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1 

 

 

 

哺乳動物における体外受精研究の歴史は古く, 19 世紀初めから開始されてい
る。最初の体外受精による産子獲得の成功例は，1954 年に Thibault らによりウ
サギにおいて報告された (Thibault et al., 1954)。ヒトの体外受精研究は 1940年代
から開始され, 臨床応用されたのは 1971年の Edwardsらの試みが最初であった 

(Edwards & Sharpe, 1971)。1978年に英国において世界で初めての体外受精児が
誕生した (Edwards & Steptoe, 1978)。さらに, 顕微授精である ICSIについては，
1992年に Palermoらが妊娠の成功を報告した (Palermo et al., 1992)。 
 

 本邦においては 1983 年に東北大学によって初の体外受精児が誕生し (Suzuki 

et al., 1983), 1994年には初の顕微授精児が誕生した (Hoshi et al., 1994)。体外受精
や顕微授精は, 高度生殖補助医療技術 (Assisted reproductive technology：ART) と
称され, 今や最も有効な不妊治療法となった (Suzuki, 2014)。日本産科婦人科学
会の報告によると, 2010年には 37人に 1人 (全出生児の 2.7%) であった体外受
精児の割合も 2017 年には 16 人に 1 人 (全出生児の 6.3%) で, その出生児数は
56,617 人と, 本邦において全出生児に対する体外受精児の割合は年々増え続け
ている (Ishihara et al., 2018)。 

 
 ART において, 卵胞をホルモンで刺激することにより複数の卵子を採取し, 

体外受精または顕微授精により得られた複数の胚の中から, より妊孕性の高い
胚を選択して子宮内へ移植する。初期分割胚では, 形態的な観察のみで胚の品質
を評価することは難しい。現在, 培養環境や培養液の進歩により, 着床前の胚盤
胞まで，胚を体外培養することが可能となった。このことから, 胚盤胞への発生
を胚の品質評価のひとつの方法として, 体外受精施設において広く用いられる
ようになった。 
 

 体外培養により発生した胚盤胞の形態については, 妊娠率と相関があること
が報告されている (Gardner et al., 2000)。胚盤胞の形態学的評価の方法として広
く用いられているのは Gardner分類である (Gardner et al., 1999)。この評価方法
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は胞胚腔の広がりと孵化の程度によって 1-6までの 6段階のスコアを付け, 内細
胞塊 (inner cell mass：ICM) の大きさ 3段階と栄養芽細胞 (trophectoderm：TE) の
数について 3段階を評価する方法である。しかし, 体外で発生した胚盤胞の染色
体の数的異常は年齢の上昇と共に頻度を増すことや (Franasiak et al., 2014), さ
らに形態的に良好な胚盤胞でさえも 50%以上が染色体の数的異常を持った胚で
あるという報告もある (Capalbo et al., 2014)。よって, 胚盤胞の形態学的評価だ
けでの移植胚の選択には限界がある。 
 

 胚盤胞の染色体異数性を調べる方法としては着床前胚異数性検査
(Preimplantation genetic testing aneuploidy：PGT-A) が知られており, 欧米を中心
に世界中で行われている (Kemper et al., 2019）。PGT-Aは胚盤胞の栄養芽細胞 

(TE) を複数個採取し, それを材料として胚の染色体異数性を検査する方法で
ある。以前は FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) 法を用いた検査方法が用
いられていたが, 調べられる染色体数に限りがあることや, 技術的に難しいこ
ともあり, その診断精度は低く, 着床率は改善されなかった (Mastenbroek et al., 

2011)。近年, ゲノム解析技術の進歩もあり, マイクロアレイや次世代シーケン
ス (Next gene sequencing：NGS) などの網羅的ゲノム解析との組み合わせによ
って, 全染色体がスクリーニングできるようになった。PGT-Aの検査の精度は, 

数十年前に比べ格段に向上しており , 着床率の改善も報告されている 

(Murugappan et al., 2016, Simon et al., 2018)。 
 

 しかし，我が国においては現在, 着床前胚異数性検査 (PGT-A) に関しては容
認されていないことに加え, 検査のために胚盤胞の TEを一部採取することによ
る胚への侵襲が懸念される。現代の ART において, 非侵襲的に胚の品質を評価
する方法の確立が必要とされている。 
 

 タイムラプス装置は胚をインキュベータから取り出すことなく, 連続的に撮
影することを可能した装置である。近年の ART施設におけるタイムラプス装置
の普及は目覚ましく, 大型のインキュベータ内へ設置するタイプのものからイ
ンキュベータと撮影装置が一体となったタイプのものなど様々なタイプが販売
されている。 
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タイムラプス装置の有用性は多数報告されている  (Mio & Maeda., 2008, 

Kirkegaard et al., 2012)。主に 2つの有用性があるとされる；まず 1つはインキュ
ベータから胚を取り出すことなく胚の観察が可能になったことである。従来の
胚観察は観察の都度, インキュベータから胚の入った容器を取り出し, 顕微鏡
で観察する定点観察であったため, 外気に晒されることによる胚にストレスを
与えてしまうリスクがあった。タイムラプス装置を用いた胚培養はインキュベ
ータ外へ胚を取り出すことなく胚観察ができるため, より体内に近い環境での
胚培養を可能にし, 培養成績も向上している (Meseguer et al., 2012)。 
 

 もう 1 つは連続撮影することによる胚の発生動態の観察や発生時間の観察が
可能になったことである。胚発生における各タイムポイントまでの時間を解析
することで, その後の胚盤胞形成を予測した報告 (Azzarello et al., 2012, Rubio et 

al., 2012, Kirkegaard et al., 2013a, Cruz et al., 2012) や着床や妊娠を予測した解析
が報告されている (Meseguer et al., 2011)。このようにタイムラプス装置は撮影し
た画像を基に複数ある胚から品質の高い胚を選択するための重要な情報を取得
することを可能にした。 
 

 しかし, タイムラプス解析による多くの報告があるにも関わらず, 胚発生や
妊娠を予測する指標やその基準については明確に制定されておらず, 国際間は
もとより ART実施施設間の比較は非常に困難である。イスタンブールコンセン
サスはそのような問題を解決すべく定義された国際指標であるが (Balaban et al., 

2011), 施設間での培養環境の違いや, 採取される卵子や精子の品質, 使用する
培養液などに差があるために, 統一基準を制定することには無理がある。 
 

 このような問題を解決するため, マウス卵子・精子を用いて，タイムラプス装
置による胚の発生スピード時間に影響する要因を明らかすることは重要と考え
た。胚発生スピードには，男性側の要因として，精子の洗浄液や処理液の種類，
処理時間による精子染色体異常との関連，女性側の要因として，体外操作や培
養，ガラス化凍結保存による卵子や胚の品質の低下の影響が考えられる。しか
し，ヒトの卵子や胚を使用した研究の倫理的制約があり，各要因を明確にする
ことは非常に難しい。そのため，マウスを用いた解析研究の意義は大きい。そ
のことは，ヒト胚の品質を評価する上での影響要因を限定する上で, ヒト胚の品
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質評価の予測に有益である。 
 

 以上のことから, 本研究では, タイムラプスを用いたヒト胚の非侵襲的な評
価方法を確立することを目的に, まずマウス卵子を用いて, 精子染色体異常や, 

卵子のガラス化凍結保存による機能低下が胚発生と発生時間に及ぼす影響をタ
イムラプス装置によって検討し, 胚の品質を評価できる有効な指標を探索した。
次いで, マウス実験より得られた結果をヒトに応用し, タイムラプス装置を用
いた新たなヒト胚の非侵襲的な品質評価の指標とその基準を明らかにした。 
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第二章 タイムラプスモニタリングによる胚の品質評価： 
マウスモデルを用いた解析 
 

第一項 超音波処理によるマウス精子染色体異常が胚発生と発生時間に及ぼ
す影響：タイムラプスを用いた検討 
 

 卵細胞質内精子注入法 (Intracytoplasmic sperm injection：ICSI，顕微授精) は実
験動物の生殖工学だけでなく, ヒトの生殖補助医療においても広く用いられて
いる (Palermo et al., 1992)。ICSIの歴史は Uehara & Yamagimachi (1976) によるヒ
トやハムスターの精子をハムスター卵子に注入することで雄性前核が形成した
との報告から始まり, マウスにおいて, Kimura & Yamagimachi (1995) はピエゾ
マイクロマニュピレータを用いることで, ICSI による産仔を得ることに成功し
た。 
  

 ヒトにおいては , ICSI による生児の獲得が 1992 年に初めて報告された 

(Palermo et al., 1992)。ヒト不妊治療における ICSIは重度の男性不妊症や体外受
精では受精しない受精障害に主に用いられており, 理論上, 精子が 1個でもあれ
ば受精卵を得ることが可能となった。その一方で, DNAの状態が完全な精子を, 

形態的に選別することは難しく, その選別方法は未だ確立されていない。精子の
DNA損傷は精液中から精子を遠心分離する際や, 遠心分離後の時間経過に伴い, 

起こることが知られている (Wright et al., 2014)。 

 

 したがって, DNA を損傷した精子であっても高い確率で受精卵が得られる可
能性があり, 精子の DNA の損傷は, 体外受精や ICSI において, 精子の DNA 損
傷が受精や胚発生, 胚の品質, 流産に影響を及ぼすことが知られている (Nagy 
et al., 1995, Tesarik et al., 2005, Benchaib et al., 2003, Zini et al., 2008, Larson-Cook et 

al., 2003, Avendano et al., 2010.)。 

 

 タイムラプス装置により, インキュベータから胚を取り出すことなく, 胚の
発生動態や分割速度の観察が可能となった (Mio & Maeda, 2008, Kirkegaard et al., 

2012)。精子染色体の状態が明確なマウス精子を用い, ICSI から胚盤胞発生まで
の過程をタイムラプス装置により連続観察することで, 発生スピードと精子染
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色体の状態の関連を解析することは, 男性不妊の問題の解決の糸口となる可能
性がある。 
 

 マウス精子の超音波処理は, ピエゾパルスを使用せずに精子の尾部と頭部を
簡単に分離できる方法として知られている (Kuretake et al,. 1996)。しかし, 超音
波処理は精子染色体異常の頻度を増加させる可能性がある。これまでに，マウ
ス精子は超音波処理による物理的な影響でなく，超音波処理後の時間経過に伴
い，Ca依存性 DNaseが活性化され, 精子染色体の断片化が引き起こされると報
告されている (Tateno et al., 2000)。従って, 超音波処理マウス精子の染色体の安
定性は, 超音波処理される溶液に依存する。凍結乾燥精子においては, 50 mM 

EGTAおよび 50 mM NaCl (Tris-HCl EGTA)を含むTris-HCl緩衝液にマウス精子を
懸濁することで, 凍結保護剤なしで凍結乾燥あるいは凍結することができ, 染
色体の正常性も保たれることが報告されている (Kusakabe et al., 2008)。一方で, 

Ca を含んだ溶液で精子を凍結乾燥すると, 染色体異常が頻発する (Kusakabe et 
al., 2001)。超音波処理においては, ゴールデンハムスターで, Tris-HCl EGTAで超
音波処理した精子の精子染色体の完全性が維持されることが報告されているが 

(Morishita et al., 2019), マウス精子でその効果は明らかではない。 
 

 本実験では, Tris-HCl EGTAが超音波処理においてマウスの精子染色体の完全
性を維持できるかどうかを検討した。さらに超音波処理および凍結融解した染
色体異常の頻度が低い，または高いマウス精子頭部を使用し, ICSIにより受精し
た卵子の胚発生と発生スピードをタイムラプスにより観察することで, 精子染
色体損傷と胚の第一卵割までの発生動態パラメータの関係を検討した。 
 

 

材料および方法 
 

 

 本実験は, 県立広島大学の倫理委員会で承認され, 県立広島大学動物実験指
針並びに文部科学省が定めるガイドラインに従って実施した。(第 18A-013) 
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供試動物 
 

本実験には, B6D2F1マウス (CLEA Japan, Tokyo, Japan) を用いた。マウスは温
度 25±1 ºC, 相対湿度 50±10%, 照明時間 12時間明期と 12時間暗期の点灯サイク
ル下 (明期開始, 6:00am) で飼育管理された。また, 飼料 (DC-8, CLEA Japan, 

Tokyo, Japan) と給水は自由摂取とした。 

 

 

マウス未受精卵子の採取とヒアルロニダーゼによる卵丘細胞の除去 
 

 B6D2F1 雌マウス  (8-12 週齢) に妊馬血清性性線刺激ホルモン  (Pregnant 
mare’s serum gonadotropin: PMSG; Serotropin, Asuka Pharmaceuticals, Tokyo, Japan) 

7.5 IU を腹腔内投与後, 48-52 時間にヒト絨毛性性線刺激ホルモン (human 
chronic gonadotropin: hCG; Gonadotropin, Asuka Pharmaceuticals, Tokyo, Japan) 7.5 

IUを投与した。hCG投与後 15時間に雌マウスを頚椎脱臼によって屠殺し, 卵管
膨大部より卵丘細胞-卵子複合体 (Cumulus oocyte complexes：COC) を採取した。
採取したCOCは250 IU/mlのヒアルロニダーゼ (Hyalurinidase, H-3506, Sigma, St. 

Louis, MO, USA) 溶液に約 1分間浸漬し, ピペッティング操作により機械的に卵
丘細胞を除去し, 第一極体の放出の有無を実体顕微鏡にて判定した。 
 

 

マウス精子の採取と超音波処理による精子頭部の調整 
 

 B6D2F1 雄マウス (12-16 週齢) の精巣上体尾部より精子塊を採取し, M2+1 

mg/mLウシ血清アルブミン (albumin from bovine serum; BSA, essentially fatty acid 

free, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) (M2 medium) または 50 mM EGTA (Sigma 

Aldrich, St. Louis, MO, USA) 添加 10 mM Tris-HClバッファー (Tris-HCl EGTA：
EGTA solution) で懸濁し, 37.5 ºC, 空気下 5%CO2の気相条件で 5分間インキュベ
ートした。次いで精子懸濁液を 500 rpmで 5分間遠心洗浄し, 上清を取り除いた。
再び, 1 mlの M2 mediumまたは EGTA solutionを加え, 超音波ホモジナイザー 

(ULTRA HOMOGENIER VP-5s; TITEC, Japan) の先端を精子懸濁液に浸けて, 氷
中で Output 50%で 5秒間処理し, 精子頭部と尾部を分離した。超音波処理した精
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子は約 100 µlずつ凍結ストローに分注し, -196 ºCの液体窒素中で凍結保存した。
凍結保存した精子は ICSI直前に 25 ºCで融解し, 使用した。 
 

 

未受精卵子のガラス化凍結融解 
 

 ガラス化凍結の溶液は mHTF (Irvine Scientific, Santa Ana, CA, USA) と 20%の
SSS (Irvine Scientific, Santa Ana, CA, USA) を基礎培地とし, 7.5% (v/v) の EG 

(Ethylene Glycol, SIGMA-Aldrich, St. Louis, MO, USA) と 7.5% (v/v) の DMSO 

(Dimethyl Sulfoxide, Nacalai Tesque Inc., Kyoto, Japan) を含んだ平衡化液を使用し
た。さらに, mHTFと 20%の SSSを基礎培地とし, 15% (v/v) EG，15% (v/v) DMSO

と 0.5 M Sucroseを含んだガラス化液を使用した。B6D2F1マウスの卵管から採
取した未受精卵子 (MII 期卵子) は 10 または 20 個ずつ室温の平衡化液へ 15 分
浸漬し, 平衡化した。平衡化後, ガラス化液へ 1 分浸漬し, 凍結用デバイスであ
るクライオトップ (Kitazato Supply, Fujinomiya, Japan) に未受精卵子を乗せて，
-196 ºCの液体窒素中に直接投入し, 凍結保存した。 
 

 融解は, 38 ºCのホットプレート上に静置した 1.0 M Sucrose溶液にクライオト
ップの先端部を 1分間静置させて行った。次いで, 0.5 M Sucrose溶液に 5分間, 

