFisher Scientific）を用いておこ
なった。まずサンプルが入ったエッペンドルフチューブに 1%（v/v）2-メルカプトエタノー
ルを添加した Lysis Buffer を 300 µl 加え，
ボルテックスミキサーにより混合した。
次に 70％
エタノールを加え，ボルテックスミキサーで混合し全量をフィルターカラムの中に入れた。
カラムを 10,600 rpm で 15 秒間遠心後，フィルターカラムの下請けに溜まった流出液を廃
液とした。Wash Buffer I を 700 µl をカラムに加え，10,600 rpm で 15 秒間遠心後，流出
液を廃液とした。Wash Buffer II をカラムに加え，10,600 rpm で 15 秒間遠心後，流出液
を廃液とした。フィルターカラムの下請けを新しいリカバリーチューブに付け替え，カラ
ムに 30 µl の RNase-free water を加え，10,600 rpm で 2 分間遠心後，RNA を抽出した。
抽出した RNA は–80 ºC で保存した。

網羅的遺伝子解析
この研究では，異なる遺伝子発現プロファイルを調べ，遺伝子オントロジー経路情報に

基づいて有用な遺伝子のセットに対して遺伝子アノテーションを行うために，Bos taurus
の全配列のトランスクリプトーム（シークエンス解析によって DNA 配列上で遺伝子と推定
された部分について細胞レベルで mRNA 量を測定・解析し生体細胞内における遺伝子の発
現状況を網羅的に把握することを目的としている。
）解析を行った。
カフスリンクの-G オプションにより 6 サンプルから得られた既知の 32,179 遺伝子の
FPKM 値を元の生データとして使用した。データ前処理中に，低品質の遺伝子についてフ
ィルタリングするため複数の FPKM 値が 0 である場合，それは分析から除外し合計 32,179
個の遺伝子から 14,223 個を除外し，
17,956 個の遺伝子のみを統計解析に使用した。
その後，
FPKM + 1 の log2 変換と量子化正規化を行なった。統計的分析は，Fold Change，Two-way
ANOVA，post-hoc（Tukey HSD test）を比較ペアごとに使用し，双対 ANOVA の結果は，
Group と Time を主な効果として作成した。そして，Tukey HSD ポストホックテストは，
各エフェクトのサブレベル間で実行した。主効果：因子 1（群）
，因子 2（時間）| fc |≧2
および二元配置 ANOVA P 値<0.05 および事後（Tukey HSD 試験）P<0.05 の条件で有意な
結果を選択した。Group 間の比較では有意なデータを 98 遺伝子，Time 間の比較では有意
なデータを 2,445 遺伝子に絞り込んだ。また，各 Group の各 Time の比較により，0hr：652
遺伝子，4hr：682 遺伝子，9hr：282 遺伝子に絞り込んだ。生物学的プロセス（BP）
，細胞
成分（CC）および分子機能（MF）ごとの遺伝子セット濃縮分析のために DAVID ツール
（http://david.abcc.ncifcrf.gov/）でさらに分析した。

結果

網羅的遺伝子解析は，COC から回収した RNA を用いて実施し，主に卵丘細胞で発現する
遺伝子を同定したものであった。また，体外受精発生成績が高い個体および低い個体から
採取した COC を用いており，高発生個体および低発生個体間での差次的遺伝子発現の解析
により，個体差の原因となる因子を含む遺伝子群を同定した。さらに，IVM 0，4，9 時間
の経時的な発現遺伝子の差異を調べた。
発現していた遺伝子の多くは，マトリックス形成，炎症，免疫細胞移動，神経細胞活動
に関連した因子であった。
グループ間で有意な発現量の違いがあった 98 遺伝子を Figure 10 に示す。高発生個体 D38
が上方制御されていた遺伝子は 46 個，下方制御されていた遺伝子は 52 個であった。この

98 個の遺伝子を生物学的プロセス（BP）
，分子機能（MF）および細胞成分（CC）ごとに
分析した結果を Figure 11 から 13 に示す。
生物学的プロセス分析では免疫反応，
情報伝達，
細胞通信に関する遺伝子が高く発現していた。分子機能分析でグルタチオン転移酵素の活
性に関する遺伝子が高く発現していた。細胞成分分析では，細胞外マトリックスに関する
遺伝子発現が高かった。
免疫反応
免疫反応に関連した遺伝子は，神経細胞の免疫反応に関与し神経内分泌顆粒のクロモグ
ラニン A，腫瘍壊死因子，エクトヌクレオチドピロホスファターゼ/ホスホジエステラーゼ
1 などが含まれていた。
情報伝達
情報伝達に関連した遺伝子は，AXL receptor tyrosine kinase，coagulation factor II
(thrombin) receptor，high affinity nerve growth factor receptor，neuromedin B ，
chemokine (C-X-C motif) receptor 4，olfactory receptor 2A12 を含んでいた。
グルタチオン転移酵素活性
グルタチオン転移酵素活性に関する遺伝子は，glutathione S-transferase alpha 5，
glutathione S-transferase alpha 3 を含んでいた。
細胞外マトリックス
細胞外マトリックスに関する遺伝子は，chromogranin A (parathyroid secretory protein
1)，sushi-repeat containing protein, X-linked 2，agouti signaling protein，laminin, beta
1，neuromedin B，insulin-like 3 (Leydig cell)，TIMP metallopeptidase inhibitor 3，
dickkopf WNT signaling pathway inhibitor 3，capping protein (actin filament)を含んで
いた。

考察

本項での研究により，高発生個体および低発生個体から採取した COC の遺伝子発現に違
いが認められた。また，発現量が異なる遺伝子には情報伝達，免疫反応，グルタチオン転
移酵素活性，細胞外マトリックスなどが含まれており，これらの遺伝子発現の差異が IVF
後の胚発生能の個体差に影響している可能性が示唆された。

第三章第一項では，黒毛和種供卵牛において OPU-IVF による胚盤胞発生能に個体差が存
在し，その主な原因は採取した卵子を体外受精に用いるまでの過程，すなわち体外成熟過
程にあると考えられた。本章第二項では，供卵牛の卵巣での卵胞発育期間の状態と胚盤胞
発生成績の関連を調査することを目的とし，経腟採卵時の卵巣状態および採取 COC の品質
を形態学的分析したが，形態学的な分析では原因を特定することができず，分子学的また
は遺伝子学的解析が必要だと考えられた。そこで，第三項では高発生個体および低発生個
体から採取した COC から RNA を回収し，網羅的遺伝子解析を行った。
LH サージから始まる卵胞内卵子の減数分裂などの卵子の成熟過程において，卵胞の細胞
機能は著しく大きく複雑な変化を生じる。これまでの遺伝子発現調査のための RNA 分析は，
排卵誘起から排卵前卵胞の COC の大規模な遺伝発現の劇的な変化を分析したものであり，
EGF 様リガンドである AREG，EREG，BTC の遺伝子発現の誘起があることが報告されて
いる(Conti et al., 2006)。また，主要なシグナル伝達カスケードである WNT/FZD ファミリ
ーについても，βカテニン，FZD2 などの遺伝子発現が誘起され，顆粒細胞や卵丘細胞にお
けるシグナル伝達に関与している可能性が報告されている(Hernandez-Gonzalez et al.,
2006)。このように，成長因子や細胞のシグナル伝達に関係する多くの遺伝子が発現してい
ることが明らかになってきている。
さらに，他の遺伝子としては，神経細胞活性に関係する遺伝子（Mbp, Sfrp2, Tnc）
，免疫
細胞機能に関係する遺伝子（Alcam, CD34, CD52, CXCR4）が発現し，卵丘細胞層の膨潤
を誘起されることが報告されている（Hernandez-Gonzalez et al., 2006）。形態学的には
COC には神経細胞や免疫細胞のような細胞が多数存在するようには思えないため，これら
の細胞に関係する遺伝子発現は，腔形成卵胞が排卵に至る過程における免疫的，排卵現象
に関する卵丘細胞の多様な機能性を示すものと思われる。
今回の我々の研究においても，情報伝達や細胞通信，細胞外マトリックスに関する遺伝
子のみならず，グルタチオン転移酵素の活性や免疫反応に関する遺伝子の発現が高く誘起
されていた。このことは，Conti ら(2006)や Hernandez-Gonzalez ら(2006)の報告と類似し
たものであり，マウスと同様ウシにおいても，卵丘細胞には多様な遺伝子発現が誘起され
ており，情報伝達だけではなく炎症様反応などの多様な機能性を保有していることが示さ
れた。
本研究における網羅液遺伝子解析には，体外受精における発生能に差がある個体を用い
て RNA の回収および遺伝子発現の解析を行っていることから，体内で卵胞発育や卵成熟の

過程とは異なると思われるが，外部環境にさらされた場合の機能的な差異が，今回の遺伝
子解析結果に含まれていると思われた。
体外環境で COC および胚を培養する場合，できる限り体内環境を模倣した条件で培養を
行っているが，体外環境で COC や胚を操作する際には，空気への暴露，光の照射，温度の
変化など体内と異なる環境に COC や胚が晒されることは避けられない。
外部環境での培養条件において，もっとも胚発生に悪影響を与えると考えられる条件と
して空気への暴露がある。体内の酸素濃度は 5％程度であるが，空気中は 20％であり培養
条件と大きく異なる。体外受精卵の培養中に，20％酸素濃度に晒すことにより胚の発育に
悪影響があることが報告されている。また，エネルギー生産のための代謝により細胞障害
性を有する活性酸素が生成されるが，活性酸素は細胞にアポトーシスを誘導させるため，
胚発育に悪影響である。このように体外環境は，COC および胚に酸化ストレスを与え，発
生能を低下させる原因の一つであると考えられる。
そこで，98 個に絞り込んだ遺伝子リストから，酸化ストレスに関連する遺伝子を検討し
た結果，Glutathione transferase activity に関する遺伝子発現が高発生個体で高く発現し
ていることを認めた(Figure 12)。
Glutathione（GSH）は，卵子においては細胞質内に存在し，抗酸化機能を有する物質で
ある。卵子の細胞質内に合成酵素が存在しているが，GSH 合成に必要なペプチド供給や前
駆物質の合成など，細胞質内の GSH 濃度維持に卵丘細胞が重要な役割を果たしている。
GSH は胚の発生能に大きく影響し，cysteine や cystine のような GSH 基質の供給量を増
加させ卵子の GSH レベルを増加させることにより，胚発生能が向上することが報告されて
いる(de Matos et al., 1995; 1996)。
今回，体外受精発生能が異なる個体から採取した COC の遺伝子発現の比較により GSH
に関連する遺伝子の発現量に差があったことから，個体差の原因として GSH に関する遺伝
子が関与している可能性が示唆された。
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第四項 経膣採卵-体外成熟（OPU-IVM）卵子のグルタチオン（GSH）濃度と体外受精（IVF）
後の発生能の関連とその改善

緒言

体外受精卵の胚盤胞生産成績は，体外受精に供した卵の 20〜30％程度であり，体内受精
卵と比較して生産効率は低い。また，発生率 50％を超えるものも認められる一方で，20％
を下回る個体も認められ，個体ごとの発生率にバラツキがある。生体由来 COC を用いた体
外受精卵の生産工程は，経腟採卵により卵巣中の卵子を採取し，体外成熟，体外受精，体
外培養を経て生産される。第三章第一項では，経腟採卵-体外受精による個体ごとの胚盤胞
発生成績の統計的な解析と，個体差の原因に大きな影響を与える生産工程の特定を行った。
その結果，体外受精における胚発生能の個体ごとのバラツキに有意差が確認され，その原
因としては体外受精を実施するまでの期間すなわち「供卵牛の卵巣での卵胞発育期間」お
よび「経腟採卵後の体外成熟期間」にある可能性が示唆された。
そこで，第三章第二項では，供卵牛の卵巣での卵胞発育期間の状態と胚盤胞発生成績の
関連を調査することを目的とし，経腟採卵時の卵巣状態および採取 COC の品質を形態学的
分析した。しかし，原因を特定することができず，経腟採卵までの卵巣発育の形態学的な
分析ではなく卵子等の分子遺伝子学的解析が必要であると考えられた。
卵成熟は，卵子の核の減数分裂に代表される現象であり，卵と精子の受精には必須な過
程である。しかし，卵巣内で成熟した体内成熟卵を用いた体外受精の胚盤胞発生率は 60％
以上であるのに対し，シャーレ内の培養液で成熟した体外成熟卵では 20％程度と報告され
ており，体外受精の低発生率の原因が，体外成熟技術にあることが推察される。
体外成熟の成否を判断する方法として，卵子の細胞質から放出される極体の存在がある。
これは，核の成熟の成否を実体顕微鏡での確認する方法であり，操作容易なためひろく活
用されている。この方法での極体放出率と体外受精後の胚発生成績を比較したところ，体
外成熟に供した卵のうち，
80％程度は極体を放出するが，
胚盤胞まで発育する卵は 20～30％
程度であり，核成熟の確認だけでは，卵成熟の判定が不十分であり，体外成熟期間中の卵
子細胞質や卵丘細胞の解析が必要である。
本章第三項の COC の網羅的遺伝子発現解析によって，高発生個体と低発生個体の間で
Glutathione transferase activity に関する遺伝子発現に差異が見出された。この結果に基

