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哺乳類の胚操作と畜産への利用と将来（71）

一XX皿　手動方式によるクローン個体の作出法一

菅原七郎＊

v）サイトプラストヘの体細胞融合
　前もって準備調整しておいたドナー核としての

体細胞をサイトプラストヘの融合、（核移植）操作は

2段階で行なう。すなわち，1個の体細胞を2個の

割断サイトプラストヘ融合させるもので，まず1個

目のサイトプラストに体細胞核を接着させ，次いで，

それに2個目のサイトプラストを融合させるもので

あり，この構築卵子はトリプレットと呼ばれる。

　ウシでの融合は以下の手順で行なう。

イ）一段階目融合

　融合用培養皿は4穴（油井）のものを用いる。1

番目の油井には800μ1のT20を入れ，それにサイ

トプラスト群（20～30個）を移しておく。

　2番目の油井には500μg／mJ濃度PHAのT20400

μ1を入れて置く。

　①3番目の油井にはT204mlを入れておき，それ

に体細胞1個を5μ1に吸引して，液の中央底部に

移す。

　②体細胞との融合に当たって，1個のサイトプラ

ストをPHA液に3秒間浸して，すぐに3番目の油

井中の体細胞の上に押し出していき，ドナー細胞に

付着させる。

　次いで，サイトプラストと体細胞の対（ペア）を

融合させる以下の操作に移る。

　③融合操作：サイトプラストと体細胞のペアを融

合室（2m1の融合液で満たした両電極の間）に入れ

る。この融合操作は26～27℃で行なう。

　通電：2～3分間，融合室で培養後，交流（AC）

15V，700kHzの通電でペアは一方の電極に付着する。

しかし，体細胞が電極側に位置しないこともあるが，

直流（DC）65Vで20μsecのパルスを0．1sec問隔

で通電して融合させる。

　④ペアは注意深く動かし，4番目の油井（T20の

800μ1入り）に移し換え，15～30分問培養する。

この培養時問で融合が成功した否かを確認する。

　一回の融合液で15～20ペアを作ったら融合液は
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新しいものに交換して次のペア（15～20ペア）を作

るようにすることが大切である。これは15～20ペ

アの作出に要する時問以降では蒸発などによる融

合液濃度が変わり，悪影響を与える可能性が出るこ

とを防ぐためである。

ロ）二段階目融合

　一段階目で融合させたペアにさらにもう1個の割

断したサイトプラストを融合させて再構築卵子を

作る。この再構築卵子をトリプレットと呼んでいる。

　①ペアとサイトプラストの融合

　まず，残りのサイトプラストは融合室のN電極側

に移しておく。一方ペアはS電極側に並べる。約2

分問培養する。

　10個のサイトプラストをAC15Vで700kHz通電
して一直線に並べる。

　次いで，ペアを一個ずつそれぞれのサイトプラス

トに接着させておく。

　次いでDC45Vで20μsecのパルスを0．！sec間隔

で2回通電して融合させ，トリプレット，すなわち，

再構築卵子（体細胞核移植卵子）を作る。

　②トリプレットの洗浄と前培養

　トリプレットはT20液滴（200～400μ1）に2回

移し換えて洗浄し，T20液で20分聞培養する。

　③次いで，トリプレットはオイルカバーした400

μ1の発生培養液に移して39℃5％CO2，空気で培養

して活性化処理をする。

煽）活性化処理
　トリプレット再構築卵子の活性化は成熟培養開

始から28時間目で融合終了後約4時問目で行なう

のが良い。したがって，成熟培養開始から28時問

目までにこれまで述べてきた処理とトリプレット

の調整が終了しなければならない。

イ）Ca一イオノフォア処理

　2μMCaイオノフォアのT20液1m1にトリプレッ

トを移し，室温で5分問処理する。

ロ）6－DMAP処理

0009－3874／07／￥500／1論文／JCLS
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『イオノフォア処理したトリプレットをT20液で2