0.25 M Sucrose溶液に 5分間浸漬させ, 20% SSS添加 mHTFで 5分間洗浄した。 
 

 

マウスの顕微授精 (ICSI) 
 

 マウス ICSIは, 倒立顕微鏡 (ECLIPSE Ti-U, Nikon, Japan) に 3次元微動油圧マ
イクロマニュピレーター (Narishige Inc., Japan) とピエゾインパクトドライブ 

(MB-U, Prime tech Ltd., Japan) を組み合わせたシステムを用いて実施した。ピエ
ゾ駆動ユニットはコントローラー (PMAS-ET150, Prime tech Ltd., Japan) によっ
て駆動された。外径 7 µm, 内径 5.95 µmのピペット (PINU07-20FT, Prime tech Ltd., 

Japan) にフロリナート (FC-770, 3M, Prime tech Ltd., Japan) を約 7 µl注入し, エ
アインジェクター (IM-11-2, Narishige Inc., Japan) に取り付けた。凍結融解した
精子頭部を7%PVP (Irvine Scientific, Santa Ana, CA, USA) と1:1で混和し, 使用し
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た。次いで, マウス未受精卵子の入った 10% SSSを含むm-HTFのドロップで, 卵
子の細胞質が動かない程度に保定用ピペットで吸引固定し, 精子注入用ピペッ
ト先端を透明帯表面に接触させ, 数回のピエゾパルスによって透明帯を通過さ
せた (Speed 2, Intensity 2)。さらに, 注入ピペットの先端を卵子の深部まで進め, 1

回のピエゾパルス (Speed 1, Intensity 1) によって卵細胞質膜を破膜し, 精子頭部
を卵細胞質内に注入した。 

 

 

胚培養と観察 
 

 ICSI卵子は, 37.0 ºC, 6%CO2, 5%O2, 89%N2の気相条件下で, ミネラルオイル 

(Irvine Scientific, Santa Ana, CA, USA) で覆った 50 µlの培養液ドロップに 10-20

個ずつの胚を配置し培養した。ICSI 施行 5 時間後に実体顕微鏡によって前核形
成を観察した。ICSI施行後 24時間後に 2細胞期胚への発生を確認し, 48時間後
に 4細胞期, 72時間後に 8細胞期, 90時間後に胚盤胞への発生を観察した。 

 

 

マウス精子頭部の ICSIによる精子染色体分析 
 

 マウス精子の染色体分析のため, 過剰排卵誘起した雌マウスから未成熟卵子
を採取した。B6D2F1 マウス  (8-12 週齢) に妊馬血清性性線刺激ホルモン 

(Pregnant mare’s serum gonadotropin: PMSG; Serotropin, Asuka Pharmaceuticals, 

Tokyo, Japan) 7.5 IU, 48 時間後にヒト絨毛性性線刺激ホルモン (human chronic 

gonadotropin: hCG; Gonadotropin, Asuka Pharmaceuticals, Tokyo, Japan) 7.5 IU を腹
腔内注射し, 過剰排卵を誘起した。hCG投与後 15時間後に雌マウスを頸椎脱臼
により屠殺して, 卵管を切り出し, 37ºC に温めた HEPES Global Total Medium 

(Astec, Fukuoka, Japan) 中で卵管膨大部を裂き, 排卵卵子を採取した。 

 

 マウス卵子における精子の染色体分析は, Kishikawa et al. (1999) の報告に従
って実施した。まず, 雌雄前核の中央への移動と第一卵割を阻止して染色体像を
出現させるため, ICSI後 5時間に 2極体 2前核が認められた受精卵を 0.01 µg/ml

ビンブラスチン (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) 添加, Global Total Medium
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に移し, 16時間培養した。 
 

 染色体標本の作製は, Kamiguchi & Mikamo (1986) の方法に従い実施した。ま
ず , 細胞分裂中期で停止処理した ICSI 卵子を , 7%プロネース  (Kaken 

Pharmaceutical CO., LTD, Tokyo) で約 5分間処理し, 透明帯を溶解した。ついで, 

透明帯除去卵子を 30%FBS添加 1%クエン酸ナトリウム溶液に移し, 室温で 7分
間静置し, 低張処理を行った。低張処理した卵子は, 固定液 I (メタノール：酢
酸：ミリ Q水＝5：1：4) で 5分間固定後, 少量の固定液 I と共に卵子をスライ
ドガラス上に置き貼り付け, 固定液 II (メタノール：酢酸＝3：1) を加え再度固
定し, 固定液 II で満たされた染色瓶にこのスライドガラスを完全に浸漬した。
染色瓶の中で 5-10分浸漬した後, 固定液 III (メタノール：酢酸：ミリ Q水＝3：
3：1) で満たされた染色瓶に 1分間浸漬し, 温湿風で乾燥し, 染色体標本とした。
作成した染色体標本は, 2%ギムザ溶液 (Merck, Darmstadt, Germany) で 8分間染
色した。染色体標本は 600倍で顕微鏡観察を行った。 
 

 

タイムラプスモニタリングによる培養と分析 
 

 ICSI で受精した胚は Global total (Astec, Fukuoka, Japan) を使用して 6%CO2, 

5%O2, 89%N2で 5日間, タイムラプス専用の Dish (WOW dish; Vitrolife, Denmark) 

で培養し, 胚盤胞への発生を評価した。それらの胚は加湿タイプのインキュベー
タに装備したタイムラプスシステム (Primo Vision; Vitrolife, Denmark) により個
別に撮影した。150 µlのドロップで 1-16個の胚を培養した。胚の画像をタイム
ラプスにより 10分間隔で自動撮影し, 第一卵割までの 4つのイベントについて
正確に記録した。 
 

 第一卵割までの 4 つのイベントと定義は次の通りとした。第二極体放出：囲
卵腔内に第二極体が放出されたタイミングを第二極体放出。前核出現：卵細胞
質内に雌雄両前核が出現したタイミング，前核消失：卵細胞質内から雌雄両前
核が完全に消失したタイミング，第一卵割：1細胞から 2細胞へ完全に分裂した
タイミング。 
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実 験 計 画 
 

 

実験 1. 超音波処理溶液が精子頭部の染色体の正常性へ及ぼす影響 
 

 M2 medium (M2) または Tris-HCl EGTA (EGTA)の溶液を使用して超音波処理
し, 凍結保存したマウス精子頭部の染色体の正常性をマウス卵子への ICSI によ
る染色体分析により調べた。 
 

 

実験 2. 精子染色体の異常が ICSI後の胚発生と胚盤胞の細胞数に及ぼす影響 
 

 M2または EGTAを使用して超音波処理，凍結保存した精子を用いて ICSI を
行い, その後の胚盤胞への発生率と 90 時間後の胚盤胞の総細胞数を比較した。
本実験は，実験１から M2 または EGTA を用いた超音波処理により染色体異常
が高頻度な精子群 (M2) と低頻度な精子群 (EGTA) になることの結果に基づき，
この 2群の精子を用いて ICSIによる発生率を比較した。 
 

 

実験 3. 精子染色体の異常が ICSI後の初期卵割スピードに及ぼす影響 
 

 実験 2 と同様に染色体異常が高頻度な精子群と低頻度な精子群の 2 群の精子
を用いて ICSIを行い, タイムラプスにより第一卵割までの発生時間を解析した。 
 

 

統計処理 
 

 統計的比較には, GraphPad Prism 5.0 software (GraphPad Inc., San Diego, CA, 

USA) を用いた。各区の比較には chi-square test または Fisherの正確確率検定を
用いた。タイムラプスの時間の統計的比較には , Student’s t-test または
Mann-Whitney U testを用いた。統計的な有意差判定に用いた P値は 5%水準とし
た。 
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結 果 
 

 

実験 1. 超音波処理溶液が精子頭部の染色体の正常性へ及ぼす影響 
 

 超音波処理したマウス精子をマウス卵子に ICSIすることで，精子染色体を分
析した (Table 1)。雌雄の染色体が 40本あることで正常と判断した (Figure 1A）。
正常な染色体の割合はM2よりも EGTAで有意に高かった (90.6% vs. 32.7%; P < 

0.01）。超音波処理の溶液として，EGTA を用いることにより精子染色体の完全
性が維持された。また，観察された染色体異常のほとんどは構造異常であった  

(Figure 1B)。 
 

 

実験 2. 精子染色体の異常が ICSI後の胚発生と胚盤胞の細胞数に及ぼす影響 
 

 M2または EGTAの 2種類の溶液を用いて超音波処理，凍結保存したマウス精
子頭部の ICSI後の胚盤胞への発生率を Table 2に示した。本実験に使用したガラ
ス化凍結・加温後の卵子の生存率は各 95.0%，93.3%となり，同様であった。M2

と EGTA区の ICSI後の 2細胞期胚率は各 93.0%, 92.9%, 4細胞期胚率は各 81.1%, 

88.5％となり, 有意な差はなかった。8 細胞期胚率は各 62.3%, 88.5%, 胚盤胞へ
の発生率は各 39.6%, 80.8%となり, いずれも EGTA区で有意に高かった。しかし, 

培養 90時間後の胚盤胞の総細胞数は各 72.8±2.9個，73.2±3.9個であり, 2群間で
有意な差はなかった (Table 3)。 
 

 

実験 3. 精子染色体の異常が ICSI後の初期卵割スピードに及ぼす影響 
 

 M2または EGTAの 2種類の溶液を用いて超音波処理後，凍結保存したマウス
精子頭部 (M2：染色体異常の高頻度な精子群，EGTA：染色体異常の低頻度な精
子群) の ICSI における第一卵割までの発生時間をタイムラプス装置によって観
察した (Table 4)。M2 区と EGTA 区における第二極体の出現時間 (2PB) は各
1.8±0.10時間, 1.9±0.08時間, 前核出現時間 (PNa) は各 4.6±0.17時間, 4.5±0.15時
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間で, 有意な差は無かった。前核消失時間 (PNd) は各 15.8±0.54時間, 14.5±0.17

時間となり, EGTA 区で有意に早く，M2 区で有意に遅延した。第一卵割の時間 

(2-cell) も各 18.4±0.46 時間, 16.5±0.21 時間となり, M2 区で有意に遅延した 

(Figure 2)。2PBから PNaまでの時間は各 2.8±0.10時間, 2.6±0.11時間となり，有
意な差はなかった。PNaから PNdまでの時間は各 11.6±0.53時間, 10.0±0.13時間, 

PNdから 2-cellまでの時間は各 2.5±0.11時間, 2.0±0.10時間となりM2区で有意
に遅延した。 
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Table 1 Chromosomal analysis of mouse spermatozoa that were sonicated and 

frozen-thawed in M2 medium or EGTA solution; then, injected into fresh mouse 

oocytes. 

Medium used  

for sonication 

and storage 

 No. (%) of oocytes 

with a normal 

karyotype 

No. of oocytes with 

chromosome aberrations† No. of zygotes 

analyzed Structural Aneuploidy 

M2 49 16 (32.7)* 32 1 

EGTA 53 48 (90.6)* 4 1 

EGTA: 100 mM Tris-HCl-buffered solution + 50 mM EGTA. †Structural chromosome 

aberrations included chromosome/chromatid-type breaks and exchanges.  

*Significant difference (P < 0.01) from the EGTA group, based on Fisher’s exact 

probability test and the chi-square test. 
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Figure 1 Chromosomes of frozen-thawed mouse spermatozoa sonicated in EGTA

solution (A) or M2 medium (B) evaluated by injection into mouse oocytes. (A) Normal 

chromosomes having 40 from two pronuclei of sperm and oocyte origin. (B) Abnormal

chromosomes are likely to sperm origin. Arrows refer to chromosome fragments 

derived from chromosome break.
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Table 2 In vitro development of mouse oocytes fertilized by intracytoplasmic injection of sperm heads that were sonicated and 

frozen-thawed in M2 medium or EGTA solution. 

Medium used 

for sonication 

and storage* 

No. of oocytes 

injected with 

sperm  

No. (%) of oocytes 

that survived after 

ICSI  

 

2-cell 

No. (%) of embryos developed to† 

4-cell 8-cell Blastocyst 

M2 60 57 (95.0)a 53 (93.0)a 43 (81.1)a 33 (62.3)a 21 (39.6)a 

EGTA 60 56 (93.3)a 52 (92.9)a 46 (88.5)a 46 (88.5)b 42 (80.8)b 

*In this experiment, we used mouse vitrified-warmed oocytes. EGTA: 100 mM Tris-HCl buffered solution + 50 mM EGTA. 
†The percentage of embryos per 2-cell embryos. 
a, b Different superscripts indicate a significant difference (P < 0.01), based on Fisher’s exact probability test and the chi-square test; 

2-cell: first division; †Gives the numbers of embryos that developed to a from b, written as a/b; 4-cell: second division; 8-cell: third 

division. 
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Table 3 Total cell numbers of mouse blastocysts 90 h after intracytoplasmic 

injection of sperm heads that were sonicated and frozen-thawed in M2 medium 

or EGTA solution. 

In this experiment, we used mouse vitrified-warmed oocytes. 

EGTA: 100 mM Tris-HCl-bufferred solution +50 mM EGTA. The results were pooled 

from 3 repeats of experiments.   

* N.S.: no significant difference. For comparison between two groups, student’s t test 

was used. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medium used �  Total cell  

for sonication No. of blastocyst number of blastocysts 

and storage analyzed  Mean�SEM 

M2 11 72.8�2.9* 

EGTA 19 73.2�3.9* 
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Table 4 First division kinetics of mouse oocytes fertilized by intracytoplasmic injection 

of sperm heads that were sonicated and frozen-thawed in M2 medium or EGTA 

solution. 

In this experiment, we used mouse vitrified-warmed oocytes. 

* P < 0.01 was considered significant, based on the student’s t test; N.S.: no significant 

difference. 

 

 

 

 

 

 

 

No. of oocytes analyzed 

M2 EDTA 

 68 �  55 

Developmental stage Mean [±SD] time to each stage (h) P-value* 

2nd polar body (2PB) 1.8 [±0.10]  1.9 [±0.08] N.S. 

Pronuclear appearance 

(PNa) 
4.6 [±0.17]  4.5 [±0.15] N.S. 

Pronuclear disappearance 

(PNd) 
15.8 [±0.54]  14.5 [±0.17] <0.05 

First division (2-cell) 18.4 [±0.46]  16.5 [±0.21] <0.01 

2PB to PNa 2.8 [±0.10]  2.6 [±0.11] N.S. 