づいて，私は COC のグルタチオン（GSH）濃度が個々の供卵牛における IVF 胚生産効率
の差異に関与する重要な要因であろうと推論した。
卵子や胚が in vitro 培養環境において酸化ストレスを受けることはよく知られている
。しかし，GSH 濃度が胚発生に及ぼす影響が，異なる供卵牛か
（Combelles et al., 2009）
らの卵子間の変動を説明し得るかどうかの研究はない。したがって，本研究では，酸化的
ストレスから細胞を保護する GSH の卵子内の濃度に着目した。
本研究では，IVM 卵子の GSH 濃度と胚発生率との関係や，高発生個体と低発生個体に
おける IVM に伴う卵子の GSH 濃度の推移と COC の GSH 合成酵素と利用系酵素の遺伝子
発現の推移を調べることにより，異なる供卵牛に由来する卵子の発生率における個体差の
原因を調べることを目的とした。 さらに発生率の低い供卵牛からの未成熟卵子の IVM 培
地に cysteine を添加することにより IVM 卵子の GSH 濃度を増加させることは，IVF 後の
胚盤胞発生を改善できるのか検討した。

材料と方法

供試動物
供試動物は，広島県立総合技術研究所畜産技術センターで飼養されている黒毛和種雌牛
を用い，第三章第一項で明らかになった高発生個体，低発生個体を含む 13 頭の黒毛和種繁
殖雌牛のうち 11 頭を供卵牛として経腟採卵(OPU)に供された。供卵牛のボディコンディシ
ョンスコアは 3.32 ± 0.16（平均±s.e），年齢は 7.5 ± 1.0 歳，体重は 546.9 ± 9.8 kg（平均
±s.e）
であった。
OPU は供卵牛に EB (1 mg; estradiol benzoate, ASKA Animal Health Co.,
Ltd, Tokyo, Japan)投与 88 時間後に実施し，両個体とも 3 週間以上の間隔で 4 回行った。
供卵牛は乾草と水を給与した。

実験計画
実験１：体外成熟(IVM)卵子における GSH 濃度と IVF 後の胚発生との相関
実験 1 では，11 頭の供卵牛から採取した個体別の IVM 卵子の GSH 濃度と IVF 後の胚盤
胞発生率の相関を調べた。個体別に一回の OPU セッションにおいて得られた卵丘細胞・卵
子複合体(COC)のうち，3 つまたは 4 つの均質な卵丘細胞層を有するグレード B の COC を
選別し，IVM を行った。これは，卵丘細胞層の条件を一定にして，IVM 卵子の GSH 濃度

を測定するためである。IVM 培養を行った卵子のうち，極体を有する卵子（範囲：4〜7 の
MII 卵子）をプールし，各供卵牛からの IVM 卵子の GSH 濃度を分析した。各供卵牛から
の同一 OPU において，グレード A〜C の COC からの残りの IVM 卵子を IVF に用い，胚
盤胞発生率を調査した。この実験では，2 年間に 60％以上の IVF 分割率を示した 2 頭の黒
毛和牛（A または B）の凍結精液(0.5 ml)のうち，どちらか 1 頭の凍結精液を用いて，受精
させた。さらに，この実験では，雄 A および B の精液サンプルを用いて受精された卵子間
で，胚発生率に有意差が無いこと（胚盤胞率 39.0 ± 7.7 vs. 33.9 ± 6.1％，P> 0.05）を確認
した。
実験２：IVM 卵子の GSH 濃度および COC における GSH 関連遺伝子発現の動態
実験 2 では，IVM に伴う卵子の GSH 濃度の動態，および COC における GSH 合成系お
よび利用系の遺伝子発現を調べた。最も発生率の高い供卵牛である D38（高 D38 供卵牛）
および最も発生率の低い供卵牛である D30（低 D30 供卵牛）からのサンプル間の結果を比
較した。0, 4, 9 および 24 時間の IVM 後，COC をプールし分析した。3 つの GSH 合成関
連遺伝子：グルタミル - cysteine 合成酵素-触媒サブユニット(GCLC)，GCL-修飾因子サブ
ユニット(GCML)，グルタチオンシンテターゼ（GSS）の発現を定量リアルタイム PCR
（qRT-PCR）で行った。また，GSH 利用関連遺伝子グルタチオンペルオキシダーゼ（GPX）
の遺伝子発現の分析も同様に行った。
実験３：cysteine 添加による IVM 卵子の GSH 濃度の増加と IVF 後の胚盤胞への発生
実験 3 では，低 D30 供卵牛から得られた IVM 卵子の発生能力を改善することを目的と
した。我々は，IVM 培地への cysteine 添加が，IVM 卵子における GSH 濃度の上昇及び IVF
後の発生能力に及ぼす影響を調査した。低発生供卵牛 D30 の各 OPU セッションで採取し
た COC の約半分を，未処理（対照）区または 0.6 mM の cysteine 区の 2 つのグループに
分けた。すべての IVF において，異なる雄牛間の変動による影響を避けるために，黒毛和
種牛（A）から得られた同一凍結ロットの精液ストローを使用した。

卵胞吸引
卵丘細胞卵子複合体(COC)の回収は，ウシの生体から 3 週間間隔で超音波画像診断装置を
用いた経腟採卵によって実施した。長時間卵巣を保持するために怒責を止め直腸を緩める
ことが必要であることから，卵胞吸引の前に，4 ml の硬膜外麻酔薬を投与した。卵巣内の
卵胞は，超音波画像診断装置（SSD-1000 type, Aloka Co. Ltd., Tokyo, Japan）に 7.5 MHz

経腟穿刺用コンベックス探触子（UHT-9106 type, Aloka）を装着し，映像化した。17 G デ
ィスポーザブル採卵針(COVA Needle, Misawa Medical, Tokyo, Japan)とつながったテフ
ロンチューブを 50 ml のコニカルチューブ(Sumilon, Sumitomo Bakelite, Tokyo, Japan)
に接続し，卵子吸引システム（K-MAR-5115 type, Cook Medical Technology, Australia）
を用い，吸引圧 100 mmHg で直径 2 mm 以上の卵胞を卵胞液とともに吸引した。回収液に
，0.1 g 力価/ml 硫
は，0.3％ウシ胎児血清（FCS;Standard Fetal Bovine Serum: Hyclone）
酸カナマイシン（硫酸カナマイシン：明治）及び 1.8 U/ml ヘパリン（ノボヘパリン注：持
田製薬株式会社）を添加した乳酸加リンゲル液（ハルゼン V 注射液：日本全薬工業）を用
いた。回収液は 35℃の温水浴中に維持した。回収液は，フィルター（セルコレクター：富
士平工業）でろ過洗浄し COC を回収し，10％FCS 添加Ｍ2 液に移し３回以上洗浄した。

卵丘細胞・卵子複合体(COC)の評価
回収した COC のグレード評価は，Pieterse ら(1991)の報告に従い，形態的基準に基づ
いて実施した。つまり，採取した COC のグレードの分類は，卵丘細胞の付着程度と卵子細
胞質の均質程度により，グレード A：卵丘細胞が 4 層以上緊密に付着，グレード B：卵丘
細胞が 3-4 層緊密に付着する，グレード C：卵丘細胞が１-2 層程度付着し細胞質に暗い顆
粒を含む，グレード D：卵丘細胞が付着していないもの，グレード E：卵丘細胞が膨化し
ゼリー状に分類した。

体外成熟（IVM）
グレード A，
B および C のすべての COC は Kani ら(2011)の報告に従い IVM に用いた。
IVM 液は，TCＭ199（Tissue Culture Medium199: Sigma）に 0.25 mM ピルビン酸，10％
FCS，
0.12 mg/ml 卵胞刺激ホルモン
（アントリン 10:共立製薬），
50 ng/ml 上皮成長因子
（EGF,
E1264: Sigma）及び 10 µM dbcAMP(D0260: Sigma)を添加した培地を用いた。100 µl の
IVM 液ドロップに 10-15 個の COC を入れ，流動パラフィン(ナカライ, Kyoto, Japan)を被
覆し，38.5℃，5％CO2，95％空気の気相条件下で 22–24 時間成熟培養を行った。

体外受精(IVF)
成熟した COC を用いて，当センターの常法(Ogata et al., 2015)に従い体外受精を実施し
た。COC は媒精液(IVF-G, IFP, Yamagata, Japan)で 5 回洗浄後，流動パラフィンで被覆し

た 50 µl の IVF-G ドロップへ移動させた。精子濃度を 6～12×106/ml に調整して媒精を 6
時間行った。媒精後，40 IU のヒアルロニダーゼ添加 M2 液中において 5–10 分ピペッティ
ングすることにより卵丘細胞を除去し，M2 液で洗浄した(Numabe et al., 2000)。

体外培養
受精卵は， 6 mg/ml 牛血清アルブミン(A4378 : Sigma)，0.25 mg/ml リノール酸アルブ
ミン(L8384 : Sigma)，0.12 mg/ml グリシン(G7126 : Sigma)，0.25 mg/ml タウリン
(T8691 : Sigma)及び 10 µl/ml ITS (I1884 : Sigma) を添加した mSOF 培地の 50 µl ドロッ
プに 10 個を入れ，流動パラフィンを被覆し 38.5℃，5%CO2，5%O2，90%N2 の低酸素の湿
気のある環境下で 192 時間実施した．

胚の判定
体外受精後の胚の発生検査は，体外受精３日後及び７日後に実施し，分割数，８細胞数，
桑実胚数及び胚盤胞数を調査した。また，移植可能胚は，IETS マニュアルの指標を用い，
内細胞塊の大きさ，栄養膜細胞の色調，及び変性細胞の割合を判定基準とし，内細胞塊は
胞胚腔に隆起し栄養膜との境界が明瞭であり，栄養膜細胞は菲薄せず充実し，変性細胞の
割合が 15％以下の胚を移植可能胚（胚と卵の整合性をとること）と判定した．

GSH 分析
吸引で集められた GV 期卵子はピペッティングにより卵丘細胞を剥がし，コントロール
卵子とした。IVM 後，すべての卵子は 40 IU ヒアルロニダーゼ内でのピペッティングによ
って透明帯周囲の卵丘細胞を除去し，極体の確認により MⅡ期を判定した。MⅡ期卵子は
PVA 添加 PBS で 4 回洗浄した。2–6 個の MⅡ期卵のグループを，エッペンドルフチューブ
の底に 5 µl の PVA-PBS とともに移し，サンプルは–30℃で保存した。卵子の GSH 総量は
DTNB-GSH レダクターゼリサイクリングアッセイにより測定した。卵子を融解後，サンプ
ル卵の細胞を確実に溶解するため，液体窒素で凍結-室温融解を 5 回繰り返した。最後の融
解後，45 µl の超純水を各チューブに添加した。100， 50， 25， 12， 6， 3， 0 pmol
のスタンダードとサンプルを配置し，マイクロタイタープレートリーダーに設置し，イン
キュベートしながら 405 nm で 15 分間隔の２回吸光度を測定した。補正曲線はスタンダー
ドから構成し，吸光度の変化率は，サンプルとブランクの直線回帰から決定した。GSH 濃