回洗浄する。

　次いで，2mMDMAPを含む発生培養液の5μ1液

滴に上記処理トリプレットを移し，オイルカバーを

して39℃，5％CO2，空気または5％CO2，5％02，

90％N2下で6時間培養する。

vii）発生培養
　活性化処理を終了したトリプレットは発生培養

液で2回洗浄してから，400μZ発生培養液中の小油

井（WOW）へそれぞれ1個ずつ移し，39℃，5％
CO2，5％02，90％N2下で培養し，発生させる。V句ta

らは発生培養液としてsOFaaci液（表23－7）を用

いている。

曲）発生の状況
　トリプレットの発生能は培養24時間毎に常法通

り実体顕微鏡下で検査し記録する。

　すなわち，卵割の有無，細胞数，正常発生卵子数

等，最終的に培養7～8目での胚盤胞形成率，正常

胚盤胞数を記録する。

ix）ウシにおけるHMCの成果
　表23－14はV昨aらの報告から抜粋した成果であ

る。実験1ではHMCの手法検討を目的にしたもの

で透明帯除去サイトプラストとドナー核の融合法

として2段階法での再構築卵子の発生能と胚盤胞の

品質を従来法（常法）のそれと比較して全く差がな

く方法として実用化できることを示したものであ

る。他方，実験2はHMCでのETを目的としたも

ので正常産子まで発生し得ることを証明した報告

である。

　HMC法にクローン個体作出のこれまでの報告か

ら以下のことが明らかである。

　イ）除核操作法としてデモコリン，エトポサイド

などの化学物質処理の併用や任意割断法により実

施した再構築卵子の発生能は透明帯除去卵子の

IVFCでの発生能と比べて全く差がなく，むしろ，

後者より良い成果が得られている。

ロ）サイトプラストとドナー核の融合法

　透明帯除去で割断法による，1個のサイトプラス

トを用いた常法（1段階法）での融合法と2個のサ

イトプラストでの2段階法の融合率はむしろ一段階

法（67％）28）に比べ高く非常に効率が高（74％）かっ

たことが報告されている。

ハ）再構築卵子の発生能

①胚盤胞への発生

　WOW法での培養系では再構築卵子の約50％が

胚盤胞に発生するがWOW潜水培養法では20～

30％と低い発生率である。

　一方，5μ」液滴中で2段階SOF液を用いた培養

系ではコンパクト桑実胚と胚盤胞形成率は約50％

であった50）。

②胚盤胞の品質

　HMC法で発生した胚盤胞の品質について全細胞

数，ICM数や透過型電顕による研究報告がある26）。

従来法とHMC法で発生した胚盤胞問での唯一の違

いは細胞数が異なるが形態学的な差異は全く認め

られない。すなわち，全細胞数とICM数はHMC由

来胚の方が従来法胚と比べてやや多い。他方，栄養．

膜細胞とICMの細胞形態や細胞内小器官などの形

態や分布状態はIVF，Zn　vivo由来胚のそれらと比べ

て全く差異がなかった。

二）受胎率と分娩率

　透明帯除去サイトプラストを用いクローン作出

法（HMC）での最初の産子はオーストラリアで得

られた。次いで，ドイツと南アフリカでそれぞれ一

頭が得られている38・48）。

　HMCと従来法による正常クローン個体の作出率

表23－14　ウシHMCの成果（V勾taらヲ03，’04より改写）

実験
再構築卵子率
　　（％）

胚盤胞形成率
　　（％）

胚盤胞の品質

全細胞数　ICM

移植可能胚
　（％）

ET結果

移植数 受胎数　産子

（26）※

（48）

49／52（94）

50／66（76）

398／790（51．0）

6／52（12．0）

216±52　52±10

5／6　83．3
一
5

　　　一
3／3　　1／5

※（）内数は引用文献

実験11HMCの手法検討の成果で胚盤胞の形成率と品質にっいてが主体でETはしていない

〃　2：ETを目的とした研究

嚢
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はほとんど差はない。すなわち，HMCでは7％で

あるのに対し従来法では6．3％である。

　現在，ニュージーランドでは15％の割合で産子が

得られて，そのうち，18％が離乳した。18頭が16～

24ケ月齢に達しており，後代検定も問もなく可能で

成果が得られるとされている。

e）ヒツジのHMG法
イ）採卵：

　ヒツジのHMCの主たる操作手順とタイムスケ
ジューヅレは表23－！5に示した。

i）サイトプラズトの採取と成熟培養
　ヒツジでのHMC用のサイトプラストはウシと同

様，屠揚卵巣と多排卵処理した生体からLOPU（内

視鏡を用いた卵胞吸引法）での採取卵子のIVMで

得られた成熟未受精卵子をサイトプラストとして

用いる。

　屠場卵巣を用いる場合は前述のウシの揚合と同

様に処理，採取して，検卵して成熟培養にかける。

ロ）成熟培養：

　吸引採取したCOCsは成熟培養液（表22－5：ヒ

ツジ）500μ1中に30～50個入れ，38．5℃，5％CO2

空気下で19～20時間培養し成熟させる。

h）サイトプラストの調整
　19～20時問成熟培養したCOCsを選別して以下’