PNa to PNd 11.6 [±0.53]  10.0 [±0.13] <0.01 

PNd to 2-cell 2.5 [±0.11]  2.0 [±0.10] <0.01 
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Figure 2 First division kinetics of embryos fertilized with an intracytoplasmic sperm 

injection (ICSI) of frozen-thawed mouse spermatozoa, after sonication in M2 medium 

or an EGTA solution. Time-lapse images show the different stages of embryo 

development (top) and the times to reach each stage (bottom). Comparison of the times 

to reach different developmental stages for the two groups. PN: pronuclei. P < 0.01, 

Mann–Whitney U test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICSI

PN appearance PN disappearance

Time to first division from ICSI

First division

EGTA

M2 18.4 h

P < 0.01

16.5 h

Sperm
groups

Time to PN disappearance from ICSI

P < 0.05

D
ev

el
op

m
en

ta
l t

im
e 

(h
)

4.5�0.15 h

2.5�0.11 h4.6�0.17 h

10.0�0.13 h

11.6�0.53 h

2.0�0.10 h

D
ev

el
op

m
en

ta
l t

im
e 

(h
)

M2 EGTA M2 EGTA



�

20 
�

考 察 
 

 

 本項では, タイムラプス装置により, 第一卵割時間を正確に測定し, 超音波処
理によって生じた精子染色体異常は，ICSI から前核消失時間，そして，第一卵
割までの時間を遅延させることを示した。一方で，マウス精子の超音波処理に
おける EGTA の使用は，精子染色体の正常性を高い割合で保つことを明らかに
した。 
 

 マウスにおいて, 精子染色体の異常が DNA の複製を遅延させ, 細胞周期と分
裂の長さに影響を及ぼすことが報告されている (Yamauchi et al., 2012)。さらに, 

卵子には DNA の損傷が起きた場合に分裂過程でその損傷を修復する作用が備
わっていることも知られている (Gawecka et al., 2013, Menezo et al., 2010)。本実
験の結果は, M2を用いて超音波処理した精子が重度の染色体損傷を起こしてい
たため, DNA の複製が行われる前核消失から第一卵割に影響し, 第一卵割の時
間が遅延した可能性が考えられる。 
 

 M2で超音波処理し, 凍結融解した精子頭部を ICSIした受精卵子の体外での胚
盤胞への発生率は EGTA と比べ有意に低下した。本実験で観察された染色体の
損傷は, 光学顕微鏡で観察できる比較的大きな異常であった。精子染色体の重度
の損傷を持った精子を用いた場合, 8 細胞期胚への発生率, 胚盤胞への発生率は
損傷がない精子に比べ有意に低くなったことから, 精子の染色体の完全性が胚
発生に強く影響することが明らかとなった。さらに M2 または EGTA の 2 細胞
期胚あたりの胚盤胞への発生率  (Table 2) は , 精子染色体の完全性の割合 

(Table 1) と同様であった。本実験では, 分割期胚と胚盤胞の染色体正常性につい
ては調べていないが，EGTA区と比べM2区の胚盤胞への到達時間は有意に遅延
した (88.9時間 vs. 84.0時間, P < 0.01)。超音波処理した精子の染色体異常は, 顕
微鏡下で観察できない異常もある可能性があり, 胚盤胞の到達時間を遅らせた
可能性も考えられる。胚盤胞に発生した胚の正倍数性については，ヒト胚で行
われている着床前胚異数性検査 (PGT-A) のような遺伝子全配列の解析を必要
とするのかもしれない。 
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 タイムラプスによる分析により, ヒト胚において, 第一卵割のタイミングは
胚の発生や妊娠に影響することが以前より報告されている (Lundin et al., 2001, 
Bos-Mikich et al., 2001, Salumets et al., 2003, Giorgetti et al., 2001, Isiklar et al., 2002, 

Fenwick et al., 2002, Shoukir et al., 1997, Sakkas et al., 1998, Montfoort et al., 2004)。
第一卵割を制御するメカニズムについては完全には明らかにされていない。
Tomari et al. (2011) は紡錘体の形態と第一卵割時間との関連を報告している。さ
らに Gawecka et al. (2013) また Esbert et al. (2018)はヒト精子の DNA断片化が第
一卵割時間に影響することを報告している。DNAの損傷のない精子を形態学的
に評価する方法については未だ確立されていない。本研究において, ICSIに使用
する単一の精子の DNAの状態を形態的に評価することはできないが, 胚発生の
動態と発生率の解析により精子側の影響を評価できる可能性があることを新た
に示した。さらに, タイムラプスにより観察できる第一卵割の正確なタイミング
は客観的, かつ非侵襲的に胚の品質を評価できる指標となることが示唆された。 
 

 本実験では, EGTA を超音波処理溶液として用いることによって, マウス精子
頭部の染色体の完全性を維持できることが明らかとなった。また, 超音波処理し
た溶液が精子染色体の完全性に影響することを見出した。M2または EGTAを用
い超音波処理した精子頭部をマウス卵子に ICSI することにより, 染色体の完全
性を評価した。M2を使用して精子を超音波処理した場合, マウス精子染色体に
重度な損傷が見られたが, EGTA を使用した場合, 染色体の損傷はほとんど観察
されなかった。この染色体の重度な損傷は, 超音波処理または凍結融解処理のよ
うな物理的な損傷ではなく, 超音波処理後または融解後の DNase の活性化によ
る可能性が高いと考えられる。マウス精子には，Ca依存性 DNaseが存在するこ
とが報告されている (Mione et al., 1997)。 

 

 EGTA で超音波処理した場合, 凍結前と, 融解後の Ca のキレート作用により, 

精子の DNase の活性化を阻害し, 精子頭部の染色体の安定性を高めた。反対に, 

1.71 mMの Caを含むM2は超音波処理中, または融解後の精子染色体の完全性
を維持する効果は低かった。 
 

 EGTA は超音波処理後の精子を凍結保護剤なしで, 精子染色体の完全性を維
持したまま, 保存できる溶液であることが明らかとなった。この保存方法によっ
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て ICSI に使用する精子を少数の雄から収集し, 凍結保護剤なしで多くの精子を
液体窒素中に保存することができる。さらに, 超音波処理は, 精子の頭部と尾部
をピエゾパルスで分離する必要がないため, 卵細胞質内への注入を非常に短時
間で終えることができる。このことは，遺伝子資源としてのマウス精子頭部を
容易に保存でき，ICSIによって個体へと再生できる可能性を示している。 
 

 結論として, Tris-HCl EGTAは超音波処理におけるマウス精子の精子頭部の染
色体の完全性を維持できることが明らかとなった。さらに, M2で超音波処理し
た染色体異常頻度の高い精子は, ICSI 後の前核消失と第一卵割のタイミングを
大幅に遅延させ, その後の胚盤胞発生率を低下させた。この結果は, タイムラプ
ス装置を使用した前核消失のタイミングと第一卵割のタイミングが，精子染色
体の完全性を予測するための有用な指標であることを新たに明らかにした。 
�
�
�
�
�
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第二項 マウス卵子のガラス化凍結保存による機能低下が胚発生と発生時間
に及ぼす影響：タイムラプスを用いた発生動態の観察 
 

 現在，配偶子 (精子・卵子) や受精卵 (胚) の凍結保存は，生殖補助医療にお
いて，必須の技術である。我が国において，凍結融解胚を用いた移植は年々増
加しており，体外受精で産まれてくる子供のうち半数以上が凍結融解胚移植に
よる出生児である。 
 

 凍結の歴史は長く，1949年に Polgeらによる，凍結保護剤 (耐凍剤) の発見か
ら始まり (Polge et al., 1949)，1972年にはWhittinghamらによって，マウス胚の
凍結保存の成功が初めて報告された (Whittingham et al., 1972)。ヒト胚において
は，1983年に Trounson & Mohrが初めて，受精卵を凍結融解し，子宮内に移植
し，生児を得ることに成功している (Trounson & Mohr, 1983)。 
 

 以前より卵子や胚の凍結には緩慢凍結法が広く使用されていた (Cohen et al., 

1985)。緩慢凍結法は，胚を低濃度の凍結保護剤を含む溶液に平衡化させ，プロ
グラムフリーザーにより 2-3時間掛けて緩慢冷却する過程において，植氷によっ
て氷晶形成による放熱を防ぎ，細胞内の水分を脱水させる方法である。 

 

現在では，胚や卵子の凍結保存方法には，超急速ガラス化法が広く用いられ
ている (Kuwayama et al., 2005)。超急速ガラス化法に要する時間は 5-10分間と短
く，緩慢凍結法で必要とするプログラムフリーザーも必要としないため，非常
に簡易な技術である。この方法は，最初に比較的低濃度の細胞透過性凍結保護
剤に平衡後，高濃度の凍結保護剤に暴露し，クライオトップやクライオループ
などのデバイスを用いて，最小限の凍結保護剤と共に液体窒素中で保存する方
法である。 
 

しかし，ガラス化凍結保存は氷の結晶がない状態で溶液をガラス化状態にさ
せ，凍結保存するため，その際にほとんどの細胞内水分は細胞膜透過性の凍結
保護剤に置き換えられる。よって，細胞はガラス化凍結による低温度や高浸透
圧ストレスに晒されることになる。特に，未受精卵子は，受精卵子と違い，同
じ 1 細胞期であってもガラス化凍結融解による浸透圧的膨張に対するダメージ
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を受けやすいとされる。その理由として，受精時に起こる細胞膜の構造変化が
未受精卵子にはないことが挙げられる。未受精卵子はガラス化凍結により，細
胞内の Ca濃度の上昇 (Larman et al., 2007), 透明帯の硬化 (Larman et al., 2006), 

紡錘体の破損 (Ciotti et al., 2009), 活性酸素種 (ROS) の増加 (Dumollard et al., 
2007) を引き起こすとされ，卵子の機能を低下させることが報告されている。特
に, ガラス化凍結により引き起こされる ROSの増加は, γ-グルタミルサイクルに
よる還元型グルタチオン (GSH) の合成により, 消去される。細胞内の GSH は
ROSなどによる酸化ストレスを受けることにより酸化型 GSH (GSSG) に生じる
ことが知られている。GSSGは細胞の保護機能の一つとして細胞内から細胞外へ
輸送されるが, GSHは細胞外から細胞内へはほとんど輸送されない。しかし, グ
ルタチオンエチルエステル (GSH-OEt) であれば容易に細胞膜を透過し, 細胞内
に入ることがわかってきた。 

 

哺乳動物における体外成熟 (in vitro maturation：IVM) の研究において, 体外成
熟培地への GSH-OEt 添加は発生能の改善に有用であることが報告されている 

(Curnow et al., 2010)。しかし，ガラス化凍結融解後の回復培養液への GSH-OEt

添加による卵子内GSH濃度や ICSI後の胚発生に及ぼす影響については報告され
ておらず, 有用性も明らかにされていない。 

 

 マウス未受精卵子をガラス化凍結保存し，機能が低下した状態で ICSIを行い，
発生した胚の発生動態をタイムラプスにより解析することは，胚の品質を評価
する指標を見出す上で，有用であると考えられる。さらに，ガラス化凍結融解
した未受精卵子から発生した胚の発生動態についてはほとんど報告がない。 
 

 さらに, 膜透過型のGSHであるGSH-OEtをガラス化凍結融解後の回復培養液
へ添加することによる, 卵子内GSHの濃度上昇が ICSI後の胚発生や発生動態へ
の影響を調べることは, ガラス化凍結融解卵子の品質向上や, 胚の品質を評価
する指標の探索に繋がると考えられる。 
 

 本項では卵子側の要因を調べるため, ガラス化凍結融解したマウス未受精卵
子の ICSIによる胚発生と発生動態をタイムラプスにより解析し，ガラス化凍結
による卵子の機能低下が胚の発生動態に及ぼす影響を調べることで，胚の品質
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評価に有用な指標を見出すことを目的とした。 
 

 

材料および方法 
 

 

 本実験は，県立広島大学の倫理委員会で承認され，県立広島大学動物実験指
針並びに文部科学省が定めるガイドラインに従って実施した (第 18A-010号)。 
 

 

供試動物 
 

 本実験には，B6D2F1マウス (CLEA Japan, Tokyo, Japan) を用いた。マウスは
温度 25±1 ºC，相対湿度 50±10%，照明時間 12時間明期と 12時間暗期の点灯サ
イクル下 (明期開始，6:00am) で飼育管理された。また，飼料 (DC-8，CLEA Japan, 

Tokyo, Japan) と給水は自由摂取とした。 
 

 

マウス未受精卵子の採取とヒアルロニダーゼによる卵丘細胞の除去 
 

 B6D2F1雌マウス (3-4週齢) に妊馬血清性性線刺激ホルモン (Pregnant mare’s 

serum gonadotropin: PMSG; Serotropin, Asuka Pharmaceuticals, Tokyo, Japan) 7.5 IU

を腹腔内投与後, 48-52 時間にヒト絨毛性性線刺激ホルモン (human chronic 

gonadotropin: hCG; Gonadotropin, Asuka Pharmaceuticals, Tokyo, Japan) 7.5 IUを投
与した。hCG投与後 15時間に雌マウスを頚椎脱臼によって屠殺し, 卵管膨大部
より卵丘細胞-卵子複合体 (Cumulus oocyte complexes：COC) を採取した。採取
したCOCは250 IU/mlのヒアルロニダーゼ (Hyalurinidase, H-3506, Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, USA) 溶液に約 1分間浸漬し, ピペッティング操作により機械的
に卵丘細胞を除去し, 第一極体の放出の有無を実体顕微鏡にて判定した。 
 

 

マウス精子の採取と超音波処理による精子頭部の調整 
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 B6D2F1 雄マウス (12-16 週齢) の精巣上体尾部より精子塊を採取し，50 mM 

EGTA (Sigma-Aldrich) 添加 10 mM Tris-HClバッファー (EGTA solution) で懸濁
し，37.5 ºC，空気下 5%CO2の気相条件で 5分間インキュベートした。次いで精
子懸濁液を 500gで 5分間遠心洗浄し，上清を取り除いた。再び，1 mlの EGTA 

solutionを加え，超音波ホモジナイザー (VP-5s, TITEC, Japan) の先端を精子懸濁
液に浸けて，氷中で Output 50%で 5秒間処理し，精子頭部と尾部を分離した。
超音波処理した精子は約 100 µlずつ凍結ストローに分注し，-196 ºCの液体窒素
中で凍結保存した。凍結保存した精子は ICSI直前に 25 ºCで融解し，使用した。 
 

 

未受精卵子のガラス化凍結融解 
 

 ガラス化凍結の溶液は mHTF (Irvine Scientific, Santa Ana, CA, USA) と 20%の
SSS (Irvine Scientific, Santa Ana, CA, USA) を基礎培地とし, 7.5% (v/v) の EG 

(Ethylene Glycol, SIGMA-Aldrich, St. Louis, MO, USA) と 7.5% (v/v) の DMSO 

(Dimethyl Sulfoxide, Nacalai Tesque Inc., Kyoto, Japan) を含んだ平衡化液を使用し
た。さらに, mHTFと 20%の SSSを基礎培地とし, 15% (v/v) EG，15% (v/v) DMSO

と 0.5 M Sucroseを含んだガラス化液を使用した。B6D2F1マウスの卵管から採
取した未受精卵子 (MII 期卵子) は 10 または 20 個ずつ室温の平衡化液へ 15 分
浸漬し, 平衡化した。平衡化後, ガラス化液へ 1 分浸漬し, 凍結用デバイスであ
るクライオトップ (Kitazato Supply, Fujinomiya, Japan) に未受精卵子を乗せて，
-196 ºCの液体窒素中に直接投入し, 凍結保存した。 
 

 融解は, 38 ºCのホットプレート上に静置した 1.0 M Sucrose溶液にクライオト
ップの先端部を 1分間静置させて行った。次いで, 0.5 M Sucrose溶液に 5分間, 

0.25 M Sucrose溶液に 5分間浸漬させ, 20% SSS添加 mHTFで 5分間洗浄した。 
 

 

マウスの顕微授精 (ICSI)  
 

 マウス ICSIは, 倒立顕微鏡 (ECLIPSE Ti-U, Nikon, Japan) に 3次元微動油圧マ
イクロマニュピレーター (Narishige Inc., Japan) とピエゾインパクトドライブ 
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(MB-U, Prime tech Ltd., Japan) を組み合わせたシステムを用いて実施した。ピエ
ゾ駆動ユニットはコントローラー (PMAS-ET150, Prime tech Ltd., Japan) によっ
て駆動された。外径 7 µm, 内径 5.95 µmのピペット (PINU07-20FT, Prime tech Ltd., 

Japan) にフロリナート (FC-770, 3M, Prime tech Ltd., Japan) を約 7 µl注入し, エ
アインジェクター (IM-11-2, Narishige Inc., Japan) に取り付けた。凍結融解した
精子頭部を7%PVP (Irvine Scientific, Santa Ana, CA, USA) と1:1で混和し, 使用し
た。次いで, マウス未受精卵子の入った 10% SSSを含むm-HTFのドロップで, 卵
子の細胞質が動かない程度に保定用ピペットで吸引固定し, 精子注入用ピペッ
ト先端を透明帯表面に接触させ, 数回のピエゾパルスによって透明帯を通過さ
せた (Speed 2, Intensity 2)。さらに, 注入ピペットの先端を卵子の深部まで進め, 1

回のピエゾパルス (Speed 1, Intensity 1) によって卵細胞質膜を破膜し, 精子頭部
を卵細胞質内に注入した。 

 

 