度は，スタンダードカーブから算出した。

Total RNA の回収およびｃDNA の生成
COC は，IVM 0，4，9 時間後，PVA 添加 PBS で 4 回洗浄した。12–13 個の COC のグ
ループを，
エッペンドルフチューブの底に 5 µl の PVA-PBS とともに移し，
サンプルは–80℃
で保存した。
サンプルの Total RNA 回収は PureLink RNA mini kit(ambion )を用いておこなった。ま
ずサンプルが入ったエッペンドルフチューブに 1%(v/v)2-メルカプトエタノールを添加した
Lysis Buffer を 300 µl 加え，ボルテックスミキサーにより混合した。次に 70％エタノール
を加え，ボルテックスミキサーで混合し全量をフィルターカラムの中に入れた。カラムを
10,600 rpm で 15 秒間遠心後，
フィルターカラムの下受けに溜まった流出液を廃液とした。
Wash BufferⅠ:700 µl をカラムに加え，10,600 rpm で 15 秒間遠心後，流出液を廃液とし
た。Wash BufferⅡをカラムに加え，10,600 rpm で 15 秒間遠心後，流出液を廃液とした。
フィルターカラムの下受けを新しいリカバリーチューブに付け替え，カラムに 30 µl の
RNase-free water を加え，10,600 rpm で 2 分間遠心後，RNA を抽出した。抽出した RNA
は–80℃で保存した。
回収した RNA から Verso cDNA Kit(Thermo Scientific, Japan)を用いて ｃDNA を合成
した。

qRT-PCR
4 つの標的遺伝子は，GSH 合成経路の 3 つの酵素（GCLC, GCLM, GSS）およびペルオ
キシダーゼ活性を有する 1 つの酵素（GPX）をコードした。リボソームタンパク質 L19
（RPL19）遺伝子は，内部対照（ハウスキーピング遺伝子）として用いた。リアルタイム
PCR は，
ブリリアント III 超高速 QPCR マスターミックス
（Agilent Technology, CA, USA）
および Mx3000P サーモサイクリングシステム（Agilent Technologies）を用いて，96 ウェ
ルプレートで行った。Brilliant ⅡFast SYBR Green QPCR Master Mix (Agilent
Technologies) (12.5 µl)に，滅菌水(9.5 µl)，各サンプルの cDNA(1 µl)，各プライマー(1 µl)
を含む 25 µl の総容量で PCR を実施した。PCR プロトコールは，マニュアルに従い，95℃
で 2 分間の変性工程，続いて 95℃で 15 秒間および 60℃で 20 秒間の反応を 40 サイクル行

い，最後に 95℃を 1 分間，55℃を 30 秒間，95℃を 30 秒間の解離プログラムを行った。各
遺伝子の発現量は内在性遺伝子である RPL19 で補正した。
QPCR 分析に用いたプライマー配列を Table8 に示した。2-ΔΔCt 法を用いて，GCLC，
CCLM，GSS および GPX の相対的 mRNA 発現レベルを算出した。Ct 値は，蛍光シグナ
ルが検出閾値を超えた PCR サイクルの数として定義され，ΔCt= Ct 遺伝子-Ct RLP19 で
あった。最後に，ΔΔCt=ΔCt 処置-ΔCt 未処置対照。高 D38 供卵牛由来の試料について 0
時間 IVM で測定した遺伝子発現レベルに 1 の値を割り当て，他のすべてを相対値として表
した。

統計解析（Data Analysis）
各実験区の統計比較には，GraphPad Prism software， Version 5.0 (GraphPad Software,
Inc., San Diego, California, USA)を用いた。各試験区の卵胞数，COC 数，卵子数，胚数は
一元の分散分析(One-way ANOVA)によって比較した。分散分析で 0.05 以下の P 値の場合，
Tukey-Kramer HSD test による多重比較を実施した。COC のグレードの比較および卵胞
サイズの比較はカイ二乗検定により分析した。結果の数値は，平均値±標準誤差で表記し
た。P <0.05 で有意ありと判定した。
体外受精卵発生成績の個体間の差の解析は，1 元配置の分散分析を行い，有意差を認めた
ものについて Tukey 法による多重検定を実施した。卵子内 GSH 濃度と体外受精卵発生成
績の相関解析は，ピアソンの相関係数を求めた。

結果

実験１：IVM 卵子の GSH 濃度と IVF 後の胚発生との相関
11 頭の供卵牛の各 OPU セッションについて，IVM 卵子の GSH 濃度と，2 細胞，8 細
胞，桑実胚および胚盤胞期に発生した胚の割合との間の相関を示した（Figure 14）
。GSH
濃度と発生のすべての段階に達した胚の割合との間に高い正の相関が見出された。相関係
数は，r = 0.70（裂開）
，r = 0.77（8 細胞）
，r = 0.69（桑実胚）および r = 0.80（胚盤胞）
であった。一方，11 頭の供卵牛の各 OPU における COC のグレード成績と胚盤胞率との間
に正の相関はなかった（グレード A および B：r = –0.163，グレード B：r = –0.25，グレー
ド C：r = 0.058）
。

実験２：IVM 卵子の GSH 濃度および COC における GSH 関連遺伝子発現の動態
高 D38 および低 D30 供卵牛からの卵子における IVM 中の GSH 濃度を，経時的に測定
した（Figure 15）
。GSH 濃度(pmol /oocyte)は，高 D38 および低 D30 供卵牛サンプルのそ
れぞれ 0, 4 および 24 時間で：5.92 vs 3.78; 3.41 vs 2.60 及び 4.54 vs 2.64 であった。高
D38 供卵牛由来の卵母細胞は，IVM 中の全ての時点で，低 D30 供卵牛由来のものよりも有
意に高い GSH 濃度を示した。両群において，卵子の GSH 濃度は，IVM 4 時間および 9 時
間で徐々に減少した。 IVM 9 時間で，卵子の GSH 濃度は，2 頭の供卵牛からの卵子で同
様であった（2.37 vs 2.25 pmol/oocyte）
。
。 0 およ
また，GSH 合成系および利用系遺伝子の発現レベルを測定した（Figure 16）
び 9 時間での GCLC および IVM 0 および 4 時間における GCML の発現レベルは，高 D38
および低 D30 供卵牛で有意差はなかった。しかし，低 D30 供卵牛由来サンプルの IVM4
時間での GCLC および 9 時間での GCML の発現レベルは，D38 供卵牛由来サンプルより
も有意に高かったが，高 D38 供卵牛サンプルの GSS 遺伝子発現レベルは，低 D30 供卵牛
サンプルよりも常に有意に高かった。逆に，低 D30 供卵牛サンプルの IVM 後 4 および 9
時間での GPX の発現レベルは，高 D38 供卵牛サンプルより有意に高かった。
実験３：cysteine 添加による IVM 卵子の GSH 濃度の増加と IVF 後の胚盤胞への発生
卵子内 GSH 濃度上昇による発生率改善効果を確認するため，体外成熟培養液への
cysteine の添加が卵子内 GSH 濃度及び発生率に及ぼす影響を Table9 に示した。
低 D30 供卵牛の COCs の IVM 培地に 0.6 mM の cysteine を添加した場合，対照区（6.52
vs. 2.18 pmol /卵母細胞，P <0.05）と比較して，卵子の GSH 濃度は有意に増加した。さら
に，cysteine 添加区では，IVF 後の胚盤胞の割合は，対照区（38.7 vs. 25.0％，P <0.05; Table
9）と比較して有意に増加した。しかし，cysteine 添加区と対照区では，胚盤胞の発生段階
。
（初期，中期，拡大およびハッチング）に有意差はなかった（Table 9）

考察

本項での研究により，黒毛和種供卵牛から採取した COC における IVM 卵子の IVF 後の
発生成績の個体差は，COC における GSH 合成酵素の遺伝子発現が低いため，卵子の細胞
質内の GSH 濃度が低下することが原因の一つであることが明らかになった。また，体外培
養液に cysteine を添加して COC を成熟培養することにより，IVM 後の卵細胞質内の GSH

濃度は上昇し，体外受精後の胚発生率も改善することが明らかになった。
本研究では，異なる OPU-IVF ドナー由来の胚盤胞発生率の差異を評価し，11 頭の供卵
牛のうち 3 頭からの IVM 卵子では，胚盤胞発生率(22.3〜26.8％)が最も高い胚盤胞発生率
(53.6％)の供卵牛よりも有意に低いことを見出した。その分析に基づいて，私は胚盤胞発生
率の有意に異なる 2 頭の供卵牛由来 COC 間の網羅的遺伝子発現レベルの差異を比較した。
その結果，グルタチオントランスフェラーゼ活性に関する遺伝子発現が 2 頭間で著しく異
なることを見出した。グルタチオントランスフェラーゼは，様々な求電子性物質への GSH
の結合を触媒する酵素である(Hayes et al., 2005)。細胞性 GSH が酸化ストレスに対して保
護的であることはよく知られている(Meister and Anderson, 1983)。
本章第 1 項では，IVM 卵子の GSH 濃度と各供卵牛の胚盤胞発生率との間に正の相関（r
= 0.80）を見出した（Figure 14）
。各供卵牛の 1 回の OPU セッションで回収された卵子を
用いて，IVM による MII 期卵子の GSH 測定を行い，残りの IVM 卵子を IVF による胚盤
胞への発生の評価のために使用した。COC のグレードの分布と胚盤胞発生率との間に正の
相関は見出されなかった。胚盤胞発生率が低い供卵牛（D27，D46 および D30）では，IVM
卵子の GSH 濃度は非常に低かった（0.37, 2.77 および 2.50 pmol/oocyte）。これらの結果か
ら，IVM 卵子の GSH 含有量は各供卵牛における胚発生に影響を与えること，すなわち個々
の供卵牛の胚生産性が IVM 中の卵子 GSH 濃度に関係していることが示唆された。
GSH は，
酸化損傷(Meister and Anderson, 1983) ，雄性前核形成(Perreault et al., 1988)，
DNA とタンパク質合成，アミノ酸輸送(Meister and Tate, 1976)を含むいくつかの過程に関
与する細胞内チオールである。 GSH 合成は，主に卵母細胞の成熟中に起こり，胚の着床前
の発育を促進する(Abeydeera et al., 1999; de Matos and Furnus, 2000)。卵丘細胞は
cysteine 取り込みを促進し，卵母細胞の GSH 含量を高め，酸化ストレスによって誘導され
るアポトーシスから卵子を保護する(Mori et al., 2000; Tatemoto et al., 2000)。このことか
ら，COC の in vitro 培養環境は，GSH 合成を促進し卵子中の GSH 濃度を維持する上で重
要な役割を果たす。
しかし，in vitro 培養条件下では，細胞内活性酸素種（ROS）濃度は早期分割胚において
比較的高く，この高 ROS 状態は，酸化ストレスに起因する卵子および胚における GSH 含
量を低下させる。卵子の GSH レベルの低下により雄性前核は形成しなくなることや
(Sutovsky and Schatten, 1997)，胚発生率を低下させることが示されている(de Matos et
al., 2000)。これらのことから，卵子および胚における GSH 濃度を安全で効果的に操作す

ることにより，in vitro 胚の生産及び培養中に関連する潜在的な酸化状態による障害を防止
できる可能性がある。
実験 2 では，IVM（0 時間）の開始時に卵子の GSH 濃度が最も高く，その時点で，高
D38 供卵牛の卵子は，低 D30 供卵牛の卵母細胞より有意に高い GSH レベルを示した（5.92
vs. 3.78 pmol /oocyte; P <0.05）
。この結果は，卵胞発育中に，胚盤胞発生率が GSH 生合成
におけるフィードバック機構によって影響されるという報告を支持するものだった
(Richman and Meister, 1975)。しかし，9 時間の IVM 後，卵子 GSH 濃度は低下し，卵子
GSH 含量は 2 頭の供卵牛からの卵子間で有意差はなかった。にもかかわらず，IVM 後 24
時間で，卵子 GSH 濃度は，低 D30 供卵牛由来の卵子よりも高 D38 供卵牛由来の卵子で有
意に高かった（4.54 vs. 2.64 pmol/oocyte; P <0.05）
。
卵子を取り巻く卵丘細胞は，ギャップジャンクションを介して卵子と連携しており，卵
丘細胞と卵子との間の連携は，GSH およびその前駆体を含む代謝産物伝達を可能にしてい
る(de Matos et al., 2000; Gilula et al., 1978)。本研究では，卵丘細胞または培地中の GSH
濃度を測定しなかったことから，GSH 濃度が減少するという動態と細胞からの酸化された
GSH の排出の関係は明らかではないが，IVM の 9 時間後の卵母細胞 GSH 濃度の観察され
た低下は，卵核胞崩壊（GVBD）を伴うギャップジャンクションの閉鎖や，卵子または卵
丘細胞からの酸化された GSH の排泄に関連している可能性がある。
また，IVM の 0, 4 および 9 時間における GSS 遺伝子の発現レベルは，高 D38 供卵牛の
COC において，低 D30 供卵牛の COC より有意に高かった。 一方，IVM の 4 および 9 時
間における GPX 遺伝子発現レベルは，低 D30 供卵牛の COC において，高 D38 供卵牛の
COC より有意に高かった。このことから，低 D30 供卵牛由来の卵子における IVM の 24
時間での GSH 濃度の減少は，その時点での COC における高 GPX 遺伝子発現に関連して
いる可能性が高いことが考えられる。
GSH は細胞内で生成する ROS や過酸化物と反応し，還元し，除去する。過酸化物の除
去は GPX によって触媒され，
ROS の除去は GSH との直接反応で起こる(Klotz et al., 2003)。
後者の反応において，GSH はその対応物を還元して酸化 GSH を形成する。その後，GSH
レダクターゼは，
酸化された GSH を NADPH の還元力によって直ちに還元し，これを GSH
の還元型に戻す(Aslund et al.,1997)。したがって，還元された GSH の濃度は，一般的には，
細胞質において一定のままである。低 D30 供卵牛から採取した IVM 卵子内の GSH 濃度の
低下は，in vitro 培養環境によって生成された ROS の除去が不十分となり酸化ストレス状