の手順で処理し，レシピェントサイトプラストにす

る。

イ）卵胞細胞の除去（裸化卵子にする）

　COCsを0．5％ヒアルロニダーゼ・へペスSOF液

’に入れ数分問，保持し，ピペッティングにより，卵

胞細胞を除去する。

表23－15　ヒツジのHMCタイムスケジュール（原著）

日程 処理操作手順 処理方法

a）屠場卵巣

1日目 b）LOPU

↓
卵
4
採
取

25℃PBS保持

↓
2
％ SSTCM－199（吸引採取溶液）

↓
成
熟
培 養

↓

（0時間） （19～20〉 SOFaa＋4mgBSA＋1mMグルタミン
2目目（19～20 卵丘細胞除去（裸
時問〉 化）

↓
選
別
↓
透
明
帯
除 去

O．5％ヒアルロシダーゼ処理　数分，ピペッティンクorボルテックス

正常形態のもの，極体あり，異常卵子は除去

0．05％プロネェースSOF液、数分間培養，透明帯除去卵子取扱い液で保持

23～25時間

↓
ド
ナ ー細胞との
接着

1）ドナー細胞を接着用液滴に入れる2）サイトプラスト20μg’m’のPHへPBS液へ移し，数秒間浸し

3）PHA処理サイトプラスを体細胞のある接着用液滴に入れて接着させる

↓
融
合
（ 電気的） 融合室に移し　1）AC4V，400kHz，通電，ドナーサイトプラストー列2）DC750V，76μsec，G．lseo間隔2回通電
　　（活性化）

↓
除
核

3〉シクロヘキシミド液（0．Olμg／mmBS）2時間培養

手動式割断法〔5陪1m’サイトカラシン溶液中で行なう）極体を指標にして（図22－5〉卵子専用割断刃で手動で切断

する，割断はサイトカラシンB液中で行なう

↓
活
性
化
↓
洗
浄
↓
発生培養

a）1G剛m∫シクロヘキシミド液　2時間培養b）Caイオノフォァー処理とシクロヘキシミド処理

SOFとSOFaa

寒天WOW法　SOFaa

3日目 卵割検査 卵割細胞数とその割合

6～7目目 胚盤胞期率 初期胚の形成率（胚盤胞までの発生率）

i
’

㌧ほ
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懸
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罎
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l
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2
1