胚培養と観察 
 

 ICSI卵子は，37.0 ºC，6%CO2，5%O2，89%N2の気相条件下で，ミネラルオイ
ル (Irvine Scientific, Santa Ana, CA, USA) で覆った 50 µl の培養液ドロップに
10-20個ずつの胚を配置し培養した。ICSI施行 5時間後に実体顕微鏡によって前
核形成を観察した。ICSI 施行後 24 時間後に 2 細胞期胚への発生を確認し，48

時間後に 4細胞期，72時間後に 8細胞期，96時間後に胚盤胞への発生を観察し
た。 
 

 

タイムラプスモニタリングによる培養と分析 
 

 ICSI で受精した胚は Global total (Astec, Fukuoka, Japan) を使用して 6%CO2, 

5%O2, 89%N2で 5日間, タイムラプス専用の Dish (WOW dish; Vitrolife, Denmark) 

で培養し, 胚盤胞への発生を評価した。それらの胚は加湿タイプのインキュベー
タに装備したタイムラプスシステム (Primo Vision; Vitrolife, Denmark) により個
別に撮影した。150 µlのドロップで 1-16個の胚を培養した。胚の画像をタイム
ラプスにより 10分間隔で自動撮影し, 胚盤胞到達までの 5つのイベントについ
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て正確に記録した。 
 

 受精，胚発生における 5 つのイベントの定義は次の通りとした；前核出現：
卵細胞質内に雌雄両前核が出現したタイミングを前核出現，前核消失：卵細胞
質内から雌雄両前核が完全に消失したタイミングを前核消失，第一卵割：1細胞
から 2 細胞へ完全に分裂したタイミング，桑実胚のコンパクション完了：割球
が桑実期へ進むにつれて割球と割球の境界面が不明確になり始め, 境界面が完
全に無くなった時点；胚盤胞形成：胞胚腔の形成が始まり, 体積の増加が起こり, 

胞胚腔が胚を完全に満たした状態 (Figure 3) 。 

 

 

Cell Tracker Blue (CTB) による還元型 GSHの蛍光染色 
 

 CellTracker Blue CMF2HC (4-choloromoethyl-6. 8-difluoro-7-hydroxycounmarin)   

(In Vitrogen (Molecular Probe), C12881, USA) を，DMSOで 10 mMになるように
溶解し，Stock solutionとした。Hepes-global (Astec, Fukuoka, Japan) に 1 mg/ml PVA

を添加した液を操作液とし，使用する直前に Stock solutionを 10 µM に調整して
使用した。調整した液で 20 µl のドロップを作成し，パラフィンオイルで覆い，
37 ºCでインキュベートした。 
 

 次いで，操作液で洗浄し，5 µlの操作液でドロップを作成して，パラフィンオ
イルで覆ったガラスボトムディッシュに配置し，蛍光顕微鏡 (Ex: 372 nm, Em. 

464nm) で観察した。撮影した画像は Image J を使用して数値化し，解析を行っ
た。 

 

 

CM-H2DCFDAによる活性酸素種 (Reactive Oxygen Species：ROS) の検出 
 

 CM-H2DCFDA (Invitrogen) 50 µgを 90 µlのDMSOで溶解し, Stock solutionとし
た。DPBS (SIGMA-Aldrich, St. Louis, MO, USA) に 1 mg/ml PVAを添加した液を
操作液とし，使用する直前に Stock solutionを 10 µMに調整して使用した。 

操作液で洗浄し，5 µlの操作液でドロップを作成して，パラフィンオイルで覆っ
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たガラスボトムディッシュに配置し，蛍光顕微鏡 (Ex: 372 nm, Em. 464 nm) で観
察した。撮影した画像は Image J を使用して数値化し，解析を行った。 
 

 

細胞数カウント 
 

受精後 96時間後の胚盤胞をスライドガラス上に少量の PBS (-) (Thermo Fisher 

Scientific, USA) と共にマウントし, カバーガラスで平面に押し潰した。次いで, 

99.5%エタノール (nacalai tesque, Tokyo) を流すことにより細胞を固定した。その
後, 0.21%H33342 (bisBENZIME, Hoechest3342 Calbiochem, La Jolla, CA, USA) 流
し, 5分間静置し細胞核にヘキストを浸漬させた。青色に染色された細胞核を蛍
光顕微鏡により観察し, 細胞数をカウントした。 

 

 

実 験 計 画 
 

 

実験 1 未受精卵子のガラス化凍結融解後の ICSIまでの回復培養時間がその後の
胚発生と胚盤胞までの発生のタイミングに及ぼす影響 
 

 ガラス化凍結保存したマウス未受精卵子を用い，融解後の ICSIまでの回復培
養時間を 0，1，2時間に設定した。各培養時間区の ICSIによる胚盤胞発生率を
比較し，回復培養時間の影響を調べた。 
 

 回復培養時間を 0，1，2時間区の ICSIから胚盤胞発生までの 5つの地点の発
生タイミング (前核出現，前核消失，第一卵割，桑実胚コンパクション，胚盤胞) 

をタイムラプス装置で記録し，発生時間を比較した。 

 

 

実験 2 ガラス化凍結が卵子内の活性酸素種 (Reactive Oxygen Species：ROS) と還
元型グルタチオン (Glutathione：GSH) 含量に及ぼす影響 
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 ガラス化凍結融解したマウス未受精卵子と新鮮排卵卵子を 10個ずつ用い，実
験に供試した。CM-H2DCFDA染色による ROSの検出，CellTracker Blueでの還
元型 GSH染色による，蛍光強度比を算出した。 

 

 

実験 3 未受精卵子のガラス化凍結保存が ICSI後の胚発生と発生タイミングに及
ぼす影響 
 

 ガラス化凍結融解したマウス未受精卵子を用い，ICSI 後の胚盤胞発生率を新
鮮卵子と比較した。さらに，ガラス化凍結卵子と新鮮卵子を用い，ICSI から胚
盤胞への発生までの 5つの地点の発生タイミング (前核出現，前核消失，第一卵
割，桑実胚コンパクション，胚盤胞) をタイムラプス装置で記録し，比較した。 
 

 

実験 4ガラス化凍結融解後の回復培養液への GSH-OEt至適濃度の検討 
 

ガラス化凍結保存したマウス未受精卵子を用い, 融解後の ICSI までの回復培
養液への GSH-OEtの添加濃度を 0.5 mM, 1.0 mM, 3.0 mMに設定し, 各濃度別の
ICSI後の胚盤胞発生率を比較することで, 至適濃度を検討した。 
 

 

実験 5 ガラス化凍結融解後の回復培養液への 0.5 mM GSH-OEt 添加が卵子内
GSHの濃度と ICSI後の発生タイミングに及ぼす影響 
 

ガラス化凍結融解したマウス未受精卵子を用い, ICSI までの回復培養液への
0.5 mM GSH-OEt添加が卵子内 GSH濃度に及ぼす影響を CellTracker Blueによる
還元型 GSH染色により, 蛍光強度比を算出することにより検討した。 

 

回復培養液への 0.5 mM GSH-OEt添加が ICSIから胚盤胞発生までの 5つの地
点の発生タイミング (前核出現・前核消失・第一卵割・コンパクション・胚盤胞) 

に及ぼす影響をタイムラプス装置で記録し, 比較することにより検討した。 
 



�

31 
�

実験 6 ガラス化凍結融解後の回復培養液への 0.5 mM GSH-OEt添加が 96時間で
発生した胚盤胞の発生ステージと細胞数に及ぼす影響 
 

ガラス化凍結融解したマウス未受精卵子を用い, ICSI までの回復培養液への
0.5 mM GSH-OEt 添加が 96 時間で発生した胚盤胞の 3 つの発生ステージ 

(Regular, Expand, Haching) に及ぼす影響を調べた。(Figure 4) さらに発生した胚
盤胞をヘキスト染色することにより蛍光顕微鏡で観察し, その細胞数をカウン
トした。 
 

 

統計処理 
 

 統計的比較には，GraphPad Prism 5.0 software  (GraphPad Inc., San Diego, CA, 

USA) を用いた。2値変数には chi-square test または Fisherの正確確率検定を用
いた。2群の連続型変数の統計的比較には，Student’s t-testを用い，3群の連続型
変数には One-way ANOVAを用いた。統計的な有意差判定に用いた P値は 5%水
準とした。 
 

 

結 果 
 

 

実験 1 未受精卵子のガラス化凍結融解後の ICSIまでの回復培養時間がその後の
胚発生と胚盤胞までの発生のタイミングに及ぼす影響 
 

 ガラス化凍結融解後の回復培養時間ごとの ICSI 後の胚盤胞への発生率を
Table 5に示した。本実験に使用したガラス化・融解後 0，1，2時間の卵子の生
存率は各 96.7%，100.0%，98.3%となり，同様であった。ICSI後の生存率は各 75.9，
100.0%，89.8%で回復培養 0と 2時間で有意に低下した。さらに，2細胞期胚率
は各 90.9%，84.4%，79.2%，8細胞期胚率は各 75.0%, 77.8%, 47.6%で，2時間で
有意に低下した。 胚盤胞発生率は各 42.5%，72.2%，35.7%となり, いずれも 0

時間と 2 時間で有意に低下し，回復培養 1 時間が最も高い胚盤胞発生率であっ
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た。 
 

 ガラス化凍結融解後の回復培養時間ごとの ICSI後の胚盤胞までの 5つの地点
の発生タイミングを Table 6に示した。本実験に使用したガラス化・融解後 0，1，
2時間の前核出現の時間 (PNa) は各 5.3±0.27時間，5.4±0.44時間，5.2±0.75時間，
前核消失の時間 (PNd) は各 15.6±1.10時間，15.4±0.44時間，14.6±0.75時間，第
一卵割の時間 (2-cell) は各 17.7±1.11 時間，17.4±0.42 時間，16.2±0.69 時間，桑
実胚コンパクション時間 (ML) は各 64.3±0.81 時間，64.1±0.98 時間，61.2±0.92

時間，胚盤胞到達時間 (BL) は各 82.9±1.42 時間，83.9±1.30 時間，83.8±1.19 時
間であり，回復培養時間ごとに有意な差は見られなかった。 
 

 

実験 2 ガラス化凍結が卵子内の活性酸素種 (Reactive Oxygen Species：ROS) と還
元型グルタチオン (Glutathione：GSH) 含量に及ぼす影響 
 

 ガラス化凍結融解後の卵子における，CM-H2DCFDA による ROS の蛍光染色
画像を Figure 5に，その結果を Figure 6に示した。ROS含量は新鮮排卵卵子の
ROS含量に対する相対値として示した。さらに CellTracker Blue染色による還元
型 GSHの蛍光染色画像を Figure 7に，また，GSH含量の結果を Figure 8に示し
た。GSH 含量は新鮮卵子の蛍光量に対する相対値として示した。ガラス化凍結
融解した卵子の ROS の蛍光強度比は新鮮卵子と比べ，有意に高く (Figure 6)，
GSHの蛍光強度比は新鮮卵子と比べ，有意に低かった (Figure 8)。 
 

 

実験 3 未受精卵子のガラス化凍結が ICSI後の胚発生と発生タイミングに及ぼす
影響 
 

 ガラス化凍結融解卵子と新鮮卵子の ICSI後の胚盤胞への発生率をTable 7に示
した。ガラス化凍結融解卵子と新鮮卵子を用いた ICSI 後の生存率は各 97.1%, 

100.0%で有意な差は無かった。しかし，2細胞期胚率は各 100.0%, 84.4%，4細
胞期胚率は各 100.0%, 84.4%，8細胞期胚率は各 97.0%, 77.8%，胚盤胞発生率は
各 87.9%, 72.2%となり, いずれもガラス化融解卵子で有意に低下した。さらに，
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ガラス化凍結融解卵子と新鮮卵子を用いた ICSI後の胚盤胞までの 5つの地点の
発生タイミングを Table 8に示した。前核出現の時間 (PNa) は各 3.7±0.11時間，
5.4±0.44 時間，前核消失の時間 (PNd) は各 12.9±0.14 時間，15.4±0.44 時間，第
一卵割の時間 (2-cell) は各 15.0±0.15時間，17.4±0.42時間，桑実胚コンパクショ
ン時間 (ML) は各 56.8±0.66 時間，64.1±0.98 時間，胚盤胞到達時間 (BL) は各
79.0±0.87時間，83.9±1.30時間であり，いずれもガラス化凍結融解卵子でこれら
のタイミングは有意に遅延した。 
 

 

実験 4 ガラス化凍結融解後の回復培養液への GSH-OEt至適濃度の検討 
 

ガラス化凍結保存したマウス未受精卵子を用い, 融解後の ICSI までの回復培
養液へのGSH-OEtの添加濃度 0.5 mM, 1.0 mM, 3.0 mMの胚盤胞発生率をTable 9

に示した。ICSI後の生存率は無添加区, 0.5 mM区, 1.0 mM区, 3.0 mM区は全て
100.0%で有意な差は無かった。しかし, ICSI後の正常受精率は各 87.5%, 89.2%, 

88.90%, 59.5%と 3 mMで有意に低下した。胚盤胞発生率は各 71.4%, 75.8%, 71.9%, 

63.6%で, 各区間で有意な差は無かったものの, 3 mMで低下し, 0.5 mMで高くな
った。 

 

 

実験 5 ガラス化凍結融解後の回復培養液への 0.5 mM GSH-OEt 添加が卵子内
GSHの濃度と ICSI後の発生タイミングに及ぼす影響 
 

CellTracker Blue染色による卵子内 GSH含量の結果を Figure 9に示した。GSH

含量は新鮮卵子の蛍光量に対する相対値として示した。0.5 mM区の卵子内 GSH

含量は無添加区と比べ, 有意に上昇した。しかし, 新鮮区と比べると 0.5 mM 

GSH-OEt添加区の卵子内 GSH含量は有意に低かった。 

 

ガラス化凍結融解後の回復培養液への 0.5 mM GSH-OEt添加が, ICSI後の胚盤
胞までの 5つの地点の発生タイミングへ及ぼす影響を Table 10に示した。 

新鮮区, 無添加区, 0.5 mM 区の前核出現の時間 (PNa) は各 3.7±0.11 時間，
5.4±0.44 時間，3.6±0.75 時間，前核消失の時間 (PNd) は各 12.9±0.14 時間，
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15.4±0.44 時間，12.9±0.21 時間，第一卵割の時間 (2-cell) は各 15.0±0.15 時間, 

17.4±0.42 時間 , 14.6±0.20 時間 , 桑実胚のコンパクション時間  (ML) は各
56.8±0.66 時間，64.1±0.98 時間，58.3±0.83 時間，胚盤胞到達時間 (BL) は各
79.0±0.87時間，83.9±1.30時間，78.6±0.96時間であり，5つの地点のタイミング
は 0.5 mM区で無添加区と比べ有意に早く, 新鮮区と比べると有意な差は見られ
なかった。 

  

 

実験 6 ガラス化凍結融解後の回復培養液への 0.5 mM GSH-OEt添加が 96時間で
発生した胚盤胞の発生ステージと細胞数に及ぼす影響 
 

ガラス化凍結融解後の回復培養液への 0.5 mM GSH-OEt添加が ICSI後 96時間
で発生した胚盤胞の発生ステージへの影響を Table 11 に, 同時間の胚盤胞総細
胞数へ及ぼす影響を Table 12に示した。新鮮区, 無添加区, 0.5 mM添加区におけ
る 96時間の完全胚盤胞 (Regular blastocyst) 率は各 12.2%, 25.0%, 5.8%, 拡張胚
盤胞 (Expanded blastocyst) 率は各 39.0%, 66.7%, 35.3%, 孵化中胚盤胞 (Hatching 

blastocyst) 率は各 48.8%, 8.3%, 58.8%となり, 発生の進んだ状態である孵化中胚
盤胞 (Hacthing blastocyst) 率は 0.5 mM添加区で有意に高くなり, 新鮮区と同様
になった。さらに同時間の胚盤胞の総細胞数は各 91.0±3.3 個, 71.4±3.5 個, 

92.8±5.1 個となり, 無添加区と比べ 0.5 mM区で有意に増加し, 新鮮区と比べて
も差はなかった。 
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Figure 3 Time-lapse images of five time points. Pronuclei appearance, appearance of 

male-female pronuclei in the cytoplasm (A). Pronuclei disappearance, disappearance of 

male-female pronuclei in the cytoplasm completely (B). First division, timing of the 

first division was considered as the complete division from one to two cells (C). 