態を導く。その結果，細胞内の GSH 濃度が低い状態が，高 D38 供卵牛の COC と比較して，
低 D30 供卵牛の COC 中の GPX 遺伝子のより高い発現を刺激したことが示唆される。
GCLC および GCML 酵素は，
GSH の前駆体であるγ-グルタミル- cysteine を合成する。
GPX は過酸化物の除去を触媒する機能を持ち，GPX 遺伝子の発現は，細胞が酸化ストレス
を受けると加速される。したがって，これらの遺伝子の発現の変化は，酸化効果の指標と
みなすことができる(Han et al., 2008)。IVM の 4 時間または 9 時間で，卵母細胞における
GSH 濃度が低い低 D30 供卵牛からの COC における GCLC，GCML および GPX 遺伝子の
発現の有意な増加が観察された。このことから，低 D30 供卵牛の COC が IVM 中に強い酸
化ストレスを受けていることを示した。
低 D30 供卵牛由来の卵母細胞の IVM 培地に 0.6 mM の cysteine を添加すると，IVM
（6.52
vs. 2.18 pmol /oocyte）中の卵母細胞 GSH 濃度の増加が観察された。さらに，IVF 後に発
達した胚盤胞の割合は増加した（38.0 vs. 25.0％）
。しかし，胚盤胞まで発育した胚の発育
ステージについては，cysteine の添加の有無にかかわらず 2 群間で有意差はなかったが，
拡張胚盤胞および孵化胚盤胞の割合は，cysteine 添加した区が増加する傾向を示した（40.0
vs. 55.2％）
。
低 D30 供卵牛からの卵母細胞を増強するためには，cysteine 濃度または他のタイプの補
給のさらなる最適化が必要と考えられる。cysteine は空気中および中性およびアルカリ性
環境で容易に酸化される。酸化された cysteine は cystine に変換されるが，通常，in vivo
では，cystine は卵丘細胞内において cysteine に還元され，その後，GSH 合成に利用され
る。GCLC は，cysteine，グルタミン酸，ATP と反応してγ-グルタミル cysteine を合成す
る。さらに，GSS は，γ-グルタミル- cysteine およびグリシンと反応することによって GSH
を合成する。TCM199 培地は，卵母細胞 IVM の基礎培地としてしばしば使用されるが，
cysteine および cystine 含有量が低い(Catteeuw et al., 2017; Boruszewska et al., 2015)。
したがって，cysteine を含まない IVM 培地と比較して，IVM の間に cysteine または cystine
を培地に添加すると，卵子の GSH 濃度が増加することが多くの研究で報告されている(Lott
et al., 2011; Nabenishi et al., 2012)。さらに，ウシ卵子が cysteine を添加した培地で成熟
すると，ROS 含量が減少したという報告もある(Morado et al.,2009)。
Cysteine 添加の代替は，pre-IVM 培養として cAMP モジュレーターで処理することであ
る。フォルスコリンと 3-イソブチル-1-メチルキサンチンを Pre-IVM 培地に添加して培養す
ることで，IVM 卵子の GSH レベルが上昇し，過酸化水素が減少し，胚盤胞の発生が促進

された(Li et al., 2016)。したがって，個々のドナー間での胚発生の変動を減少させるため
に，
IVM 卵母細胞における GSH レベルを増加させる様々な方法を適用することができる。
結論として，この研究の結果は，個々のドナー間の胚発生の変動が IVM 中の卵子 GSH
濃度と密接に関連していることを示した。 胚盤胞発生率の低いドナーでは，卵子 GSH 濃
度動態および COCs における GSS および GPX 遺伝子発現に関する知見は，卵子 GSH 濃
度の減少が GSH 合成の減少および酸化ストレスの上昇と密接に関連していることを示した。
IVM 培地に cysteine を添加することにより，卵子の GSH 濃度が上昇し，IVM 卵子におけ
る発生能力が促進された。これらの知見は，IVM の間に卵子 GSH 濃度を増加させること
が重要であることを示唆した。 従って，IVM 培地の cysteine 添加を含む種々の方法は，
個々のドナー間の胚発生の差異を減少させることができると考えられる。

Table 8. Q-PCR Primer sequences
Gene
GCLM

GCLC

GSS

GPX

RPL19

Primers (5'-3')
forward

CATTTGCAGCCTTACTGGGA

reverse

GTTTTACCTGTGCCCACTGA

forward

CAACCCTTTGGAGACCAGAA

reverse

CCGTTTCCTCATGTTGTCCT

forward

CAGCGTGCCATAGAGAATGA

reverse

TCCTGGCCGTCCATAAATA

forward

CCACTGGCAGGAACTTTGAT

reverse

TTCCTCTTCAGGGATGGTTG

forward

AGCCTGTGACTGTCCATTCC

reverse

AGGTTACCTTCTCGGGCATT

Product size (bp)

Annealing (ºC)

124

60

113

60

122

60

137

60

126

60
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Figure 14. Correlation between glutathione content of bovine in vitro-matured oocytes and embryo development (A:cleavage,
B:8-cell embryos, C:morulae and D:blastocysts) after in vitro fertilization. Represented are pmol GSH/oocyte (mean ± SEM) from 4 to
7 oocytes group collected at 24 hr post OPU, respectively.
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Figure15. Change in high (D38) and low (D30) development donors oocyte
glutathione (GSH) concentrations following in vitro maturation. Bars
within a graph with common superscripts are significant different (P<0.05).
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Figure 16. Gene expression of GSS,GCLC, GCML and GPX in bovine cumulus-oocyte complexes (COCs) during in vitro maturation.
GSS: Glutathione synthetase; GCLC: Glutamyl-cysteine synthetase, catalytic subunit; GCML: Glutamyl-cysteine synthetase, modifier
subunit ; GPX: Glutathione peroxidas

Table 9. Effect of supplementing IVM medium with cysteine on blastocyst development after IVF in oocytes from donor D30, which had a low
blastocyst development rate.
No. of oocytes
inseminated†
Treatment*

No. of embryos
Cleavage

Blastocysts

(%±s.e)

(%±s.e)

Total no.

Early

Regular

Expanded

Hatching

(No. of replicates)

Developmental stage of blastocysts on day 8 (%)

None

80 (7)

52 (65.0 ± 3.8)a

20 (25.0 ± 2.7)a

20

0a

60.0a

30.0a

10.0a

Cysteine

75 (7)

57 (76.0 ± 7.1)a

29 (38.7 ± 5.4)b

29

0a

44.8a

41.4a

13.8a

Abbreviations: IVM, in vitro maturation; IVF, in vitro fertilization
* A total of 215 oocytes were obtained by 7 OPU sessions. Of these, 155 oocytes were used in this experiment, and the others 60 oocytes were used in
GSH analysis experiments. About half of the oocytes collected in each OPU session were divided into two groups that were either untreated (None) or
treated with 0.6 mM cysteine supplementation.
†In all IVF trials, the same frozen lot of semen straws obtained from one Japanese Black bull was used to avoid effects from variations between different
bulls.
a,b

Values with different superscript letters in the same column are significantly different (P<0.05).

第五項

胚生産実用化のための cysteine 濃度の最適化

緒言

体外受精卵の胚盤胞生産成績について，第三章第一項から四項までの研究により，胚発
生能には個体ごとのバラツキがあることを確認し，その原因の一つとして体外成熟での卵
子におけるグルタチオン（GSH）濃度が重要な要因であることを確認した。さらに，体外
成熟卵子の GSH 濃度の向上と体外受精後の胚発生率の改善として，IVM 培養液に
cysteine を添加することが有効であることを明らかにした。
一方で，GSH を機能させるには培養環境も重要である。LH サージにより顆粒膜細胞か
EGF-like factors が分泌され，FSH とともに卵丘細胞に働き，卵丘細胞でのグルコースを
嫌気的に分解しペントースリン酸経路を介して NADPH を卵子に供給する。ギャップジャ
ンクションを介して卵丘細胞から卵子へ輸送され，酸化型 GSH を還元型 GSH に変換する
重要な働きを持つ(Downs & Utecht, 1999; Sutton et al., 2003)。この還元型 GSH は細胞
内の活性酸素種を失活させ，酸化ストレスから細胞を守るな役割を果たしている。
このように，GSH は卵子内の濃度を高めることだけではなく，適切に GSH が機能でき
る状態で存在させることが重要である。IVM 培地への cysteine 添加が，GSH 濃度を高め
暑熱時の酸化ストレスの軽減効果による発生成績が改善(Nabenishi et al., 2012)すること
が報告されている。この報告では，cysteine を 1.2 mM 添加しており，本章第四項で我々
が確認した添加濃度の２倍となっている。また，細胞膜を通過し直接卵子内の GSH 濃度
を高めるグルタチオン・エチルエステル(GSHOEt)添加による OPU-IVF 後の胚盤胞の細
胞数の向上(Curnow et al., 2011)は報告されている。その報告では，GSH-OEt の添加濃度
を 3 および 5 mM で比較した場合，卵子の GSH 濃度は 5 mM で高くなるが，発生率は必
ずしも 5 mM 添加が 3 mM より高くなるわけではなかった。
このように卵子の最適な GSH
濃度や cysteine 添加濃度は明らかにした報告は見当たらない。また，体外受精卵を生産・
供給体制で実用化するには，不特定複数の雌牛における生産胚の生産効率の確認及び生産
胚の移植試験における受胎性や産子の正常性を確認する必要がある。
そこで，第５項では，OPU-IVF での実用化を目的とし，複数の供卵牛を用いた OPU-IVF
での胚発生率の改善効果，生産胚の移植試験による受胎率及び産子の正常性を確認した。

材料と方法

供試動物
供試動物は，広島県立総合技術研究所畜産技術センターで飼養されている黒毛和種雌牛
およびホルスタイン種未経産牛を用いた。8 頭の黒毛和種雌牛は，移植胚生産用の供卵牛
として経腟採卵(OPU)に供された。OPU は供卵牛に EB (1 mg; estradiol benzoate, ASKA
Animal Health Co., Ltd, Tokyo, Japan)投与 88 時間後に実施し，3 週間以上の間隔で行っ
た。27 頭のホルスタイン種未経産牛は，受胚牛として移植に供された。供卵牛および受胚
牛は乾草と水を給与した。

実験計画
実験 1：最適な cysteine 添加濃度の検討
体外成熟培養液への cysteine の添加濃度が，発生率に及ぼす影響を調査した。2 頭の黒
毛和種雌牛から経腟採卵による採取したグレード A～C の COC を，control 区と cysteine
添加濃度別(0.15 および 0.6 mM)に分けて体外成熟培養を 22〜24 時間実施後，卵子の GSH
濃度及び体外受精による胚盤胞発生率を調査した。
実験 2：OPU-IVF における発生率及び生産胚の移植受胎率の確認
実験 1 で発生率が最も高かった cystene 添加濃度 0.15 mM を添加した IVM 培養液を用
い，OPU-IVF の発生率を調査した。供卵牛には，センターで飼養する供卵牛 8 頭を用い，
1 回の交差試験による一対比較試験により胚盤胞発生率を調査した。また，OPU-IVF で生
産した胚のうち，移植可能胚をホルスタイン種未経産牛に移植し受胎率を調査した。

卵胞吸引
と体由来の COC は，ウシ卵巣を屠畜場で採取し，38.5℃の生理食塩水に浸し研究室へ
運搬した，
直径 2.0 mm 以上の卵胞を針で穿刺し卵胞液とともに卵丘細胞卵子複合体（COC）
を採取した。
生体由来の COC の回収は，ウシの生体から 3 週間間隔で超音波画像診断装置を用いた
経腟採卵によって実施した。長時間卵巣を保持するために怒責を止め直腸を緩めることが
必要であることから，卵胞吸引の前に，4 ml の硬膜外麻酔薬を投与した。卵巣内の卵胞は，
超音波画像診断装置（SSD-1000 type, Aloka Co. Ltd, Tokyo, Japan）に 7.5 MHz 経腟穿
刺用コンベックス探触子（UHT-9106 type, Aloka ）を装着し，映像化した。17 G ディス

ポーザブル採卵針(COVA Needle, Misawa Medical, Tokyo, Japan)とつながったテフロン
チューブを 50 ml のコニカルチューブ(Sumilon, Sumitomo Bakelite, Tokyo, Japan)に接
続し，卵子吸引システム（K-MAR-5115 type, Cook Medical Technology, Australia）を用
い，吸引圧 100 mmHg で直径 2 mm 以上の卵胞を卵胞液とともに吸引した。回収液には，
0.3％ウシ胎児血清（FCS;Standard Fetal Bovine Serum:Hyclone）
，0.1 g 力価/ml 硫酸カ
ナマイシン（硫酸カナマイシン：明治）及び 1.8 U/ml ヘパリン（ノボヘパリン注：持田製
薬株式会社）を添加した乳酸加リンゲル液（ハルゼン V 注射液：日本全薬工業）を用いた．
吸引した回収液は，フィルター（セルコレクター：富士平工業）でろ過洗浄し卵丘細胞卵
子複合体（COC）を回収し，10％FCS 添加Ｍ2 液に移し３回以上洗浄した．

COC の評価
回収した COC のグレード評価は，Pieterse ら(1991)の報告に従い形態的基準に基づい
て実施した。つまり，採取した COC のグレードの分類は，卵丘細胞の付着程度と卵子細
胞質の均質程度により，グレード A：卵丘細胞が 4 層以上緊密に付着，グレード B：卵丘
細胞が 3-4 層緊密に付着する，グレード C：卵丘細胞が１-2 層程度付着し細胞質に暗い顆
粒を含む，グレード D：卵丘細胞が付着していないもの，グレード E：卵丘細胞が膨化し
ゼリー状，に分類した。

体外成熟（IVM）
グレード A，B および C のすべての COC は Kani ら(2011)の報告に従い体外成熟に用い
た。IVM 液は，TCＭ199（Tissue Culture Medium199: Sigma）に 0.25 ｍM ピルビン酸，
10％FCS，0.12 mg/ml 卵胞刺激ホルモン（アントリン 10:共立製薬），50 ng/ml 上皮成長
因子（EGF, E1264 : Sigma）及び 10 µM dbcAMP(D0260: Sigma)を添加した培地を用い
た。
100 µl の IVM 液ドロップに 10-15 個の COC を入れ，
流動パラフィン(ナカライ, Kyoto,
Japan)を被覆し，38.5℃，5％CO2，95％空気の気相条件下で 22—24 時間成熟培養を行っ
た。

体外受精(IVF)
成熟した COC を用いて，当センターの常法(Ogata et al., 2015)に従い体外受精を実施
した。COC は媒精液(IVF-G, IFP, Yamagata, Japan)で 5 回洗浄後，流動パラフィンで被

覆した 50 µl の IVF-G へ移動させた。精子濃度を 6–12×106/ml に調整して媒精を 6 時間
行った。媒精後，40 IU のヒアルロニダーゼ添加 M2 液中において 5–10 分ピペッティン
グすることにより卵丘細胞を除去し，M2 液で洗浄した(Numabe et al., 2000)。

体外培養
受精卵は， 6 mg/ml 牛血清アルブミン(A4378 : Sigma)，0.25 mg/ml リノール酸アルブ
ミン(L8384 : Sigma)，0.12 mg/ml グリシン(G7126 : Sigma)，0.25 mg/ml タウリン
(T8691 : Sigma)及び 10 µl/ml ITS (I1884 : Sigma) を添加した mSOF 培地の 50 µl ドロッ
プに 10 個を入れ，流動パラフィンを被覆し 38.5℃，5%CO2，5%O2，90%N2 の低酸素の
湿気のある環境下で 168 時間実施した．

胚の判定
体外受精後の胚の発生検査は，体外受精３日後及び７日後に実施し，分割数，8 細胞数，
桑実胚数及び胚盤胞数を調査した。

同期化
受胚牛の腟内に CIDR （イージーブリード：天然型プロジェストロン 1.9 g 含有）を挿
入し，3 日後に EB (1 mg; estradiol benzoate, ASKA Animal Health Co., Ltd, Tokyo,
Japan)を投与し卵胞波を調節した。EB 投与 8 日後に CIDR を抜去するとともに PG(4 ml;
pronarugone, Zoetis, Tokyo, Japan)を投与し発情を誘起した。PG 投与 2 日後に発情程度
を直腸検査で確認するとともに GnRH を投与し排卵を誘起した。胚の移植日は受胚牛の発
情日を 0 日目とし，8 日目とした。

胚の移植
受胚牛を枠場に保定し直腸内の糞を排出し，仙骨と第１尾椎感の麻酔部位を毛刈りして
後軀を水洗後，アルコール綿花で消毒して 3 ml の２％塩酸リドカイン（２％キシロカイ
ン注，藤沢薬品）で尾椎硬膜外麻酔を行った。尾を保定し外陰部を水洗，アルコール綿花
で消毒した後，移植器（カテーテル式牛移植器，ミサワ医科工業株式会社製，茨城）を腟
壁に触れないように外子宮口に挿入した。移植は頸管経由法により非外科的に黄体が確認
された卵巣と同側の子宮角の基部から中央部の部位に新鮮胚またはガラス化胚を１胚移植

した。

統計解析（Data Analysis）
各実験区の統計比較には，GraphPad Prism software, Version 5.0 (GraphPad Software,
Inc., San Diego, California, USA)を用いた。屠場卵を用いた cysteine 濃度別の胚盤胞発
生率の比較試験は，カイ二乗検定により分析した。8 頭の供卵牛を用いた 1 回の交差試験
による一対比較試験では，胚盤胞発生率の比較の比較は t 検定により分析した。結果の数
値は，平均値±標準誤差で表記した。P <0.05 で有意ありと判定した。

結果

実験 1：最適な cysteine 添加濃度の検討
胚盤胞発生率は，IVM 培養液へ cysteine を添加した区が，0 mM 区より向上しており，
0.15 mM 区が対照群に対し有意に高かった（45.0％ vs. 33.3%, P<0.05, Figure 17)。
実験 2：OPU-IVF における発生率の確認及び生産胚の移植受胎率の確認
8 頭の供卵牛を用いた 1 回の交差試験による一対比較試験では，体外受精後の胚盤胞率
は，対照群よりも有意に高かった（47.7 ± 7.3 vs. 37.1 ± 4.1, P <0.05，Figure 18）
。
cystene 添加濃度 0.15 mM を添加した IVM 培養液を用い，体外受精して生産した移植
可能胚による移植試験では，0.15 mM 区が対照区より高くなる傾向を示した(Figure 19)。

考察

本項での研究により，黒毛和種供卵牛から採取した COC を，0.15 mM cysteine を添加
した IVM を用いて成熟培養することにより，体外受精後の胚発生率も改善することが明
らかになった。
OPU により採取した COC の IVM-IVF 後の胚盤胞発生率は，IVM 培養液への cysteine
添加濃度が 0 mM と比較して，0.15 mM 区および 0.6 mM で向上し，0.15 mM 区が最も
高く 0 mM 区より有意に高い発生率を示した。
GSH は還元作用があり，活性酸素等からの細胞障害を防ぐ機能があるため，Cysteine
濃度が高いほど発生成績が向上することを予測したが，cysteine 添加濃度には適した濃度
が存在することが推測された。

GSH による細胞毒性作用の報告は見当たらず，細胞内にあるドコサペンタ塩酸（DPA）
の毒性は GSH 濃度により軽減するなど，解毒作用も併せ持っている。そのため，高すぎ
る GSH 濃度が発生率の低下の原因とは考えにくい。
一方で，cysteine は単独で存在すると，容易に 2 分子が反応して cystine となり，その
際ラジカルを発生する。このため、細胞中の cysteine 濃度は比較的低く抑えられている。
今回 0.15mM 区と比較して 0.6 mM 区で，胚盤胞率が低かったことは，cysteine の添加
濃度が高すぎ，cysteine が cystine になる際に発生するラジカルが原因となっているかも
しれない。今後，cysteine 添加濃度とラジカルの発生量の比較を調査する必要がある。
また，OPU-IVF において，0.15 mM の cysteine を添加した IVM による体外成熟によ
り，
胚盤胞発生率が対照区より高くなった。
OPU により採取した COC においても cysteine
の添加による胚生産効率の改善効果が明らかになった。
さらに，0.15 mM の cysteine を添加した IVM による体外成熟により，生産した胚盤胞
を移植したところ，対照区と同様に高い受胎率が得られた。妊娠期間中に流産もなく，産
子も５頭生まれており，妊孕性に問題は確認されなかった。
以上のことから，IVM 培養液への 0.15 mM の cysteine 添加は，卵子中の GSH 濃度を
高め体外受精胚の発生率を改善させることが明らかになった。また，生産された胚は，移
植による受胎性，産子の生産性に問題なく，移植用胚の生産体制における実用化に問題が
ないことが明らかになった。
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Figure 17. Relationship between Cysteine concentration in in vitro maturation
medium and blastocyst development rate after in vitro fertilization. No. of oocytes
inseminated; 0 mM(n=87), 0.15 mM(n=60), 0.6 mM(n=48)
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Figure 18. A paired difference test using 8 donors: Effect of 0.15 mM cysteine in vitro
maturation medium on development rate of Blastocysts at each paired-donor. The
percentages of blastocysts in the 0.15 groups were signiﬁcantly higher than that in the
None group without cysteine supplementation (P<0.05). No. of oocytes inseminated;
None(n=188), Cysteine(n=202)
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Figure 19. Clinical pregnancy rates from ET using embryos produced with different
cysteine concentration media. The clinical pregnancy rate has an increasing tend with
blastocyst embryo transplantation of cysteine group. None (n = 11); Cysteine (n = 16).

第四章

総合考察

近年，生産者の高齢化や後継者不足により，黒毛和種繁殖雌牛の飼養戸数および飼養頭数は
減少の一途を辿っており，黒毛和種肥育用の素牛となる子牛生産体制は大幅に縮小している。
和牛肉需要の高まりにより，全国的に深刻な和牛肉供給不足状態となっている。
そのため，黒毛和種牛生産体制の拡大を図るため，既存の繁殖経営体の規模拡大や新規参入
を促すなど繁殖雌牛の増頭の取り組みが必要となっている。しかし，繁殖雌牛の増頭には長い
年月が必要であるとともに，経費が大きくかかることから，計画通り増頭が進んでいないのが
現状である。
短期間で黒毛和種生産体制を拡大するために，黒毛和種から生産した胚を，ホルスタイン種
乳用牛へ移植し黒毛和種産子を生産するが取り組み全国的に普及し始めている。広島県でも，
経腟採卵技術を活用して生体の卵巣から採取した卵を用いた体外受精卵を生産し安定供給す
ることにより，酪農経営における黒毛和種子牛生産の導入を定着させる行政施策を実行してい
る。
しかし，体外成熟-体外受精による胚の作出については，体内成熟卵子を用いた体外受精と比
較して，生産効率が低く作出胚の品質が低い。また，黒毛和種牛を用いた胚生産の場合，個々
の胚生産成績はバラツキが大きく個体差が認められ，安定した胚生産体制構築には，このバラ
ツキを小さくし，胚生産効率を向上させることが重要となっている。
胚生産効率を向上させるためには，効率よく卵巣から卵子を採取することと，採取した卵子
を正常に発育させる必要がある。そこで，今回経腟採卵前の供卵牛へのホルモン処置方法およ
び採取卵の体外成熟の培養方法の検討を行った。
経腟採卵は，ヒトの経腟採卵技術をウシに転用（Pieterse et al., 1988）した方法であり，生
きたウシの卵巣から卵子を採取するため，体外成熟・体外受精技術との組み合わせにより反復
して受精卵を生産することが可能である。
経腟採卵成績を向上させる取り組みとして，卵胞刺激ホルモン（FSH）投与による経腟採卵
前のホルモン処置が最も多く試みられており，FSH 投与により，採取卵子数および高品質な
卵丘細胞卵子複合体数が増加したと報告されている（Looney et al., 1994）
。しかし，FSH は
短期間での繰り返し投与が不可能であるため，経腟採卵の繰り返しによる多数の胚生産体制を
目指す場合，FSH 投与による採卵前処置は必ずしも胚生産効率の向上につながらない。また，
GnRH 投与による新しい卵胞波を出現させることにより，経腟採卵時の卵巣内卵胞数を増加さ
せる効果が報告されているが，繰り返し投与による反応性の低下が報告されている。このよう