Compaction, timing of compaction was considered to be when blastomeres tightened at 

the morula stage, and individual cell boundaries were considered to be unclear (D). 

Blastocyst, timing of blastocyst formation was defined as the presence of a formed 

blastocoel that increased in volume and filled the embryo completely (E). Scale bar is 

10 µm. 
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Figure 4 Blastocyst images of three time points. Blastocyst, blastocyst formation was defined as the presence of a formed blastocoel that 

increased in volume and filled the embryo completely (A). Expanded blastocyst, expanded blastocyst formation was defined with a 

blastocoel volume larger than that of the early embryo, with a thinning zona (B). Hatching blastocyst, hatching blastocyst formation was 

defined with the trophectoderm starting to herniate through the zona (C). Scale bar is 50 µm. 
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Table 5 In vitro development of mouse vitrified-warmed oocytes fertilized by intracytoplasmic sperm injection in the various 

recovery time after warming. 

Recovery time  

after warming (h) 

No. of oocytes 

sperm-injected 

No. (%) of oocytes survived No. (%) of 

2-cell 

No. (%) of embryos developed to* 

after warming after ICSI 4-cell 8-cell Blastocyst 

0 60 58 (96.7)a 44 (75.9)a 40 (90.9)a 40 (90.9)a 30 (75.0)a 17 (42.5)a 

1 64 64 (100.0)a 64 (100.0)b 54 (84.4)b 54 (84.4)b 42 (77.8)a 39 (72.2)b 

2 60 59 (98.3)a 53 (89.8)a 42 (79.2)a 42 (79.2)a 20 (47.6)b 15 (35.7)a 
*The percentage of embryos per 2-cell embryos. 
a, b Different superscript indicates significant differences (P < 0.01). Percentages of embryo development were analyzed by Fisher’s 

exact probability test or chi-square test. 
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*Different superscript indicates not significant differences. For comparison between 

three groups, one-way ANOVA and Tukey-Kramer were used.   
�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 6 Comparison of developmental timing from ICSI to blastocyst in the various 

recovery times after warming by analysis time-lapse monitoring. 

Recovery time  

after warming (h)   
0  1  2 

P-value* 

No. of blastocysts 

analyzed 
11  17  11 

 Mean 

[±SD] 
 Mean 

[±SD] 
 

Mean 

[±SD] 

Pronuclear appearance 

(PNa) 

5.3 h 

[±0.27] 
 

5.4 h 

[±0.44] 

 5.2 h 

[±0.75] 
N.S. 

Pronuclear disappearance 

(PNd) 

15.6 h 

[±1.10] 
 

15.4 h 

[±0.44] 
 

14.6 h 

[±0.75] 
N.S. 

First division (2-cell) 
17.7 h 

[±1.11] 
 

17.4 h 

[±0.42] 

 16.2 h 

[±0.69] 
N.S. 

Morula (ML) 
64.3 h 

[±0.81] 
 64.1 h 

[±0.98] 

 61.2 h 

[±0.92] 
N.S. 

Blastocyst (BL) 
82.9 h 

[±1.42] 
 83.9 h 

[±1.30] 

 83.8 h 

[±1.91] 
N.S. 



�

39 
�

 

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Figure 5 Representive fluorescence images of mouse fresh and vitrified oocytes on 

intracellular level of reactive oxygen species (ROS) in MII oocytes stained by 

CM-H2DCFDA. Scale bar is 50 µm. 
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Figure 6 Effect of vitrified-warming of mouse oocytes on ROS levels in MII oocytes 

stained by CM-H2DCFDA. a-b P < 0.05. 
�
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Figure 7 Representive fluorescence images of mouse fresh and vitrified oocytes on 

intracellular level of glutathione (GSH) in MII. Epifluorescent photomicrographic 

images of mouse MII oocytes stained with CellTracker Blue. Scale bar is 50 µm. 
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Figure 8 Effect of vitrified-warming of mouse oocytes on GSH levels in MII oocytes 

stained by CellTracker Blue. 

a-b P < 0.05. 
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Table 7 In vitro development of mouse vitrified-warmed or fresh oocytes fertilized by intracytoplasmic sperm injection (ICSI). 

Oocytes 

No. of oocytes 

sperm-injected 

No. (%) of oocytes survived No.(%) of 

2-cell 

No. (%) of embryos developed to* 

after warming after ICSI 4-cell 8-cell Blastocyst 

Fresh 68 - 66 (97.1)a 66 (100.0)a 66 (100.0)a 64 (97.0)a 58 (87.9)a 

Vitrified 64 64 (100.0) 64 (100.0)a 54 (84.4)b 54 (84.4)b 42 (77.8)b 39 (72.2)b 
*The percentage of embryos per 2-cell embryos. 
a, b Different superscript indicates significant differences (P < 0.01). Percentages of embryo development were analyzed by Fisher’s 

exact probability test or chi-square test. 
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Table 8 Comparison of developmental timing to blastocysts between mouse fresh and 

vitrified oocyte groups by analysis of time-lapse monitoring. 

* P < 0.01 was considered significant, based on the student’s t test.�
�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fresh  Vitrified  

No. of blastocysts analyzed 16  17  

Developmental stage Mean [±SD] time to each stage (h) P-value* 

Pronuclear appearance 

(PNa) 
3.7±0.11  5.4±0.43 <0.01 

Pronuclear disappearance 

(PNd) 
12.9±0.14  15.4±0.44 <0.01 

First division (2-cell) 15.0±0.15  17.4±0.42 <0.01 

Morula (ML) 56.8±0.66  64.1±0.98 <0.01 

Blastocyst (BL) 79.0±0.87  83.9±1.30 <0.01 
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Table 9 In vitro development of vitrified-warmed mouse oocytes fertilized by intracytoplasmic sperm injection with or without 

GSH-OEt supplementation 1 h after recovery from warming. 

Conc. of GSH-OEt 

in recovery medium 

for 1 h (mM) 

No. of oocytes 

injected 

No. (%) of 

oocytes that 

survived after 

warming  

No. (%) of oocytes 

that normal 

fertilization after 

injected† 

No. (%) of embryos that developed to 

Blastocyst/2-cell 

None 32 32 (100.0)a 28 (87.5)a 20 (71.4)a 

0.5 37 37 (100.0)a 33 (89.2)a 25 (75.8)a 

1.0 36 36 (100.0)a 32 (88.9)a 23 (71.9)a 

3.0 37 37 (100.0)a 22 (59.5)b 14 (63.6)a 

In this experiment, we used mouse vitrified-cryopreserved oocytes. a, b Different superscripts indicate a significant difference (P < 0.01), 

based on Fisher’s exact probability test and the chi-square test. †The normal fertilization was confirmed on day 0 (5-6 h after ICSI) by 

the presence of two pronuclei. 
�
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Figure 9 GSH levels in MII oocytes stained by CellTracker Blue. Effect of 0.5 mM 

GSH added into recovery medium on vitrified-warming of mouse oocytes. 

a-c P < 0.05. 
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*Different superscript indicates indicate a significant difference. For comparison 

between three groups, one-way ANOVA and Tukey-Kramer were used.  
�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 10 Comparison of developmental timing from ICSI to blastocyst with or without 

GSH-OEt supplementation 1 h after recovery from warming. 

Recovery medium for 1 h 

added GSH-OEt 

Control 

(Fresh) 
 None  0.5 mM 

P-value* 

No. of blastocysts 

analyzed 
16  17  17 

 Mean 

[±SD] 
 Mean 

[±SD] 
 

Mean 

[±SD] 

Pronuclear appearance 

(PNa) 

3.7 h 

[±0.11]a 
 

5.4 h 

[±0.44]b 

 3.6 h 

[±0.75]a 
<0.01 

Pronuclear disappearance 

(PNd) 

12.9 h 

[±0.14]a 
 

15.4 h 

[±0.44]b 
 

12.9 h 

[±0.21]a 
<0.01 

First division (2-cell) 
15.0 h 

[±0.15]a 
 

17.4 h 

[±0.42]b 

 14.6 h 

[±0.20]a 
<0.01 

Morula (ML) 
56.8 h 

[±0.66]a 
 64.1 h 

[±0.98]b 

 58.3 h 

[±0.83]a 
<0.01 

Blastocyst (BL) 
79.0 h 

[±0.87]a 
 83.9 h 

[±1.30]b 

 78.6 h 

[±0.96]a 
<0.01 
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Table 11 In vitro development of vitrified-warmed mouse oocytes fertilized by intracytoplasmic sperm injection with or without 

GSH-OEt supplementation 1 h after recovery from warming. 

a, b Different superscripts indicate a significant difference (P < 0.01), based on Fisher’s exact probability test and the chi-square test. 

Conc. of GSH-OEt 

in recovery medium 

for 1 h (mM) 

No. of 

blastocysts 

analyzed 

No. (%) of embryos that developed 

Regular blastocysts Expanded blastocysts Hatching blastocysts 

Control (fresh) 41 5 (12.2)a 16 (39.0)a 20 (48.8)a 

None 12 3 (25.0)b 8 (66.7)b 1 (8.3)b 

0.5 17 1 (5.8)a 6 (35.3)a 10 (58.8)a 48 
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Table 12 Total cell numbers of mouse blastocysts at 96 h fertilized by 

intracytoplasmic sperm injection (ICSI). 

a, b Different superscripts indicate a significant difference (P < 0.01). For comparison 

between two groups, student’s t test was used.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conc. of GSH-OEt �  Total cell  

in recovery medium No. of blastocyst number of blastocysts 

for 1 h (mM) tested  Mean�SEM 

Control (fresh) 59 91.0�3.3a 

None 27 71.4�3.5b 

0.5 28 92.8�5.1a 
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考 察 
 
 

 本項では，ガラス化凍結卵子を用い，タイムラプス装置により，ICSI から胚
盤胞までの発生時間を正確に測定することで，胚の品質を評価するための指標
を明らかにした。さらに，回復培養液への 0.5 mM GSH-OEt添加がガラス化凍結
融解卵子の品質を向上させることを明らかにした。まず, ガラス化融解後の回復
培養時間による検討では 1 時間で最も胚盤胞発生率は高く，融解直後と回復培
養 2 時間で胚盤胞発生率は低下した。本実験で使用したガラス化溶液には膜透
過型の凍結保護剤である DMSOや EGが含まれている。特に DMSOは細胞内へ
流入することで Ca濃度の上昇を引き起こすことが知られている (Larman et al., 
2006) 。ガラス化凍結融解による細胞内の Ca濃度の上昇による卵子の自発的な
活性化が，回復培養 2 時間における 2 細胞期率の低下や胚盤胞発生率の低下を
引き起こした可能が考えられる。一方で，融解直後 (0時間) ではガラス化凍結
融解後の細胞膜や細胞小器官の回復が十分でなかったため，ICSI 後の生存率や
胚盤胞発生率の低下を引き起こした可能性が高い。本研究の結果から, ガラス化
凍結融解後の回復培養時間は 1時間が妥当であると考えられた。 
 

ガラス化凍結により，卵子内の活性酸素種 (ROS) の濃度は上昇し, 還元型グ
ルタチオン (GSH) 濃度は低下した。グルタチオンは ROS などの酸化ストレス
に晒されることで，還元型 GSHから酸化型 GSH (GSSG) に変換されることが知
られており (Gardiner & Reed, 1994)，ガラス化凍結によって生じた ROSが細胞
内 GSH濃度を低下させたと考えられる。ROSはガラス化だけではなく, 加齢に
よるミトコンドリア機能の低下 (Eichenlaub-Ritter et al., 2011) や配偶子を体外
に取り出すことによっても生じる (Johnson & Nasr-Esfahani, 1994) 。よって, 体
外で培養された胚は多量の活性酸素に晒されることから, 発生動態や胚発生に
影響を与え, 胚の品質低下を招くことが懸念される。活性酸素は抗酸化物質や金
属キレート剤を体外培養液へ添加することにより消去することが可能である。 

GSHはグルタミン酸, システイン, グリシンの 3つのアミノ酸から合成される。
ウシ IVM において GSH の前駆体であるシステインを体外成熟培地に添加する
ことにより, 胚発生に効果があることもわかっている (Hidaka et al., 2018) シス
テイン添加は, システインの卵子内への取り込み促進によって, GSH合成が促進
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することによるものと考えられる。本実験において, GSH-OEt添加における GSH

合成や活性酸素除去の作用機序については明らかにしていないが, GSH-OEt は
膜透過型のGSHであるため, 卵子内のGSH濃度を直接的に上昇させることによ
り, 卵子内の活性酸素を除去し, ガラス化凍結融解後の卵子の機能回復に有用
であった可能性が考えられた。 

 

実験 4においては, ガラス化凍結融解後の回復培養液へ添加する GSH-OEt の
至適濃度検討を行った。3.0 mM GSH-OEt添加によって, 正常受精率の有意な低
下を認めた。この結果は添加する GSH 濃度が高すぎると, 前核形成が阻害され
る可能性を示唆している。ウシの IVMの研究において, GSH-OEtを IVM培地に
添加することで, 胚盤胞発生率に差は無かったが, 5 mMの GSH-OEtを添加する
ことにより胚盤胞細胞数を増加させることが報告されている (Curnow et al., 

2010)。さらに, Trapphoff et al. (2016) はマウス卵子において, ガラス化凍結前の
1 mM GSH-OEt 添加がガラス化凍結融解後の染色体整列をサポートし, 受精後
の胚発生を改善することを報告している。これらの研究からも体外培地への
GSH-OEtの至適濃度検討は必要であると考えられ, 本実験では 0.5 mMを至適濃
度とした。 
 

さらに，本実験においてガラス化凍結融解卵子の ICSI後の胚盤胞への発生率
は新鮮卵子と比べ，有意に低下した。本実験において, 新鮮卵子の細胞内 GSH

濃度は比較的高値に維持されていた。細胞内の GSH濃度は未受精卵子から胚盤
胞へと発生が進むにつれ，著しく減少する (Luberda. 2005)。マウス体外培養胚
に酸化ストレス負荷をかけると，GSH 濃度の減少が起き，胚発生率の低下を引
き起こすことが報告されていることからも，未受精卵子の細胞内 GSH濃度を高
値に維持することが胚発生に重要であることを示唆している (Gardiner & Reed.  