に多くの方法が報告されているが，繰り返し採卵が可能で採取卵数を増加させ，採取卵子の品
質を向上させるようなホルモン処置法はまだ報告されていない。
そこで，プロゲストゲン製剤とエストラジオール製剤の組み合わせによる処置により，卵胞
の発達を効果的に制御し，同期させることができる卵胞波制御技術を参考にし，経腟採卵前の
ホルモン処置が経腟採卵-体外受精成績に及ぼす影響を調査した。今回の試験ではエストラジオ
ール製剤（EB）単独投与の簡易処置による効果を検討した。OPU の 88 時間前に EB 処置し
た場合，経腟採卵時の卵胞数は増加し，採取した COC は，IVM の培養に適していると考えら
れるグレード A から C の平均 COC 数が有意に増加した。また，採取した COC の体外受精後
の発生率は，EB 投与により有意に高くなった。経腟採卵前の EB の使用は，卵胞発達の新し
い卵胞波を出現させ，増殖期である中型大の卵胞を増加させることで採取 COC の質を改善し，
体外受精後の胚盤胞発生数を増加させたと考えられた。
黒毛和種牛を用いた胚生産の場合，個々の胚生産成績はバラツキが大きく個体差が認められ，
胚生産効率の安定化を図ることが重要となっている。そこで，胚生産成績の個々のバラつきの
原因となる因子を解明し，その原因を取り除く新しい改善方法の検討を行った。
まず，センター内で飼養する 13 頭の供卵牛について，経腟採卵－体外受精における胚盤胞
発生率を調査した。その結果，個体差を認め，高発生個体および低発生個体を特定することが
できた。また，胚が発生を停止するステージは 7-cells までの期間であり，その原因は体外受
精を行うまでの過程にあることが示唆された。
次に，卵巣内の卵胞状態が，採取した卵の質や体外受精後の発生成績に及ぼす影響を調査し
た。高発生個体および低発生個体の経腟採卵時の卵巣内の卵胞数及び卵胞直径について比較し
たが，個体間に有意な差は認められなかった。また，採取した COC の品質も高発生個体およ
び低発生個体間で差は認められなかった。このことから，個体差の原因究明には，形態的な解
析ではなく，分子生物学・遺伝子学的な解析が必要であると思われた。
分子生物学・遺伝子学的な解析のために，高発生個体および低発生個体から得られた COC
の体外成熟における差時的遺伝子発現の網羅的解析を行った。体外成熟の研究は，Edwards
(1965) が，マウス，ブタ，ウサギ，ウシ，ヒツジ，ヒト未成熟卵子を卵胞から取り出し，グ
ルコース，アミノ酸類やビタミン類を構成成分とする TCM199 に 15 %ウシ血清を添加した
培地で培養することで，自発的成熟が生じ，第二減数分裂中期核の成熟卵子となることを報告
して以降，急速に広まった。未成熟卵子の体外成熟培養（in vitro maturation: IVM）では，
卵丘細胞・卵子複合体（cumulus oocyte complex: COC）を用いるが，卵丘細胞の付着が見ら
れない裸化卵の培養では，成熟後の受精能および発生能が著しく低下し（Yamauchi and Nagai,

1999）
，ウシ IVM において卵子の核成熟率，受精率，胚発生能は卵丘細胞層数と正の相関を示
すことが報告されている（Shioya et al., 1988; Madison et al., 1992）。このように卵の成熟に
卵丘細胞が重要な役割を果たしていることが示されているため，網羅的遺伝子解析には体外成
熟中の COC を用いて行った。
その結果，高発生個体および低発生個体から採取した COC において，遺伝子発現量の差異
が認められた遺伝子には，免疫反応，グルタチオン転移酵素活性，情報伝達，細胞外マトリッ
クスなどが含まれており，これらの遺伝子発現の差異が IVF 後の胚発生能の個体差に影響して
いる可能性が示唆された。
これらの遺伝子の中から，グルタチオン転移酵素活性に着目し，体外受精前の卵子内の GSH
濃度と体外受精後の発生率の関係および COC における GSH 合成酵素に関する遺伝子の発現
量について，体外成熟期間中の COC を用いて調査した。また，体外成熟培養液への添加によ
る発生率改善効果を調査した。
GSH については，個体別の同一経腟採卵時における卵子内 GSH 濃度と胚発生率に高い正の
相関が認められた。また体外成熟期間中に低発生個体では，GSH 濃度が著しく低下するとと
もに，GPX 遺伝子発現の上昇していたことから，酸化ストレスを受けている可能性が示唆さ
れた。その原因として GSH 合成酵素の遺伝子発現量が低いことが見出された。さらに，体外
成熟培養液に cysteine を添加させ，卵子内の GSH 濃度を高めると，体外受精後の発生成績は
改善した。
活性酸素は，細胞代謝や体外環境で細胞等を培養する場合に発生し，細胞に障害を与えアポ
トーシスを誘導することが知られている。一方，GSH は，細胞の酸化ストレス防御，フリー
ラジカルや過酸化物といった活性酸素種から細胞を保護する補助的役割を有する。
もともと，体内環境から体外環境に卵を取り出し，ディッシュ内でで卵子を培養する体外受
精技術では，卵子は酸化ストレスを受けやすいと考えられる。特に，本研究において GSH 合
成能力に個体差があることが明らかになっており，低 D30 供卵牛のような卵子内の GSH 合成
能が低い個体の IVM 卵子は，in vitro 培養環境において強い GSH 濃度低下状態となり，生成
された ROS の除去が不十分となり酸化ストレス状態に至ることが推測される（Figure20）
。低
D30 供卵牛の COC は，高 D38 供卵牛と比較して高い GPX 遺伝子の発現を示しており，遺伝
子発現を刺激されるような酸化ストレス状態だったことが示唆される。
また，GSH は雄性前核形成（Perreault et al., 1988）
，DNA とタンパク質合成及びアミノ
酸輸送(Meister & Tate, 1976) にも関する細胞内化合物である。このことから，GSH 合成能
が低い個体の場合は，酸化ストレスの防御機能だけではなく，雄性前核形成やタンパク質合成

などの機能も低下することにより，発生成績が低下している可能性も考えられた。
今回の研究により，体外受精の発生
率の個体差の原因として，種々の遺伝
子の発現状況が異なっていることが明
らかになった。その遺伝子については，
今回 GSH 合成酵素が特定することが
できた。また，その遺伝子発現の違い
を是正するために，体外成熟培養液に
外部因子を添加することで，各機能を
促進でき，個体差を改善することがで
きた。
胚移植可能胚の生産が高率である
個体（高発生個体）と低率である個体

Figure 20. 高発生個体と低発生個体における GSH

（低発生個体）の体外での卵成熟過程

の働きの比較

を比較し，低発生個体の胚生産効率を
高めることは，供卵牛ウシ群の胚生産効率を高めるうえで有効な手段である。
今後さらに，体外成熟における卵丘細胞の遺伝子発現の変動と卵子の発生能の関連性を明ら
かにすることが，卵成熟過程に必要な因子の探索および新規な IVM 培地の開発につなげるこ
とができ，フィールドで活用できる技術開発や広島県の和牛生産のために活用できるものと思
われる。

第五章

総括

第一章：緒論

近年，生産者の高齢化や後継者不足により，黒毛和種繁殖雌牛の飼養戸数および飼養頭数は
減少の一途とたどり，黒毛和種肥育用の素牛となる子牛生産体制は大幅に縮小した。
そのため，黒毛和種牛生産体制の拡大を図る必要があり，ホルスタイン種を飼養する酪農経
営に黒毛和種子牛生産を導入する取り組んでいる。広島県でも経腟採卵技術を活用して生体の
卵巣から採取した卵を用いた体外受精卵を生産し安定供給することにより，酪農経営における
黒毛和種子牛生産の導入を定着させる行政施策を実行している。
胚移植に用いる胚の生産技術は，体内受精卵生産技術と体外受精卵生産技術がある。体内受
精卵技術は，雌牛に性腺刺激ホルモン剤を投与して多数の卵胞を発育させ，一時に多数の卵子
を排卵させる「過剰排卵処置」を活用して実施される。しかし，この方法は FSH を投与する
過剰排卵処置への反応性が悪い個体が存在すること，また繰り返し処置をした場合，FSH に
よる反応性が低下し採胚成績が低下するなど，成績が不安定であり，安定的な生産方法の開発
が求められていた。
そこで，経腟採卵により卵子を体外の取り出し体外成熟技術と体外受精技術を組み合わせた
胚生産体制の構築に取り組んでいる。
しかし，体外成熟-体外受精による胚の作出については，体内成熟卵子を用いた体外受精と比
較して，生産効率が低く作出胚の品質が低いのが現状である。また，黒毛和種牛を用いた胚生
産の場合，個々の胚生産成績はバラツキが大きく個体差が認められ，安定した胚生産体制構築
には，このバラツキを小さくし，胚生産効率を向上させることが重要となっている。
そのため本研究では，黒毛和種供卵牛の卵巣から経腟採卵により高品質卵をより多く採取す
ること，体外受精による胚生産の個体差要因を解析し，その改善を図ることで，効率的で安定
した胚生産技術を確立することを目的とした。

第二章 経腟採卵-体外受精における供卵牛への発情ホルモン前処理の有効性

安定的な胚供給の実現には，経腟採卵により高品質な卵子を多く採取する必要がある。その
ためには，卵胞波を制御し適切な時期に経腟採卵を実施することが，採卵成績を向上させるの
に有効と考えられる。卵胞波を制御する方法として採卵 88 時間前の EB 投与が経腟採卵-体外

受精成績に及ぼす影響を調査した。
OPU 前に EB を投与した供卵牛では，
試験に供することが可能なグレード A から C の COC
数が増加し，体外受精後の胚盤胞および移植可能胚の平均数が，ホルモン処置をしない区より
多くなった。このことにより，ウシ供卵牛への EB 投与が経腟採卵-体外受精技術による胚生産
性向上に有効であることが明らかになった。

第三章

供卵牛の個体差の影響とその改善：体外成熟卵子のグルタチオン含量と
胚発生の関連性および cysteine 添加による影響

第一項 経腟採卵-体外受精成績（OPU-IVF）の個体差の調査
経腟採卵-体外受精による胚生産成績の個体差の有無の把握およびその原因となる因子の把
握を目的に，供卵牛ごとの胚生産成績を比較検討した。
経腟採卵-体外受精による胚生産における胚盤胞発生成績には，個体差が存在することが明ら
かになった。また，発育が停止する胚が出現する発育ステージは，1-cell–7-cells までのステー
ジで多く，胚盤胞発生成績が低い個体ほど，7-cells までに発育停止する胚が多くなることが明
らかになった。そのことから，個体差の改善には経腟採卵するまでの卵巣内卵胞発育の期間と，
経腟採卵により採取後の体外成熟期間の改善が必要と考えられた。

第二項 卵巣内卵胞の分布状況と胚盤胞率の比較
第一項で経腟採卵-体外受精による胚生産成績に個体差を認めたことから，高発生個体および
低発生個体の経腟採卵時の卵巣内の卵胞の分布状態を分析することにより，個体差の原因とし
ての卵胞発育状態の影響を調査した。
経腟採卵-体外受精による胚盤胞発生成績の個体差と経腟採卵時の卵巣内卵胞状態との関連
性を調査したが，関連性を見出すことができなかった。

第三項 体外成熟期の卵丘細胞卵子複合体の遺伝子発現の調査
高発生個体および低発生個体から経腟採卵で採取した COC の IVM 期間中の遺伝子発現の違
いを調査するため，RNAseq による網羅的遺伝子解析を行い，高発生個体と低発生個体からの
COC における差次的遺伝子発現を調べた。
体外受精発生能が異なる個体から採取した COC の遺伝子発現状況の比較において，GSH に
関連する遺伝子の発現量に差があったことから，個体差の原因として GSH に関する遺伝子が

関与している可能性が示唆された。

第四項 経膣採卵-体外成熟（OPU-IVM）卵子のグルタチオン（GSH）濃度と体外受精（IVF）
後の発生能の関連とその改善
ウシ個体ごとに採取した卵子の一部を GSH 濃度，その他の卵で IVF 後の胚発生率を調べ，
個体別の IVM 卵子の GSH 濃度と胚発生率の関連を明らかにするとともに，経時的な IVM に
伴う卵子の GSH 濃度の推移と COC の GSH 合成酵素と利用系酵素の遺伝子発現推移を調べた。
さらに，低発生個体の GSH 濃度を高めるため，cysteine 添加が IVM 卵子の発生能を改善する
効果を検討した。
体外受精卵生産成績の個体差は，GSH 合成能力に個体差があることが関係しており，GSH
合成能が低い個体由来の卵子は体外成熟期に酸化ストレスを受けていることが原因の一つで
あることが示唆された。また，体外成熟培養液への cysteine の添加は，GSH 濃度の上昇およ
び体外受精後の発生成績の向上に有効であることが示唆された。

第五項 胚生産実用化のための cysteine 濃度の最適化
IVM 培地への cysteine 添加量ごとの GSH 濃度及び胚発生率を比較し，
0.15 mM の cysteine
添加が GSH 濃度および胚発生率を高めることが明らかになった。
また，cysteine 添加した IVM 培地を用いて生産した胚の移植成績は良好で，産子の生産性
にも問題がなかったことから，cysteine 添加した IVM が実用化できることが明らかになった。

第四章

総合考察

全国的な和牛肉需要の高まりにより，黒毛和種牛生産体制の拡大により生産頭数の増加が
求められている。そこで，黒毛和種から生産した胚をホルスタイン種乳用牛へ移植することに
よる黒毛和種産子の生産に取り組んでいる。
効率的な胚生産を達成するために，経腟採卵-体外受精による胚生産体制構築を目指している
が，胚生産成績に個体差があるため胚生産成績が安定しない。そこで，胚生産成績が異なる個
体間の遺伝子的・分子的解析を行った。
個体差には，遺伝子発現の違いが関与しており，その遺伝子として GSH 合成遺伝子が同定
された。また，卵子内 GSH 濃度増加因子を体外成熟培養液に添加した結果，体外受精後の胚
発生成績の改善が認められた。

このことにより，体外受精後の胚生産率が低いことの原因として，卵子内の GSH 濃度が低
く酸化ストレスを受けていることが明らかになった。
さらに，個体差の原因を究明することにより，体外受精の発生成績を改善させる因子の特定
で可能であることが明らかになった。また，その特定方法として遺伝子解析が有効であること
が明らかになった。
今後，体外成熟における卵丘細胞の遺伝子発現の変動と卵子の発生能の関連性を明らかにす
ることが，卵成熟過程に必要な因子の探索および新規な IVM 培地の開発につなげることがで
き，フィールドで活用できる技術開発や広島県の和牛生産のために活用できるものと思われる。

謝辞

本研究を遂行し，実験計画から実験の手技，論文作成にあたり厳しくも熱意あるご指導ご鞭
撻を賜りました，県立広島大学生命環境学部生命科学科 教授 堀内 俊孝

博士には大変お

手数をおかけしました。本研究を通して得た知識や経験は，今後の研究推進の糧になるもので
ありました。堀内 先生には心より感謝を申し上げます。
本論文をご精読頂き，有益かつ丁寧で分かりやすい論文指導を行って下さった県立広島大学
生命環境学部生命科学科 教授 齋藤 靖和 博士，准教授 山下 泰尚 博士，准教授 阿
部 靖之 博士に深く感謝を申し上げます。
また，私が，県立広島大学大学院への進学を検討しているときに，あたたかいお心で叱咤激
励して下さった広島県立総合技術研究所畜産技術センター

元センター長

新出

昭吾

博

士，元次長 山田 博道 氏には感謝の念が絶えません．ここに深く感謝の意を表明致します。
また，広島県立総合技術研究所畜産技術センター センター長 尾形 康弘 博士，さらに 副
部長 森本 和秀 博士を始めとし，育種繁殖研究部の皆様には，本研究を行うにあたり，実
験の手技指導やご助言，検体収集やミーティングなどの討議に多大なご協力を頂きましたこと
を深く感謝を申し上げます。
最後に，県立広島大学大学院への進学を快く賛同し，本研究の遂行，論文作成にあたり，
精神的に支えてくれた妻，英子に感謝致します。

参考文献

Abeydeera LR, Wang WH, Cantley TC, Prather RS, Day BN. Glutathione content and
embryo development after in vitro fertilisation of pig oocytes matured in the presence of a
thiol compound and various concentrations of cysteine. Zygote. 1999;7(3):203-210.

Ajduk A, Małagocki A, Maleszewski M. Cytoplasmic maturation of mammalian oocytes:
development of a mechanism responsible for sperm-induced Ca2+ oscillations. Reprod Biol.
2008;8(1):3-22.

Ali A, Sirard MA. Protein kinases influence bovine oocyte competence during short-term
treatment with recombinant human follicle stimulating hormone. Reproduction.
2005;130(3):303-310.

Araujo RR, Ginther OJ, Ferreira JC, Palhao MM, Beg MA and Wiltbank MC. Role of
follicular estradiol-17beta in timing of luteolysis in heifers. Biol. Reprod. 2009; 81: 426-437.

Aslund F, Berndt Dagger KD, and Holmgren A. Redox Potentials of Glutaredoxins and
Other Thiol-Disulfide Oxidoreductases of the Thioredoxin Superfamily Determined by
Direct Protein-Protein Redox Equilibria. J. Biol. Chem. 1997;272 (49): 30780-30786.

Austin CR. Observations on the penetration of the sperm in the mammalian egg. Aust J

Sci Res B. 1951;4:581-596.

Blondin P, Bousquet D, Twagiramungu H, Barnes F, Sirard MA. Manipulation of follicular
development to produce developmentally competent bovine oocytes.Biol Reprod, 2002; 66:
38-43.

Blondin P, Sirard MA. Oocyte and follicular morphology as determining characteristics for
developmental competence in bovine oocytes. Mol. Reprod. 1995; Dev. 41:54–62.

Bo GA, Adams GP, Caccia M, Martinez M, Pierson RA, Mapletoft RJ. Ovarian follicular
wave emergence after treatment with progestogen and estradiol in cattle. Anim Reprod Sci.
1995; 39:193-204.

Bo GA, Adams GP, Nasser LF, Pierson RA, Mapletoft RJ. Effect of estradiol valerate on
Ovarian follicles, emergence of follicular waves and circulating gonadotropins in heifers.

Theriogenology. 1993;40:225-239.

Boruszewska D, Sinderewicz E, Kowalczyk-Zieba I, Grycmacher K, Woclawek-Potocka I.
The effect of lysophosphatidic acid during in vitro maturation of bovine cumulus-oocyte
complexes: cumulus expansion, glucose metabolism and expression of genes involved in the
ovulatory cascade, oocyte and blastocyst competence. Reprod Biol Endocrinol 2015 ;13:44.

Bousquet D, Twagiramungu H, Morin N, Brisson C, Carboneau G, Durocher J. In vitro
embryo production in the cow: an effective alternative to the conventional embryo
production approach. Theriogenology. 1990; 51:59-70.

Brevini TA, Cillo F, Antonini S, Gandolfi F. Cytoplasmic remodelling and the acquisition of
developmental competence in pig oocytes. Anim Reprod Sci. 2007; 98(1-2):23-38.

Burke CR, Day ML, Bunt CR, Macmillan KL. Use of a small dose of estradiol benzoate
during diestrus to synchronize development of the ovulatory follicle in cattle, J Anim Sci,
2000;78:145-151.

Catteeuw M, Wydooghe E, Mullaart E, Knijn HM, Van Soom A. In vitro production of
bovine embryos derived from individual donors in the Corral dish. Acta Vet Scand
2017;59(1):41.

Cavalieri FLB, Morotti F, Seneda MM, Colombo AHB, Andreazzi MA, Emanuelli IP,
Rigolon LP. Improvement of bovine in vitro embryo production by ovarian follicular wave
synchronization prior to ovum pick-up. Theriogenology. 2017:17:30567-30568.

Chang MC. Fertilizing capacity of spermatozoa deposited in the fallopian tubes. Nature.
1951;168:679-698.

Chang MC. Fertilization and normal development of follicular oocytes in the rabbit.

Science. 1955;121(3155):867-869.

Chang MC. Fertilization of rabbit ova in vitro. Nature. 1959; 184:466-467.

Chaubal SA, Ferre LB, Molina JA, Faber DC, Rezamand P, Tian X, Yang X. Hormonal
treatments for increasing the oocyte and embryo production in an OPU-IVP system.

Theriogenology. 2007; 67:719–728.

Combelles GM, Gupta S, Agarwal A. Could oxidative stress influence the in-vitro
maturation of oocytes? Reprod Biomed Online 2009 ; 18: 864–880.

Conti M, Hsieh M, Park JY, Su YQ. Role of the epidermal growth factor network in ovarian
follicles. Mol Endocrinol. 2006;20(4):715-723.

Cross PC, Brinster RL. In vitro development of mouse oocytes. Biol Reprod. 1970; 3:
298-307.

Curnow EC, Ryan JP, Saunders DM, Hayes ES. Primate model of metaphase I oocyte in
vitro maturation and the effects of a novel glutathione donor on maturation, fertilization,
and blastocyst development. Fertil Steril. 2011;95(4):1235-1240.

De Matos DG, Furnus CC, Moses DE Baldassarre H. Effect of cysteamine on glutathione
level and developmental capacity of bovine oocyte matured in vitro. Mol Reprod Dev 1995;
42:432-436.

De Matos DG, Furnus CC, Moses DF, Martinez AG, Matkovic M.Stimulation of glutathione
synthesis of in vitro matured bovine oocytes and its effect on embryo development and
freezability. Mol Reprod Dev 1996; 45:451-457.

De Matos DG, Furnus CC. The importance of having high glutathione (GSH) level after
bovine in vitro maturation on embryo development effect of beta-mercaptoethanol, cysteine
and cystine. Theriogenology, 2000;53: 761-771.

De Roover R, Genicot G, Leonard S, Bols P and Dessy F. Ovum pick up and in vitro embryo
production in cows superstimulated with an individually adapted superstimulation
protocol. Anim. Reprod. Sci. 2005; 86: 13–25.

De Roover R, Feugang JMN, Bols PEJ, Genicot G, Hanzen CH. Effects of ovum pick-up
frequency and FSH stimulation: a retrospective study on seven years of beef cattle in vitro
embryo production. Reprod. Domest. Anim. 2008; 43: 239–245.

De Sousa PA, Westhusin ME, Watson AJ. Analysis of variation in relative mRNA
abundance for specific gene transcripts in single bovine oocytes and early embryos. Mol

Reprod Dev. 1998;49(2):119-130.

Downs SM, Utecht AM. Metabolism of radiolabeled glucose by mouse oocytes and
oocyte-cumulus cell complexs. Bio Reprod. 1999;60:1446-1452.

Edwards RG. Maturation in vitro of mouse, sheep, cow, pig, rhesus monkey and human
ovarian oocytes. Nature. 1965;208(5008):349-351.

Endo M, Kawahara-Miki R, Cao F, Kuwayama T, Monji Y and Iwata H. Estradiol supports
in vitro development of bovine early antral follicles. Reproduction. 2013;145:85-96.

Endo M, Kimura K, Kuwayama T, Monji Y, Iwata H. Effect of estradiol during culture of
bovine oocyte-granulosa cell complexes on the mitochondrial DNA copies of oocytes and
telomere length of granulosa cells. Zygote 2014;22:431-439.

Eppig JJ, Ward-Bailey PF, Coleman DL. Hypoxanthine and adenosine in murine ovarian
follicular fluid: concentrations and activity in maintaining oocyte meiotic arrest. Biol

Reprod. 1985;33:1041-1049.

Eppig JJ, Schultz RM, O'Brien M, Chesnel F. Relationship between the developmental
programs controlling nuclear and cytoplasmic maturation of mouse oocytes. Devel Biol.
1994;164(1):1–9.

Eppig JJ, Hosoe M, O'Brien MJ, Pendola FM, Requena A, Watanabe S. Conditions that
affect acquisition of developmental competence by mouse oocytes in vitro: FSH, insulin,
glucose and ascorbic acid. Mol Cell Endocrinol. 2000;163(1-2):109-116.

Evans ACO, Komar CM, Wandji S-A, Fortune JE. Changes in androgen secretion and
luteinizing hormone pulse amplitude are associated with the recruitment and growth of
ovarian follicles during the luteal phase of the bovine estrous cycle. Bio Reprod. 1997;
57:394-401.

Fair T, Hyttel P, Greve T. Bovine oocyte diameter in relation to maturational competence
and transcriptional activity. Mol Reprod Dev. 1995;42:437–442.

Garcia A, Salaheddine M. Effects of repeated ultrasound-guided transvaginal follicular
aspiration

on

bovine

oocyte

recovery

and

subsequent

follicular

development.

Theriogenology. 1998;50(4):575-585.

Gilula NB, Epstein ML, Beers WH. Cell to cell communication and ovulation: a study of the
cumulus-oocytes complex. J Cell Biol 1978; 78:58–75.

Ginther OJ, Knopf L, Kastelic JP. Temporal associations among ovarian events in cattle
during oestrous cycles with two and three follicular waves. J Reprod Fertil. 1989;87:223–
230.

Goodhand KL, Watt RG, Staines ME, Hutchinson JSM, Broadbent PJ. In vivo oocyte
recovery and in vitro embryo production from bovine donors aspirated at different
frequencies or following FSH treatment. Theriogenology. 1999; 51:951–961.

Hagemann LJ, Beaumont SE, Berg M, Donnison MJ, Ledgard A, Peterson AJ, Schumann
A, Tervit HR. Development during single IVP of bovine oocytes from dissected follicles:
interactive effects of estrous cycle stage, follicle size and atresia. Mol Reprod Dev. 1999;
53:451–458.

Han ES, Muller FL, Perez V, Qi W, Liang H, Xi L, Fu C, Doyle E, Hickey M, Cornell J,
Epstein CJ, Roberts J, Remmen HV, Richardson A. The in vivo gene expression signature
of oxidative stress. Pysiol Genomics. 2008;34(1):112-126.