1994)。さらに, 卵子内の GSH は精子の膨化にも関わることが知られている 

(Perreault., 1990)。これは精子頭部が膨化する際に精子プロタミンのジスルフィ
ド (S-S) 結合の切断に必要であるからとされる。ブタにおいて，GSHの前駆体
であるシステインを体外成熟培地添加することで，雄性前核形成能が得られる
ことが報告されている (Sawai et al., 1997)。ウシにおいて, GSHが受精中の精子
核の S-S 結合の減少と雄性前核の形成に関連しており, 卵子内の GSH量の減少
は雄性前核の脱凝縮と前核形成を抑制することが報告されている (Perreault et 
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al., 1988)。GSH-OEt添加後の前核形成時間は無添加区と比べ有意に早くなり, 新
鮮卵子と比べるとその時間に有意な差はなかった。この結果から, 卵子内のGSH

濃度と前核形成時間との関係が明らかとなった。しかし, 0.5 mM GSH-OEt添加
の検討において, 卵子内の GSH 濃度は新鮮卵子と比べると有意に低い結果であ
ったことから, GSH濃度だけでなく, ガラス化によって生じた他の要因による卵
子の機能低下が, 前核形成を遅延させた可能性も考えられる。 

 

ヒトにおける卵子内GSH濃度と精子の膨化の関係については明らかではない
が，ガラス化凍結と発生動態の関連は報告されている。Cobo et al. (2017) はガラ
ス化凍結した卵子の受精後の発生動態は新鮮卵子と比べ遅延したが，着床率に
差は無かったことを報告している。さらに De Gheselle et al. (2019) は同一患者か
ら得られたドナー卵子をガラス化卵子群と新鮮卵子群に分けて ICSI後の発生動
態を調べ，ガラス化凍結卵子群で前核消失から胚盤胞到達時間が遅延したこと
を報告している。これらの研究結果からも，ガラス化凍結保存は胚の発生動態
に影響を及ぼし, 卵子の品質を低下させている可能性が考えられた。 

 

本実験ではガラス化凍結融解後の回復培養液への 0.5 mM GSH-OEt添加が卵
子内のGSH濃度を上昇させ, 前核形成を早めることにより,  胚盤胞への分化の
前段階となる桑実胚のコンパクション時間, 胚盤胞到達時間を早め, 胚盤胞細
胞数も増加させることを明らかにした。胚盤胞の品質を評価する上で, 胚盤胞細
胞数は重要な指標である。本実験では ICSIから 96時間の時点の胚盤胞細胞数を
比較検討した。胚盤胞細胞数を増加させる要因として, 桑実胚のコンパクション
を早期に完了したことで, 胚盤胞到達時間も早期になったことが考えられる。マ
ウスの桑実期は 8細胞期後期で始まり, その後胚盤胞へ分化する (Sultana et al., 

2009)。マウスにおける胚性ゲノム (zygotic gene activation：ZGA) の活性化は前
核期の後半から 2 細胞期で生じ, 中期着床ゲノム  (mid-preimplantation gene 

activation：MGA) の活性化は 8細胞期から始まる (Braude et al., 1988)。さらに, 

胚性ゲノムの活性化に伴い, 桑実期のコンパクションの時期において, グルコ
ースの取り込みが増加する。品質の高い胚はこれらの機能が正常に働くため, 桑
実胚のコンパクション時間を早めたのかもしれない。また, ガラス化によるスト
レスに晒され, 質の低下した卵子において, ICSI後の前核形成の遅延, 桑実胚の
コンパクション時間や, 胚盤胞到達時間の遅れ, 胚盤胞細胞数の減少が起きた
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ことからも, 卵子内の GSH は前核形成を早期に, 正常に機能させることによっ
て, 桑実期のコンパクション時間や胚盤胞到達時間を早めた可能性が考えられ
た。 

 

以上のことから，本項ではガラス化凍結融解の回復培養液への 0.5 mM 

GSH-OEt 添加がガラス化凍結卵子の質の向上に有用であることと, ガラス化凍
結融解により，品質の低下したマウス卵子モデルを用いることにより，胚盤胞
の品質を評価するための指標として，前核形成時間, コンパクション時間，胚盤
胞到達時間が重要であることを新たに明らかに  
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第三章 ヒト胚の非侵襲的な品質評価 
 

 

 ヒトにおける高度生殖補助医療 (Assisted Reproductive Technology：ART) にお
いて , 体外受精  (in vitro fertilization：IVF) または顕微受精  (intracytoplasmic 

sperm injection：ICSI) によって得られた胚を複数個移植することで, 多胎妊娠を
高率に引き起こすことが報告されている (Pinborg et al., 2003, 2004)。これまで，
ART において多胎が問題視されていた。その理由として, 従来の初期胚移植は
着床率が低く, それを補うため複数の胚を子宮内へ移植する結果, 多胎妊娠が
増加したことがあげられる。 
 

 その後, 体外培養環境の改善や培養液の進歩により, 体外で胚盤胞まで高率
に発生させることが可能となった (Gardner et al., 2000)。胚盤胞培養は体外で 5-6

日間培養するため, 胚盤胞まで発生する胚と発生途中で停止する胚の識別が容
易であり , 初期胚移植と比べより品質の高い胚を選択することができる 

(Gardner et al., 1998)。そのため, 近年の ARTにおいて, 着床能の高い胚盤胞を子
宮内に 1個移植する単一胚盤胞移植が主流となってきた。胚盤胞培養は, 体外培
養を行い, 子宮内膜に着床する直前の胚盤胞まで発生した胚を発生能力の高い
胚として評価する方法であり, 多くの体外受精 (IVF) クリニックにおいて胚盤
胞移植が行われ, その臨床的有用性が報告されている (Barrenetxea et al., 2005)。 
 

 現在, 胚盤胞の評価として広く用いられているのが, Gardner 分類である 

(Gardner et al., 2000)。Gardner分類は胚盤胞の発生段階 6段階と内細胞塊 (ICM：
Inner cell mass) の大きさ 3段階, 栄養芽細胞 (TE：Trophectoderm) の細胞数 3段
階に基づいた形態学的な評価である。形態学的評価は簡単で用いやすい反面, 観
察者の主観に左右されるため, 客観的な胚盤胞の品質評価の確立が望まれる。 
 

 近年, タイムラプス装置の普及により胚をインキュベータから取り出すこと
なく, 胚の発生動態や発生速度を観察することが可能となった。従来の胚観察は
観察の都度インキュベータから胚を取り出し, 顕微鏡で観察する定点観察であ
った。しかし, タイムラプス装置を使用することで, これまで観察することが出
来なかった胚発生の過程を画像として観察することができ, さらに発生過程で
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起きたイベントを解析することにより，形態学的観察以上の情報が得られるよ
うになった。タイムラプス装置を用い, 胚の発生時間や発生動態を調べ, 胚の品
質を示す指標を解析した研究は多数報告されている  (Azzarello et al., 2012, 

Rubio et al., 2012, Kirkegaard et al., 2013, Cruz et al., 2012)。しかし, これらの報告
は初期の段階で胚盤胞を予測する指標を検討したものがほとんどであり, 発生
した胚盤胞のうち妊娠に至る胚盤胞を選択するための指標についてはほとんど
報告されておらず, 臨床上有用な指標や基準を明確にする必要がある。 
 

 桑実胚のコンパクション形成は胚発生過程において胚盤胞の内細胞塊 (ICM) 

と栄養芽細胞 (TE) を形成する前段階の重要な現象である。コンパクション形成
と胚盤胞形成の正確なタイミングと妊娠との関係を明らかした報告はない。 
 

 本論文の第 2章において，マウスを用いて，精子染色体異常率が高い場合は，
ICSI 後の前核消失のタイミングと第一卵割のタイミングが遅延すること，ガラ
ス化凍結卵子を用いた場合，ICSI 後の前核出現，消失，第一卵割，桑実胚のコ
ンパクション時間，胚盤胞到達時間はすべて遅延することが明らかとなった。
本章では，重度の染色体異常のある男性不妊は対象に含まれていない。マウス
での研究から得られた発生ステージと発生時間の関係を参考にして，ヒトにお
ける発生ステージと発生時間を詳細に調べた。 
 

 本研究では, 精子注入から胚発生までの正確なタイミングをタイムラプスに
より測定することにより, コンパクション形成と胚盤胞発生・妊娠との関係をヒ
ト胚の臨床データから後方視的に解析した。 
 

 

対象および方法 
 

 

 本研究は, 絹谷産婦人科内の倫理委員会で承認され, 厚生労働省の倫理規定
に沿って行った。全ての手順は組織倫理委員会の倫理基準, および 1964 年のヘ
ルシンキ宣言とその後の修正に従って行った。インフォームドコンセントは全
ての患者から得られており, 体外受精は日本産婦人科学会の定める規定に沿っ
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てクリニック内で行った。 
 

 

患者 
 

 本研究では 2015年から 2016年 12月までの 194症例のうち, ICSIで受精した
正常受精卵 963 個をタイムラプスによる解析に使用した。患者年齢は 38.3±4.3

歳 (平均値±SD; range 26-49) であった。不妊原因は, 男性因子, 卵管因子, 子宮
因子, 卵巣予備能の低下, 原因不明, およびこれら原因の混合である。重度の男
性不妊症が疑われる症例については本解析から除外した。また治療の方法およ
び胚培養におけるタイムラプスによるモニタリングについては患者夫婦に十分
に説明し, 患者からの同意を得て本研究を実施した。本研究は医療法人 絹谷産
婦人科の施設内倫理委員会によって承認された。 
 

 

卵巣刺激および採卵 
 

 卵巣刺激は, 各患者の卵巣反応および過去の IVF治療の病歴に応じて, 性線刺
激ホルモン (HMG) を用い, GnRHアゴニストショート法またはロング法，GnRH

アンタゴニスト法により行った。いくつかの周期では低用量のゴナドトロピン
注射とクエン酸クロミフェンを組み合わせによる低刺激な誘発を行った。超音
波診断による卵胞発育のモニタリングを行い, 卵胞直径が約 18 mm 以上になっ
た時点で排卵誘発剤 (hCG; Mochida, Tokyo, Japan) を 5,000 IUまたは 10,000 IU

投与した。卵丘細胞-卵子複合体 (Cumulus oocyte complex：COC) は卵胞の経膣
超音波下ガイドを使用して hCG投与の 35時間後に回収した。回収した COCは, 

80 IU/mlヒアルロニダーゼ溶液 (Irvine Scientific, Santa Ana, CA USA) に数秒間
浸漬し, ピペッティングすることで卵丘細胞を機械的に除去した。卵丘細胞を除
去した卵子は実体顕微鏡下で第一極体の有無を観察し, 第一極体を放出した卵
子 (MII期卵子) に対し ICSIを施行した。卵核胞期 (GV期卵子), または第一極
体が見られない卵子 (MI期卵子), 変性卵子は, 本研究の対象から除外した。 
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ヒト胚の体外培養とタイムラプスイメージングによる解析 
 

 ICSIで受精した胚は SAGE 1-step medium (Origio, Copenhagen, Denmark) また
は Continuous Single Culture medium (Irvine Scientific, Santa Ana, CA USA) を使用
して 6%CO2, 5%O2, 89%N2の気相下，5 から 7 日間, タイムラプス専用の Dish 

(WOW dish; Vitrolife, Denmark) で培養し, 胚盤胞への発生を評価した。それらの
胚は加湿タイプのインキュベータに装備したタイムラプスシステム (Primo 

Vision; Vitrolife, Denmark) により個別に撮影した。150 µlのドロップで 1-16個の
胚を培養した。胚の画像をタイムラプスにより 10分間隔で自動撮影し, 5つのイ
ベントについて正確に記録した。 
 

 受精，胚発生における 5 つのイベントの定義は次の通りとした；前核出現：
卵細胞質内に雌雄両前核が出現したタイミングを前核出現，前核消失：卵細胞
質内から雌雄両前核が完全に消失したタイミングを前核消失，第一卵割：1細胞
から 2細胞へ完全に分裂したタイミング，但し，異常な分割 (1細胞から直接 3

細胞へ分割) あるいは分割動体が不明瞭な場合は測定から除外；桑実胚のコンパ
クション完了：割球が桑実期へ進むにつれて割球と割球の境界面が不明確にな
り始め, 境界面が完全に無くなった時点；胚盤胞形成：胞胚腔の形成が始まり, 

体積の増加が起こり, 胞胚腔が胚を完全に満たした状態 (Figure 10)。 
 

 

胚盤胞のガラス化凍結融解 
 

 胚盤胞のガラス化凍結はガラスピペットによる Artificial Shrinkage (AS) によ
り胞胚腔を収縮させる方法を用いて行った (Hiraoka et al., 2004)。ガラス化凍結
の溶液はmHTF (Irvine Scientific, Santa Ana, CA, USA) と 20%SSS (Irvine Scientific, 

Santa Ana, CA, USA) を基礎培地とし , 7.5% (v/v) EG (Ethylene Glycol, 

SIGMA-Aldrich, St. Louis, MO, USA) と 7.5% (v/v) DMSO (Dimethyl Sulfoxide, 

Nacalai Tesque Inc., Kyoto, Japan) を含んだ平衡化液を使用した。さらに, mHTF

と 20%の SSSを基礎培地とし, 15% (v/v) EGと 15% (v/v) DMSOに 0.5 M Sucrose

を含んだガラス化液を使用した。胚盤胞は 37 ºC に加温した平衡化液へ浸漬し, 

最長で 10 分間平衡化した。平衡化を終え, ガラス化液へ 1 分浸漬し, 凍結用デ
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バイスであるクライオトップ (Kitazato Supply, Fujinomiya, Japan) に胚盤胞を乗
せて, -196 ºCの液体窒素中に直接投入し, 凍結保存した。 
 

 融解は, 37℃のホットプレート上に静置した 1.0 M Sucrose溶液にクライオト
ップの先端部を 1分間静置させて行った。次いで, 0.5 M Sucrose溶液に 5分間浸
漬させ, 20% SSS添加 mHTFで 5分間 2回洗浄した。 

 

 

単一胚盤胞移植と妊娠判定 
 

 ガラス化凍結融解した胚盤胞は融解後 , 1 ml の Embryo Glue (Vitrolife, 

Denmark) 中で 1時間から 4時間回復培養し, 患者の子宮内へ胚盤胞を 1個移植
した  (単一胚盤胞移植)。胚移植は , 胚移植用カテーテル  (Wallace Embryo 

Replacement catheter; Origio, Copenhagen, Denmark) を用いて, 経腹超音波ガイド
下に実施した。妊娠判定は, 胚移植後 14日目の血中 hCGテストにより決定した。
採卵後 5-6週間で超音波診断を行い, 胎嚢が確認できた周期を臨床的妊娠と定義
した。 
 

 

実 験 計 画 
 

 

実験 1. タイムラプスを用いた胚盤胞発生群と発生停止群の発生時間の分析 
 

 タイムラプスによる連続観察により, 胚盤胞へ発生した胚と発生を停止した
胚の前核出現時間, 前核消失時間, 第一卵割時間, 桑実胚のコンパクション完了
時間，胚盤胞到達時間を調べ, 胚盤胞発生の予測となる指標を明らかにした。 

 

 

実験 2. タイムラプスを用いた妊娠群と非妊娠群の発生時間の分析 
 

 実験 1 と同様にタイムラプスにより, 妊娠に至った胚盤胞と妊娠に至らなか
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った胚盤胞の 2群における第一卵割時間, 桑実胚のコンパクション完了時間, 胚
盤胞到達時間を比較することで, 妊娠の予測となる指標を検討した。 
 

 

実験 3. 妊孕性の高い胚盤胞の選別：ROC曲線を用いたカットオフ値の算出 
 

 臨床上有用な基準として使用するために, 実験 2 で明らかとなった妊娠予測
の指標の最適なカットオフ値 (時間) を ROC曲線により算出した。 
 

 

実験 4. タイムラプス選択基準に基づく臨床的妊娠率および生産率の検討 
 

 実験 3で算出されたカットオフ値 (時間) に基づき，それらの基準を満たす胚
盤胞と満たさない胚盤胞の単一胚盤胞移植後の妊娠率・生産率について比較し
た。 

 

 

統計処理 
 

 統計比較には, GraphPad Prism 6.03 software (GraphPad Inc., San Diego, CA, 

USA) を使用した。各区の比較において, 2 値変数には, Chi-square test または
Fisherの正確確率検定を用いた。タイムラプスの時間 (連続変数) の比較は正規
分布であった場合は Student’s t-testを用い, 正規分布でない場合はMann-Whitney 

U testを用いた。全ての検討において, 統計学的な有意差判定に用いた P値は 5%

水準とした。カットオフ値の算出のための ROC曲線の作成には JMP 14.0 (SAS 

Institute, Inc., Cary, NC, USA) を用いた。 
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結 果 
 

 

実験 1. タイムラプスを用いた胚盤胞発生群と発生停止群の発生時間の分析 
 

 胚盤胞までの発生タイミングを Table 13に示した。この解析では, ICSIから得
られた正常受精卵 963個のうち, 492個 (51.1%) の胚が胚盤胞に到達し (胚盤胞
群) , 471個 (48.9%) の胚が胚盤胞まで到達せず, 発生停止した (発生停止群) 。
前核出現時間 (PNa) は 2 群間で有意な差はなかった (9.1 vs. 9.3 時間) しかし, 

胚盤胞群の前核消失時間 (PNd) は発生停止群と比べ有意に早かった (22.2 vs. 