Hayes JD, Flanagan JU, Jowsey IR. Glutathione transferases. Annu Rev Pharmacol

Toxicol 2005;45:51-88.

Heape W. Preliminary note on the transplantation and growth of mammalian ova within a
uterine foster mother. Proc R Soc Lond. 1890; 48:457-458.

Hendriksen PJ, Steenweg WN, Harkema JC, Merton JS, Bevers MM, Vos PL, Dieleman SJ.
Effect of different stages of the follicular wave on in vitro developmental competence of
bovine oocytes. Theriogenology. 2004; 61:909–920.

Hernandez-Gonzalez I, Gonzalez-Robayna I, Shimada M, Wayne CM, Ochsner SA, White L,
Richards JS. Gene expression profiles of cumulus cell oocyte complexs during ovulation
reveal cumulus express neuronal and immune-related genes: does this expand their role in
the ovulation process? Mol Endocrinol. 2006; 20(6):1300-1321.

Hsieh M, Lee D, Panigone S, Horner K, Chen R, Theologis A, Lee DC, Threadgill DW, Conti
M. Luteinizing hormone-dependent activation of the epidermal growth factor network is
essential for ovulation. Mol Cell Biol. 2007; 27(5): 1914-1924.

Humblot P, Holm P, Lonergan P, Wrenzycki C, Lequarre AS, Joly CG, Hermann D, Lopes A,
Rizos D, Niemann H, Callesen H. Effect of stage of follicular growth during superovulation
on developmental competence of bovine oocytes. Theriogenology 2005; 63:1149–1166.

金川弘司. 牛の受精卵移植(第 2 版).近代出版(東京)，1988.

Kani C, Kuwahata A, Ochi M, Horiuchi T. Effect of dibutyryl cAMP together with FSH and
EGF during in vitro maturation on sperm aster formation and blastocyst development
after intracytoplasmic sperm injection. J Mamm Ova Res. 2011; 28: 131-138.

Klotz LO, Kroncke KD, Buchczyk DP, Sies, H. Role of copper, zinc, selenium and tellurium
in the cellular defense against oxidative and nitrosative stress. J Nutr. 2003;133(5 Suppl
1):1448S-51S.

Kruip TA, Boni R, Wurth YA, Roelofsen MWM, Pieterse MC. Potential use of ovum pick-up
for embryo production and breeding in cattle. Theriogenology 1994;42: 675–684.

Kvansnickii AV. Interbreed ova transplantation. Sovetsk Zooteh. 1951;1:36-42.

Larsen WJ, Wert SE, Brunner GD. A dramatic loss of cumulus cell gap junctions is
correlated with germinal vesicle breakdown in rat oocytes. Dev Biol. 1986 ;113(2):517-521.
Li HJ, Sutton-McDowqll ML, Wang X, Sugimura S, Thompson JG, Gilchrist RB. Extending
prematuration with cAMP modulators enhances the cumulus contribution to oocyte
antioxidant defence and oocyte quality via gap junctions. Hum Reprod 2016;31:810-821.

Looney CR, Lindsey BR, Gonseth CL, Johnson DL. Commercial aspects of oocyte retrieval
and in vitro fertilization (IVF) for embryo production in problem cows. Theriogenology.
1994;41: 67-72.

Lott WM, Anchamparuthy VM, McGilliard ML, Mullarky IK, Gwazdauskas FC. Influence
of cysteine in conjunction with growth factors on the development of in vitro-produced
bovine embryos. Reprod Domest Anim 2011;46(4):585-594.

Maachatkova M, Krausova K, Jokesova E, Tomanek M. Deveopmental competence of
bovine oocytes: effects of follicle size and the phase of follicular wave on in vitro embryo
production. Theriogenology. 2004;61:329-335.

Madison V, Avery B, Greve T. Selection of immature bovine oocytes for developmental
potential in vitro. Animal Reproduction Science. 1992; 27: 1–11.

Martínez MF, Kastelic JP, Bó GA., Caccia M, Mapletoft RJ. Effects of oestradiol and some
of its esters on gonadotrophin release and ovarian follicular dynamics in CIDR-treated beef
cattle. Anim. Reprod. Sci. 2005;86:37-52.

Meister A, Tate SS. Glutathione and related gamma-glutamyl compounds: biosynthesis
and utilization. Annu Rev Biochem. 1976;45:559-604.

Meister A, Anderson ME. Glutathione. Annu Rev Biochem. 1983;52:711-760.

Morado SA, Cetica PD, Beconi MT, Dalvit GC. Reactive oxygen species in bovine oocyte
maturation in vitro. Reprod Fertil Dev 2009;21:608-614.

Mori T, Amano T, Shimizu H. Roles of gap junctional communication of cumulus cells in
cytoplasmic

maturation

2000 ;62(4):913-919.

of

porcine

oocytes

cultured

in

vitro.

Biol

Reprod.

Mutter LR, Graden AP, Olds D. Successful non-surgical bovine embryo transfer. A I Digest.
1964;12:1150.

Nabenishi H, Ohta H, Nishimoto T, Morita T, Ashizawa K, Tsuzuki Y. The effects of
cysteine addition during in vitro maturation on the developmental competence, ROS, GSH
and apoptosis level of bovine oocytes exposed to heat stress. Zygote. 2012 ;20(3):249-259.

農 林 水 産 省 . 2014 畜 産 統 計 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=
datalist&toukei=00500222&tstat=000001015614&cycle=7&year=20140

農林水産省. 2015 畜産統計 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001138556

Numabe T, Oikawa T, Kikuchi T, Horiuchi T. Production efficiency of Japanese black calves
by transfer of bovine embryos produced in vitro. Theriogenology 2000;54:1409-1420.

Numabe T, Oikawa T, Kikuchi T, Horiuchi T. Birth weight and gestation length of japanese
black calves following transfer of embryos produced in vitro with or without co-culture. J.

Vet. Med. Sci. 2001;63: 515–519.

Ogata Y, Hidaka T, Matzushige T, Maeda T. Comparison of two biopsy methods in bovine
embryos. J Adv Biol Biotech. 2015; 2:16-23.

Ogata Y, Yu G.M, Hidaka T, Matzushige T, Maeda T. Effective embryo prodution from
Holstein cows treated with gonadotropin-releasing hormone during early lactation.

Theriogenology. 2016;86:1421-1426.

Park JY, Su YQ, Ariga M, Law E, Jin SL, Conti M. EGF-like growth factors as mediators of
LH action in the ovulatory follicle. Science. 2004;303(5658):682-684.

Perreault SD, Barbee RR, Slott VL. Importance of glutathione in the acquisition and
maintenance of sperm nuclear decondensing activity in maturing hamster oocytes. Dev

Biol. 1988;125(1):181-186.

Pieterse MC, Kappen KA, Kruip TA, Taverne MA. Aspiration of bovine oocytes during
transvaginal ultrasound scanning of the ovaries. Theriogenology. 1988;30(4):751-762.

Pieterse MC, Vos PL, Kruip TA, Wurth YA, van Beneden TH, Willemse AH, Taverne MA.
Transvaginal ultrasound guided follicular aspiration of bovine oocytes. Theriogenology.
1991; 35: 857–862.

Pincus G, Enzmann EV. The comparative behavior of mammalian eggs in vivo and in vitro.

J Exp Med. 1935; 62(5): 665–675.

Pontes JHF, Nonato-Junior I, Sanches BV, Ereno-Junior JC, Uvo S, Barreiros TR, Hasler
JF, Seneda MM. Comparison of embryo yield and pregnancy rate between in vivo and in
vitro methods in the same Nelore (Bos indicus)donor cows. Theriogenology. 2009;71:690–
697.

Presicce GA, Senatore EM, De Santis G, Stecco R, Terzano GM, Borghese A, De Mauro GJ.
Hormonal stimulation and oocyte maturational competence in prepuberal Mediterranean
Italian buffaloes (Bubalus bubalis). Theriogenology.2002; 57:1877–1884.

Presicce GA. Reproduction in the water buffalo. Reprod. Domest. Anim. 2007;42: 24–32.

Presicce GA, Xu J, Gong G, Moreno JF, Chaubal S, Xue F, Bella A, Senatore EM., Yang X,
Tian XC, Du F. Oocyte source and hormonal stimulation for in vitro fertilization using
sexed spermatozoa in cattle. Vet. Med. Int. 2011;145626.

Pursley JR, Mee MO, Wiltbank MC. Synchronization of ovulation in dairy cows using
PGF2α and GnRH. Theriogenology. 1995;44:915-923.

Richman PG, Meister A. Regulation of gamma-Glutamyl-cysteine synthetase by
nonallosteric Feedback Inhibition by Glutathione. J Biol Chem 1975; 250: 1422-1426.

Schroeder AC, Eppig JJ. The developmental capacity of mouse oocytes that matured
spontaneously in vitro is normal. Dev Biol. 1984;102(2):493-497.

Schroeder AC, Eppig JJ. Developmental capacity of mouse oocytes that undergo
maturation in vitro: effect of the hormonal state of the oocyte donor. Gamete Res.
1989 ;24(1):81-92.

Segaloff DL, Wang HY, Richards JS. Hormonal regulation of luteinizing hormone/chorionic
gonadotropin receptor mRNA in rat ovarian cells during follicular development and
luteinization. Mol Endocrinol. 1990 ;4(12):1856-1865.

Sendag S, Cetin Y, Alan M, Hadeler KG, Niemann H. Effects of eCG and FSH on ovarian
response, recovery rate and number and quality of oocytes obtained by ovum pick-up in
Holstein cows. Anim. Reprod. Sci. 2008;106:208–214.

Shioya Y, Kuwayama M, Fukushima M, Iwasaki S, Hanada A. In vitro fertilization and
cleavage capability of bovine follicular oocytes classified by cumulus cells and matured in
vitro. Theriogenology. 1988;30(3):489-496.

Schultz RM. Regulation of zygotic gene activation in the mouse. BioEssays.
1993;15:531-538.

Sirois J, Fortune JE. Ovarian follicular dynamics during the estrus cycle in heifers
monitored by real-time ultrasonography. Bio Reprod. 1988; 39: 308-317.

Stringfellow DA, Givens, MD. Manual of the International Embryo Transfer Society (IETS).
4th ed. Champaign. 2010; IL: IETS.

Sugie T. Successful transfer of afertilized bovine egg by non-surgical techniques. J Reprod

Fertil .1965;10:197-201.

Sutovsky P, Schatten G. Depletion of glutathione during bovine oocyte maturation
reversibly blocks the decondensation of the male pronucleus and pronuclear apposition
during fertilization. Biol Reprod. 1997;56(6):1503-1512.

Sutton ML, Gilchrist RB, Thompson JG. Effects of in-vivo and in-vitro environments on the
metabolism of the cumulus-oocyte complex and its influence on oocyte developmental
capacity. Hum Reprod Update. 2003; 9:35-48.

Tatemoto H, Sakurai N, Muto N. Protection of porcine oocytes against apoptotic cell death
caused by oxidative stress during In vitro maturation: role of cumulus cells. Biol Reprod
2000;63:805-810.

Thomas RE, Armstrong DT, Gilchrist RB. Bovine cumulus cell-oocyte gap junctional
communication during in vitro maturation in response to manipulation of cell-specific
cyclic adenosine 3',5'-monophosophate levels. Biol Reprod. 2004;70(3):548-556.

Vieira LM, Rodrigues CA, Castro Netto A, Guerreiro BM, Silveira CRA, Moreira RJC,
SaFilho MF, Bo GA, Mapletoft RJ. Superstimulation prior to the ovum pick-up in lactating
and non-lactating Holstein cows. Theriogenology. 2014; 82:318-324.

Warwick BL, Berry RO, Horlacher WR. Results of mating rams to Angora female goats. J

Anim Sci. 1935;1: 225-227

Whittingham DG, Leibo SP, Mazur P. Survival of mouse embryos frozen to -196℃ and
-269℃. Science 1972;178:411-414

Willett FL, Black WG, Casida LE, Stone WH, Buckner PJ. Successful transplantation of a
fertilized bovine ovum. Science 1951;113:247.

Wilmut I, Rowson LEA. Experiments on the low-temperature preservation of cow embryos.

Vet Res 1973;92:686-690.

Yamauchi N, Nagai T. Male pronuclear formation in denuded porcine oocytes after in vitro
maturation in the presence of cysteamine. Biol Reprod. 1999; 61: 828-833.

Yanagimachi R. The movement of golden hamster spermatozoa before and after
capacitation. J Reprod Fertil. 1970 ;23(1):193-196.

Yanagimachi

R,

1963;200:281-282.

Chang

MC.

Fertilization

of

hamster

eggs

in

vitro.

Nature.