24.0時間, P < 0.01)。さらに胚盤胞群の第一卵割時間 (2-cell) は発生停止群と比
べ有意に早く (25.0 vs. 26.5 時間, P < 0.01), 桑実胚コンパクション完了時間 

(Compacted morula) も有意に早かった (90.4 vs. 96.8時間, P < 0.01)。胚盤胞群の
胚盤胞到達時間 (Regular blastocyst) は ICSIから 112.5時間であった。 
 

 

実験 2. タイムラプスを用いた妊娠群と非妊娠群の発生時間の分析 
 

 凍結融解単一胚盤胞移植した 128周期を，妊娠した群 (妊娠群) 41周期と妊娠
しなかった群 (非妊娠群) 87周期の 2群に分け, その発生タイミングを比較した 

(Table 14, Figure 11) 2群間の第一卵割時間 (2-cell) に有意な差はなかった (23.2 

vs. 23.8 時間)。しかし, 妊娠群の桑実胚コンパクション完了時間 (Compacted 

morula) と胚盤胞到達時間 (Regular blastocyst) までの時間は非妊娠群と比べて
有意に早かった (86.1 vs. 93.2時間; P < 0.01および 105.0 vs. 113.0時間; P < 0.01)。 
 

 さらに詳しく解析したところ, 妊娠群の第一卵割から桑実胚コンパクション
完了までの時間は非妊娠群と比べ有意に早かった (63.1 vs. 68.1時間; P < 0.01)。
しかし, 桑実期のコンパクション完了から胚盤胞到達までの時間については両
群で有意な差はなかった。(19.5 vs. 18.1時間)  
 

 

実験 3. 妊孕性の高い胚盤胞の選別：ROC曲線を用いたカットオフ値の算出 
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 実験 2で妊娠予測の指標として桑実期のコンパクション完了時間 (Compacted 

morula) と胚盤胞到達時間 (Regular blastocyst) が有用であることが示された。そ
こで，これら 2つの指標の最適なカットオフ値 (時間) をROC曲線により算出，
決定した。ROC 曲線から算出された ROC 曲線下面積 (AUC：Area Under the 

Curve) を Table 15に示した。AUCの範囲は 0.5-1.0であり, 0.5-0.7を low accuracy, 

0.7-0.9を middle accuracy, 0.9-1.0を high accuracyと設定した。 

 

 妊娠陰性または妊娠陽性の目的変数に対する桑実胚のコンパクション完了時
間との関係を ROC曲線に描き, 算出された AUCは 0.69であった。さらに妊娠
陰性または妊娠陽性の目的変数に対する, 胚盤胞到達時間のAUCも0.69であり, 

桑実胚のコンパクション完了時間または胚盤胞到達時間だけによる妊娠予測の
精度は低いと判断した。 

 

 しかし, 妊娠陰性または妊娠陽性の目的変数に対する桑実胚のコンパクショ
ン完了時間および胚盤胞到達時間との関係をROC曲線に描き, 算出されたAUC

は 0.71であり, 精度は中程度と判断した (Figure 12)。よって, 妊娠陰性と妊娠陽
性を判断するための, 最適カットオフ値 (時間) は桑実胚のコンパクション完
了時間：94.9時間と胚盤胞到達時間：113.9時間に決定した。 

 

 

実験 4. タイムラプス選択基準に基づく臨床的妊娠率および生産率の検討 
 

 実験 3により算出したカットオフ値 (時間) に基づく, 単一胚盤胞移植後の妊
娠率，流産率，生産率を Table 16に示した。妊娠または非妊娠の分布は, ICSIか
ら桑実胚のコンパクション完了時間 (Compacted morula) と ICSI から胚盤胞到
達時間 (Regular blastocyst) のカットオフ値 (時間) に基づいて作成した (Figure 

13)。 

 

 94.9 時間以内に桑実胚のコンパクションを完了し, 113.9 時間以内に胚盤胞へ
到達した胚盤胞移植群 (適用群) の臨床的妊娠率は 44.4% (32/72) であり, これ
らの基準を満たさなかった胚盤胞移植群 (非適用群) の 16.0% (9/56) と比べ有
意に高かった (P < 0.01)。また，適用群の生産率も 37.5% (27/71) であり，非適
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用群の 10.7% (6/56) と比べ有意に高くなった (P < 0.01)。流産率は，両群に有意
な差はなかった。 
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Figure 10 In vitro development of human embryos. Time-lapse images of a compaction 

beginning (A), compacted morula (B), start of blastulation (C), regular blastocyst (D). 

Bars = 100 µm 
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N.S.: Not significant. 

 

 

 

 

 

 

Table 13 Comparison of developmental timing between human blastocysts and 

arrested embryos groups by analysis of time-lapse monitoring 

Total no. of pronuclei 

embryos 
963 �  

P 

Developmental groups Blastocysts 
�  

Arrested  

embryos �  

No. of embryos 492  471  – 
(%) (51.1) 

 
(48.9) 

 

�  �  
 

�  
 

�  

Developmental time (h)     �  

Pronuclei appearance 9.1  9.3  N.S. 

[Range] [4.0–16.7]  [4.4–17.9]   
      
Pronuclei breakdown 22.2  24.0  <0.01 

[Range] [16.5–34.8]  [16.3–56.7]   
      
2 cell 25.0  26.5  <0.01 

[Range] [18.7–38.2]  [19.2–51.8]   
      
Compacted morula 90.4  96.8  <0.01 

[Range] [54.9–129.7]  [68.5–142.1]   
      

Regular blastocyst 112.5  –  – 

[Range] [85.4–166.8] �  �  �  �  
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N.S.: Not significant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 14 Comparison of developmental timing between pregnancy and non-pregnancy 

groups after single blastocyst transfer, by analysis of time-lapse monitoring 

Total no. of blastocysts 

transferred 
128  P  

Pregnancy + –  

No. (%) of blastocysts 41 87 –  
(32.0) (68.0)  

Developmental time (h) �  �   

2 cell 23.7 24.6 N.S. 

[Range] [19.4–30.8] [18.7–31.6]  

2 cell-Compacted morula 63.1 68.1 <0.01 

[Range] [46.2-75.4] [47.0-103.4]  

Compacted morula 86.1 93.2 <0.01 

[Range] [69.4–98.7] [70.2–127.7]  

Compacted morula-Regular blastocyst 19.5 18.1 N.S. 

[Range] [6.6-41.6] [7.9-51.3]  

Regular blastocyst 105.0 113.0 <0.01 

[Range] [89.3–120.3] [93.2–145.4]  

�    �  
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Figure 11 Time-lapse images of a compacted morula (A) and blastocyst formation (B). 

Developmental timing of the compacted morulae (C) and regular blastocysts (D), 

respectively, compared between pregnancy and non-pregnancy groups after single 

blastocyst transfer. The timing of morula compaction and regular blastocyst formation 

was significantly different between the two groups (P < 0.01, Mann–Whitney U test). 

Bars=100 µm 
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Table 15 AUC for parameters predicting pregnancy. AUC: Area Under the Curve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameters AUC 

2-cell 0.51 

Compacted morula 0.69 

Regular blastocyst 0.69 

Compacted morula + Regular blastocyst 0.71 



68 

Figure 12 ROC curve for prediction of pregnancy by timing of morula compaction and 

regular blastocyst. AUC is 0.71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se
ns
iti
ci
ty

1-specificity



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.S.: Not significant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 16 Clinical pregnancies and live births based on time-lapse selection 

criteria: morula compacted within 94.9 h and regular blastocyst formation within 

113.9 h 

Time-lapse selection 

criteria 
Applicable Not applicable P 

No. of single 

blastocysts 

transferred 

72 56 – 

No. of clinical 

pregnancies (%) 
32 (44.4) 9 (16.0) <0.01 

No. of abortions (%) 5 (15.6) 3 (33.3) N.S. 

No. of live births (%) 27 (37.5) 6 (10.7) <0.01 
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Figure 13 Distribution of pregnancy or non-pregnancy based on cutoff values of time 

from ICSI to compacted morula and time from ICSI to regular blastocyst. The AUC is 

0.71. AUC; area under the receiver operator characteristic curve.
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考 察 
 

 

 本研究では, 桑実胚のコンパクション完了時間と胚盤胞形成時間が, 高品質
で妊孕性のある胚盤胞を選択するための重要な指標であることを示した。特に, 

桑実胚のコンパクション完了時間が妊娠および胚移植後の出生の指標として重
要であることを新たに明らかにした。一方で, 第一卵割時間は妊娠に至る胚の指
標とはならないが, 胚盤胞に発生予測の指標になることが明らかとなった。いく
つかの研究において, 第一卵割が早期に起こる胚は, 胚発生率が高く, 臨床的妊
娠率も高いことが報告されている (Lundin et al., 2001, Bos-Mikich et al., 2001, 
Salumets et al., 2003, Giorgetti et al., 2001, Isiklar et al., 2002, Fenwick et al., 2002, 

Shoukir et al., 1997, Sakkas et al., 1998, Montfoort et al., 2004)。しかし, 本研究にお
いて妊娠群の第一卵割のタイミングは非妊娠群と比べ有意な差はなかった。ヒ
ト胚の第一卵割のタイミングを調節するメカニズムについては完全にわかって
いない。Tomari et al. (2011) は紡錘体のレターダンス, 面積, 長さが第一卵割の
タイミングと関係していることを報告している。さらに受精前の遺伝子発現抑
制の状態は受精後に解除されるため, 1細胞期から 2細胞期に進行する際に発現
する遺伝子とタンパク質も第一卵割のタイミングに影響している可能性がある 

(Jukam et al., 2017)。 
 

 妊娠に至った胚盤胞と妊娠に至らなかった胚盤胞のデータを用い, ICSI を開
始点として各パラメータのタイミングを解析した結果, 両群の第一卵割の時間
に有意な差はなかったが, 妊娠群の桑実胚のコンパクション完了時間と胚盤胞
形成時間は, 非妊娠群と比べ有意に早期であった。さらに, 第一卵割から桑実胚
のコンパクション完了までの時間は妊娠群で有意に早く, 桑実胚のコンパクシ
ョン完了時間から胚盤胞到達までの時間についても有意な差はなかった。これ
らの結果より, 早期にコンパクション完了させた胚は胚盤胞へも早期に到達し
ており, コンパクションを早期に完了させた胚の品質が高いことを示している。
この結果については，桑実胚の収縮パターンが良質な胚盤胞の発生率と妊娠率
に影響を与えることを示す以前の研究の結果と一致している (Ivec et al., 2011, 

Skiada et al., 2006)。Campbel et al. (2013) は染色体異数性を持つ胚盤胞のコンパ
クション時間が正数性胚と比べ大幅に遅かったと報告している (79.7 vs. 85.1時
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間; P < 0.01)。胚の染色体正常性と桑実胚のコンパクションの時間との関係を本
研究では解析していないが, 早期にコンパクション形成を完了した桑実胚が正
倍数性であったと仮定すると，この結果は我々の結果と一致している。 

 

高品質の胚と早期の桑実胚コンパクション完了を結びつけるメカニズムは明
確ではない。タイムラプスを使用した研究において，コンパクションの完了時
間とそのパターンが胚移植後の臨床妊娠率に影響を与えることや (Mizobe et al., 
2017)，コンパクションを開始する細胞数が胚発生に影響することを示した報告
がある (Iwata et al., 2014)。ヒトにおいて胚ゲノム (ZGA：zygotic gene activation) 

の転写は 3 日目から始まり, 4 日目に生理的に活性化され (Braude et al., 1988, 

Kanka et al., 2003)，桑実胚コンパクションの形成は 16細胞で開始する。さらに
細胞間接着タンパク質 E-カドヘリンはコンパクション形成中に発現し, 細胞同
士がより強く接着する (Larue et al., 1994)。これらの要因がコンパクションの形
成と深く関わっている可能性も考えられ，胚の品質に影響を及ぼしているのか
もしれない。 

 

 また, 本研究では早期に桑実胚のコンパクションを完了する胚は胚盤胞形成
も早期であることを示した。胚盤胞形成のタイミングと胚の品質の関係につい
てはいくつか報告されている。新鮮胚移植周期ではなく, ガラス化加温凍結融解
移植周期において 5 日目胚盤胞と 6 日目胚盤胞の着床率は同等であることが報
告されているが (Liebermann et al., 2006, Shapiro et al., 2008, Tubbing et al., 2018), 

これらの結果はタイムラプス導入以前の研究が多くを占めており, 胚盤胞形成
の正確なタイミングを測定出来ていない可能性が高い。一方で胚盤胞の発生遅
延は出生率の低下と関連していることを示した報告もあり (Desai et al., 2016, 

Ferreux et al., 2018, Haas et al., 2016), これらの結果は我々の解析と一致している。
しかし，胚盤胞形成の遅延の原因は胚自体の品質, または最適でない体外培養環
境が影響している可能性も考えられ, 胚盤胞を拡張期まで長期間培養する体外
培養のリスクについては注意する必要がある。 
 

 タイムラプスモニタリングは胚の非侵襲的な連続観察を可能にし, 以前の定
点のみの形態学観察と比較して, 胚発生に関するより多くの情報を得ることが
可能となった。分割速度や発生動態のパラメータのような客観的な評価の指標
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は, 今後の ART の成績向上に有用であると考えられる。桑実胚のコンパクショ
ン完了のタイミングが高品質で妊孕性の高い胚盤胞へ発生する可能性を予測で
きることを示した。ただし, 本解析については後方視的検討であるため, 予測基
準をさらに明確にするためにも前方視的検討が必要であると考えられる。 
 

 以上のことから, 本研究は桑実胚のコンパクション完了と胚盤胞形成のタイ
ミングは胚が高品質で妊娠する胚を予測することができる有用な指標であり, 

その明確な基準は桑実胚のコンパクション完了時間 (94.9 時間), 胚盤胞形成時
間 (113.9時間) であることを明らかにした。 
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第四章 総合考察 
 

 

 本研究は, マウス超音波処理精子を用いて, 精子側の要因が胚の発生動態に
及ぼす影響を明らかにし, 次いで，ガラス化凍結融解マウス卵子を用いて, 卵子
側の要因が胚の発生動態に及ぼす影響を, タイムラプスを用い, 分析すること
により, 胚の品質を評価できる指標を明らかにした。さらに, ヒトの体外受精に
おいて, 桑実胚のコンパクション完了時間と胚盤胞到達時間を指標としたヒト
胚の品質を非侵襲的に評価する方法を新たに確立した。 

 

 ヒトを対象とした研究には, 社会的・倫理的規制から厳しい限界がある。その
ため, 基礎的なデータの解析は困難であり, 詳細なデータを得ることは容易で
はない。そのため, 実験動物を用い, 詳細なデータを解析することは医学のあら
ゆる分野において必要不可欠である。 
 

ヒト体外受精において, 胚の品質が一定であれば評価する必要はない。しかし, 

採取される精子や卵子の品質は必ずしも一定でない。精子においては, 極端に少
ない精子数 (乏精子症) や, 加齢に伴うDNA損傷や遺伝子発現の異常 (Yatsenko 

& Turek, 2018), などによっては受精した胚の品質低下を招く。今現在, そのよう
な異常のある精子を非侵襲的に選別する技術については確立されていない。ICSI

の誕生は, 男性不妊症に福音をもたらした一方で, 世界中の体外受精の普及と
ともに, 本来用いられる重度の男性不妊症だけに留まらず, 直接卵細胞質内へ
精子を注入でき受精卵獲得の確率を高められることから, 男性不妊症以外の症
例にも広く用いられるようになっている。すなわち, DNA 損傷を持った質の低
い精子であっても ICSI により受精させることが可能となった。そこで, 本研究
では, 精子側の要因を検討するため, まず 2種類の溶液で超音波処理した染色体
異常頻度が高いマウス精子と異常頻度の低い精子を用いて, 精子染色体と胚の
発生, 第一卵割までの発生動態をタイムラプスにより解析し, ヒト体外受精に
フィードバックした。 
 

まず, 超音波処理にはM2と EGTAの 2種類の溶液を用いた。M2を使用し超
音波処理した精子頭部の染色体の切断が起きる頻度は EGTA と比べ約 70%と高
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頻度であった。一方で, EGTAを用いた場合, 90%以上が正常な染色体であった。
これは通常の精子を用いた場合の染色体正常率と同等である。超音波処理によ
り高頻度の染色体異常を持った精子を用い, ICSI 後の胚発生と第一卵割までの
発生動態へ及ぼす影響を調べた。その結果, 染色体異常が高い精子の ICSI にお
いて, 前核消失時間と第一卵割時間が遅延し 8細胞期胚率, 胚盤胞への発生率は
低下した。これは精子に染色体の異常があると胚盤胞へ発生せず, 4細胞期で発
生停止していることと, 第一卵割の時間が関係していることを示している。受精
から発生の過程において, 染色体異常を修復する機能が卵子には備わっている 

(Menezo at al., 2010) が, 胚盤胞へ発生した胚を対象として比べると, 精子染色
体異常を持った群においても, 少ないながら胚盤胞へ発生しており, 胚盤胞ま
での発生速度は遅延していることからも, 卵割過程において, 染色体の修復が
起き, 卵割時間が遅延している可能性が高いと考えられる。しかし, 修復が起き
ている卵割ステージや発生した胚盤胞の染色体の正常性については検討してお
らず, 今後明らかにする必要がある。さらに, 本研究の結果は, 胚盤胞への発生
能を予測する指標として, 第一卵割時間が有用であることも明らかにした。 

 

次いで, 卵子側の影響を探索すべく, マウスガラス化凍結卵子を使用した検
討を行った。マウス卵子はヒト卵子と違い, ほとんどの胚が体外で胚盤胞へ到達
するため, ガラス化による品質低下モデルの作成を行い, その発生動態を調べ, 

ヒト体外受精へフィードバックした。 
 

本研究では, ガラス化凍結卵子と新鮮卵子用い, ICSIによって胚盤胞へ発生し
た胚の発生動態への影響を調べ, 卵子内 GSHと ROSについても解析した。卵子
をガラス化することにより, ICSI 後の発生率の低下, ROS の上昇, GSH の低下, 

前核形成時間, 胚盤胞到達時期が遅延し, 胚盤胞細胞数が減少することを示し
た。さらに, ガラス化凍結融解した卵子への 0.5 mM GSH-OEt補充は ICSI後の
前核形成時間から胚盤胞到達時期を早め, 胚盤胞細胞数を増加させたことで, 

卵子の質の向上に有用であったことを示した。これらの結果は未受精卵子の
GSH 濃度が胚の発生動態に影響を及ぼすだけでなく, 胚盤胞の品質にも影響を
及ぼすことを示している。Takenaka et al. (2007) はマウス前核期への光暴露が胚
盤胞発生率へは影響しないが, 胚盤胞のアポトーシスを増加させ, 胚移植後の
産仔率を低下させ, 胚の品質が低下することを示した。また, 体外で発生した胚
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盤胞のうち約半数に染色体数的異常があることが報告されている (Capalbo et 
al., 2014)。これらの報告からも, 発生能の高い胚が必ずしも品質が高いとは限ら
ないと言える。よって, 胚盤胞へ発生した胚の着床能は高いが, 発生した胚盤胞
の品質を非侵襲的に評価する方法を確立することは生児獲得率向上へ繋がると
考えられる。タイムラプスによる解析により, 胚盤胞発生までの発生動態を解析
したところ, 「桑実胚のコンパクション完了時間」と「胚盤胞到達時間」が新鮮
排卵卵子と 0.5 mM GSH-OEt添加区でガラス化卵子と比べ有意に早期であった。
そのため, 胚盤胞の品質を評価する指標として 2 点が有用であることが本研究
で明らかとなった。 

 

以上のマウス実験から, 胚の発生能を評価する指標として, 「第一卵割時間」
が指標となることを示した。さらに, 胚盤胞の品質を評価する指標として「桑実
胚のコンパクション完了時間」と「胚盤胞到達時間」が精度の高い指標になり
得ることを見出した。 
 

本研究において, タイムラプス装置を用い, ヒト胚の非侵襲的な品質評価の
指標とその基準として, 桑実胚のコンパクション完了時間 (94.9 時間), 胚盤胞
到達時間 (113.9 時間) という 2 つの指標の明確な基準を明らかにした。胚の品
質を評価する方法は, 1つの基準でだけでは精度が十分でないことが指摘されて
おり, いくつかの有用な評価方法を組み合わせることで, 詳細に胚の品質を評
価できることが報告されている  (Fisch et al., 2001, De placido et al., 2002, 

Brezinova et al., 2009)。しかし, これらの品質評価方法は形態的または主観的な
評価であるため, 胚の品質を正確には評価するのは難しい。タイムラプスは胚の
発生過程を連続的に撮影することにより, 発生動態の観察や発生スピードを計
測することを可能とした。従来の定点観察による胚の形態学的な観察と比べ, 胚
から得られる情報は格段に多くなった。本研究で示した 2つの指標は, マウス実
験から明らかとなった指標をフィードバックし, ヒト胚のタイムラプスによっ
て得られた情報を解析することで明らかとなった。 
 

まず, 体外での胚盤胞発生を予測する指標を明らかにするため, 963 個の正常
受精卵を胚盤胞群と, 発生停止群に分けて 5つのパラメータを解析した。胚盤胞
群の前核消失時間, 第一卵割時間, 桑実胚コンパクション完了時間は発生停止
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した群と比べ有意に早かった。このことは第一卵割を基準にすることで, 初期卵
割で胚盤胞へ発生するか, 発生を停止するかを予測することが可能であること
を示した。しかし, 実際に体外で発生した胚盤胞をガラス化凍結融解し, 単一胚
盤胞移植を行った 128周期を妊娠群と非妊娠群に分け, 3つのパラメータを解析
すると, 両群の第一卵割の時間に有意な差はなく, 桑実胚のコンパクション完
了時間と胚盤胞到達時間は妊娠群で有意に早かった。これらの結果から, 第一卵
割は発生予測の指標としては有用であるが, 妊娠・生産を予測する上では有用な
指標にはならず, 桑実胚のコンパクション完了時間と胚盤胞到達時間が胚の品
質を示す上で, 有用な指標であることが明らかとなった。 

 

さらに, これらの指標の基準を明確にすべく, 各パラメータと妊娠との関係
を ROC (Receiver operating characteristic curve：ROC) 曲線により解析した。ROC

曲線からAUC (Area under the curve：AUC) を解析し, 臨床上有用な cut-off値 (時
間) を算出した。第一卵割の AUCは 0.51であり, 妊娠との相関関係は低いと判
断した。桑実胚のコンパクション完了時間, 胚盤胞到達時間の 2つのパラメータ
を組み合わせた AUC は 0.71 であったため, 妊娠との相関は高いと判断した。
ROC曲線から算出された 2つの指標の基準に当てはめた胚盤胞の妊娠率はその
基準に当てはまらない胚盤胞と比べ, 有意に高くなった。 

 

しかし, 本研究で明らかとなった指標の明確な基準が, 臨床的有用性を持つ
かどうかをさらに検証するためにも, 今後前方視的な検討が必要であると考え
られる。また, 精子侵入時間が不明確である通常の IVF で受精した胚について, 

解析の対象にはしていないため, IVF で受精した胚に対しては, 統計学的な補正
をすることで, その基準を明確にする必要がある。 

 

胚の観察は以前より, 定点での観察が主に行われていた。しかし, タイムラプ
スの普及により, インキュベータから胚を取り出すことなく, 非侵襲的に胚の
動的観察や胚の発生速度の解析が可能となった。タイムラプスを用いた同様の
研究は多く報告されているが (Azzarello et al., 2012, Rubio et al., 2012, Kirkegaard  
et al., 2013, Cruz et al., 2012), ART施設間による培養環境や, 採取される卵子や精
子の品質などに差があるため, これらの報告をそのまま採用するにはリスクが
高い。よって, 自施設で得られた多数のデータを正しく解析し, その基準を明確
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にすることは, 日々の診療において, 非常に有用であると考えられる。 
 

ヒト体外受精において, 多胎妊娠が深刻な問題となっていることから, 日本
産婦人科学会は移植胚数を原則 1個に定めている。多胎妊娠は早産, 妊娠高血圧
症, 血栓症などの合併症が単胎妊娠と比べ, 高頻度で起こりやすいことが知ら
れている。胚盤胞培養した胚を選択的に移植することで高い妊娠率が期待でき, 

多胎率も減少させることが出来る。近年, 胚培養環境の改善や培養液の進歩によ
り胚を体外で 5～7 日間培養させることで, 高確率に胚盤胞まで発生させること
が可能となった。複数個発生した胚盤胞の中から品質の高い胚を非侵襲的に選
択する指標を明確にすることは臨床上非常に有益であると考えられる。 
 

また, 日本国内において, 大規模な着床前胚異数性検査 (PGT-A) の臨床研究
が始まろうとしている。PGT-A は侵襲的に胚盤胞の染色体の数的異常を評価す
る技術であり、主に流産予防のために用いられている (Murugappan et al., 2016)。
体外受精施設において, PGT-Aが急速に広まる可能性が今後考えられる。胚の着
床しない主な原因の一つとして, 加齢に伴う染色体の数的異常の頻度の増加が
挙げられる (Franasiak et al., 2014)。近年のゲノム解析技術の進歩は, 目まぐるし
く, マイクロアレイや次世代シーケンス (Next gene sequencing：NGS) などの普
及により, 短時間で全染色体をスクリーニングできるようになった。PGT-Aの検
査に必要な細胞は侵襲の程度やモザイクの問題から , 胚盤胞の栄養芽細胞 

(Trophectoderm：TE) の一部を採取するのが一般的となりつつある (Mertzanidou  

et al., 2013, Nakhuda et al., 2018)。PGT-Aの有用性は報告されているが, 移植前に
染色体の数的異常を解析するため, 移植数あたりの妊娠数は改善するが, 採卵
数あたりの妊娠数は改善しないことがわかっている (Simon et al., 2018)。さらに, 

胚の異数性を検査するためには TEの採取が必要であり, 多くの侵襲を伴うこと
からも, 胚の品質を損なう可能性が多いにあることが問題となっている (Scott  

et al., 2013)。侵襲を伴わない検査方法として, 胚盤胞培養を行った培養液を使用
する方法  (Vera-Rodriguez et al., 2018) や胚盤胞の胞胚腔液を使用する方法 

(Tsuiko et al., 2018) などが報告されているが, その検査精度は低く, 臨床応用に
までは至っていない。しかし, 今後, これらの技術が発達し, タイムラプスによ
り得られた情報と組み合わせることで, より正確に非侵襲的に胚の品質評価が
可能になると考えられる。 
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 以上, 本研究で確立したヒト胚の品質評価の指標は, 本研究において臨床的
な有用性が実証され, 今後, 多くの体外受精施設での実施が期待できる。さらに, 

タイムラプスはまだまだ多くの可能性を秘めており, 有用性は非常に高いこと
から, 今後, 幅広い分野で応用されることが期待される。 
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第五章 総 括 
 

 

1. M2 または EGTA の 2 種類の溶液を用い, マウス精子を超音波処理し, 精子
頭部の染色体の正常性を調べた。その結果, EGTA溶液は，M2と比べ有意に
高い正常率であった。EGTA溶液を用いて超音波処理することによって，精
子染色体の正常性を保つことを明らかにした。 
 

2. 染色体の異常頻度が高い精子 (M2) の ICSI 後の胚盤胞への発生率は染色体
の異常頻度が低い精子 (EGTA) と比べ, 有意に低かった。さらに, タイムラ
プスにより 2 群の第一卵割までの発生動態では，高染色体異常精子の ICSI

群の前核消失時間と第一卵割時間は，低染色体異常精子の ICSI 群に比べ有
意に遅延した。以上から, 精子の染色体異常が胚盤胞への発生率と第一卵割
までの時間に影響を及ぼすことを明らかにした。 
 

3. ガラス化凍結卵子の融解後，回復培養 1 時間による ICSI 後の胚盤胞への発
生率は，融解直後，回復培養 2時間と比べ有意に高かった。しかし, 胚盤胞
への発生動態については回復培養時間ごとに有意な差は見られなかった。 

 

4. ガラス化凍結卵子の卵子内の ROS は新鮮卵子と比べ有意に上昇し, GSH 濃
度は有意に低下した。さらにガラス化凍結卵子の ICSI 後の胚盤胞への発生
率は, 新鮮卵子と比べ有意に低下し, 胚盤胞までの発生時間は有意に遅延し
た。ガラス化凍結により, 卵子の品質は低下した。さらに回復培養液への膜
透過型 GSHである GSH-OEtを 0.5 mM添加し, 1時間の回復培養をさせたと
ころ, GSH-OEt区において, 胚盤胞への発生率は無添加区と比べ，有意な差
はなかった。しかし, GSH-OEt区において, 卵子内 GSH含量の上昇が見られ, 

桑実胚のコンパクション完了時間と胚盤胞到達時間時間は早くなり, 胚盤
胞細胞数は無添加区と比べ有意に増加した。以上より, 卵子はガラス化凍結
により機能を低下させ, 卵子内の GSH 含量は胚盤胞の品質に影響を及ぼし, 

前核形成時間との関係が明らかとなった。さらに, 胚盤胞の品質を評価する
ための指標として, 前核形成時間, 桑実胚コンパクション完了時間と胚盤胞
到達時間が重要であることを見出した。 
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5. ヒトにおいて, ICSI から得られた正常受精卵 963 個を胚盤胞へ発生した群 

(胚盤胞群) と胚盤胞へ発生しなかった群 (発生停止群) に分け, 2 群の前核
出現時間, 前核消失時間, 第一卵割時間, 桑実胚コンパクション完了時間, 

胚盤胞到達時間を調べた。2 群の前核出現時間に有意な差はなかったが, 前
核消失時間と第一卵割時間, 桑実胚コンパクション完了時間は胚盤胞群で
有意に早かった。さらに, 同期間に得られた胚盤胞のうち, 凍結融解し, 単
一胚盤胞移植を行った 128周期を, 妊娠した群 (妊娠群) 41周期と妊娠しな
かった群 (非妊娠群) 87 周期の 2 群に分け, 第一卵割時間, 桑実胚コンパク
ション完了時間と胚盤胞到達時間を比較した。2群間の第一卵割時間に有意
な差はなく, 妊娠群の桑実胚コンパクション時間と胚盤胞到達時間は非妊
娠群と比べ有意に早かった。以上のことから, 第一卵割は胚盤胞発生予測の
指標となり, 妊娠に至る品質の高い胚盤胞の指標として桑実胚のコンパク
ション完了時間と胚盤胞到達時間が有用であることを新たに明らかにした。 
 

6. 桑実胚コンパクション完了時間と胚盤胞到達時間の最適なカットオフ値 

(時間) を ROC 曲線により算出し, 臨床上有用な基準を設定した。妊娠陰性
または妊娠陽性の目的変数に対する桑実胚コンパクション完了時間及び胚
盤胞到達時間との関係を ROC曲線に描き, 算出された AUCは 0.71であり, 

妊娠予測の精度として中程度と判断した。ROC 曲線から妊娠予測のための
カットオフ値 (時間) は桑実胚コンパクション完了時間 (94.9 時間) と胚盤
胞到達時間 (113.9時間) を算出した。 

 

7. 桑実胚コンパクション完了時間と胚盤胞到達時間の基準に当てはめ, 94.9時
間以内にコンパクションを完了させ, 113.9 時間以内に胚盤胞へ到達した胚
盤胞はそうでない胚盤胞と比べ, 胚移植後の妊娠率・生産率は有意に高くな
った。以上より, 本研究は桑実胚のコンパクション完了と胚盤胞形成のタイ
ミングは胚が高品質で妊娠する胚を予測することができる有用な指標であ
り，その明確な基準は桑実胚のコンパクション完了時間 (94.9時間), 胚盤胞
到達時間 (113.9時間) であることを本研究により初めて明らかにした。 
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