※ヒツジHMCにおける手順の特性としてサイトプラストの除核はドナー細胞を融合した後に実施することである。

購1卜　　

P、戸
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ロ）裸化サイトプラストの選別

　この選別手順もウシの項と同様に行ない，成熟を

完了して極体があって，卵細胞質とその色調が均一

化されているものを選別する。

血）透明帯の除去
　選別した卵子を0．05％（5μg／ml）プロネース溶

解ヒツジSOF液で数分間，培養して透明帯を除去

する。

　透明帯を除去した卵子は直ちに卵子取扱い液（表

22－6：ヒツジ）に移し，数回洗浄して，次の操作

までの問，培養器中に入れておく。

iv）ドナー細胞との接着と融合操作
　ヒツジではHMC法による体細胞クローン作出の

際，除核前に体細胞を接着させ，融合することで胚

盤胞形成率が数倍も高いことから除核操作はド

ナー細胞を接着し融合後に行なう方式がとられて

いる。　（表23－161融合→除核）

イ）サイトプラストヘのドナー細胞接着

　4穴培養皿で1番目のウェルに20μg／mZPHAの

PBS液滴を，2番目のウェルに数個のドナー細胞を

分散させた液滴，3番目にサイトプラストと体細胞

を接着させたカップル卵子を入れる液滴を準備し

ておく。

　①PHA処理：1個のサイトプラストを毛管ピペッ

トに吸引して上記PHA液滴の上端部に入れ，一ピペッ

トからサイトプラストを押し出していくがピペッ

トの先端が底につぐ前にサイトプラストを再び吸

い上げる。

　②次いで，直ちに，ドナー細胞の上にサイトプラ

ストを静かに押し出す。この時，ドナー細胞は小さ

いので，ピペットでサイトプラストを回転させなが

らドナー細胞に接着させる。

　③接着させた構築サイトプラスト（カッテル）は

次の操作溶液に移し，保持する。

　接着操作は10～30個のカップルを作るまで繰返

し行なう。

ロ）融合操作と活性化

　①通電処理：上記カップルを融合室に移し，AC

4V，400kHzで一列に配列させる。次いで，DC，

750V／cm，76μsec，0．1sec問隔で2回通電する。

　②シクロヘキシミド処理：通電（DC）により融

合操作の終わったカップル，（いわば再構築卵子は

除核していないのでM■紡垂体と移植核の二つを

もつ）は0。01μg／m1シクロヘキシミド操作用溶液

の液滴に移し，通電処理後，10～15分間保持し，融

合が成切したか否かを確認する。

　融合が確認された再構築卵子は2時間培養して活

性化を完了させる。

　③活性化終了の確認

　上記2時問のシクロヘキシミド液での培養後，第

2極体の放出が起こっていることを確認する。すな

わち，活性化されていない再構築卵子は二つの極体

をもたない。しかし，二っの極体のうち，ドナー核

状のものがあるものは除外して，サイトプラストと

しては用いない。

v）除核操作
　ウシサイトプラストと同様に手動的に割断して

除核する。

イ）サイトカラシンB液での処理

　正常な第2極体をもっ再構築卵子を5μg／mJサイ

トカラシン（CaとMg無添加操作用液に溶解）液に

移す。

ロ）手動式割断による除核

　36mmのペトリー皿のサイトカラシン！B液中で卵

表23－16　ヒツジHMCの成果（Pleura’03改写）

ドナー細胞 クローン手順 卵子数
　　一系

との融合率
　（％）

再構築
卵子数

クローン
効率％

クローン胚の発生率（％）

卵剖率
　00

胚盤胞
　00

胚盤胞
菱　’Oo

　　耳，維芽
細胞

成体卵細胞

除核一融合．

融合一除核

除核一融合

融合一除核

119

123

400

371

60／104

（57．7）

76／123

（61．8）

295／342
（86．3）

316／371

852

60

64

290

236

50．4

52．0

72．5

63．6

53（88。3）

58（90．6）

257（88．6）

221（93．6）

2（3．3）

6（9．4）

59（20．3）

78（33．1）

1．7

4．9

14．8

21．0
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子専用割断刃で手動的に切断して除核する。（図23

－5）

　ハ）除核の確認

　除核が完全であったことは極体をもつ卵細胞質

部分が切り取られていることで確認する。

　それは，ヘキスト染色をして極体を含む卵細胞質

が消失していることで確かめられる。

vi）活性化　（シクロヘキシミド処理〉

　再構築卵子の活性化は融合処理時の通電とシク

ロヘキシミド液（10μg／m1卵子取扱い液：表23－6）

で2時間培養して活性化させる。

姐）遅延活性化処理
　しかし，遅い活性化が必要である場合は以下の手

順で処理して活性化させる。

イ）融合前の処理

　まずドナー細胞と接着させたサイトプラス・トは

融合させる前にCaとMg無添加卵子取扱い液で1
時間保持しておく。

　次いで，CaとMg無添加卵子取扱い液と融合液を

1：1の混合液で5分間培養する。そして融合液へ移

し，さらに5分間培養してから通電操作を行なうる

ロ）融合処理から活性化

　通電後，CaとMg添加液に移し，融合が完了した

ことを確認する。そして，活性化処理まで同液で保

持する。

ハ）活性化処理

　①Caイオノフォア処理：

　10μmMCaイオノフォア液（保存原液を蛋白質

無添加卵子取扱い液での稀釈液：表23－6）に移し，

5分間，38℃で培養する。

　①セクロヘキシミド処理

　卵子取扱い液で常法通り，洗浄後，上記シクロヘ

キシミド液で2時問培養して活性化を完了させる。

面）発生培養
　活性化処理の終わった再構築卵子は培養液で数

回洗浄してから寒天WOWウェルに移し，ウシと同

様の気相と温度で培養して発生させる。

　発生培養法は通常のWOW法でも良いとされて
いる。

ix）発生の状況
　通常，培養後24時間間隔で検鏡して卵割。発生

段階を記録し，胚盤胞形成率をみる。

x）ヒツジのHMCの成果

イ）除核と融合操作の関係

　ヒツジではHMCにおける除核と融合の関係につ

いては表23－16に示した如く，ドナー核の種類に

関係なく，まず除核前にドナー細胞を融合した後に

除核する手法が効率の良いことが明らかにされて

いる。

　すなわち，ドナー細胞とサイトプラストの融合率

およびクローン効率は通常のクローン作出法と同

様，除核をして次いで，融合操作をしても両者問で

差はない。

ロ）除核操作時間と再構築卵子の発生能

　ヒツジではHMC法での再構築卵子の胚盤胞期ま

での発生能は除核一融合方式と比べ最初ドナー細

胞を融合させて，その後，除核する方式が非常に効

率のよいことが明らかである。

　すなわち，表から明らかな如く，融合一除核方式

が数倍以上の効率で胚盤胞まで発生する。

ハ）産子までへの発生能

　ヒツジのHMC法での胚移植試験は実施された報

告がなく，産子は未だ得られていない。最近，IVMF

したヒツジ受精卵子から透明帯を除去し，IVCで胚

盤胞まで発生させて，子宮に移植して産子が得られ

ており19），HMC胚の移植で産子が得られることは

疑いなく今後の成果が期待される。

二）除核と融合の操作手順は他の動物種では？

　上記の手順関係とクローン胚作出との効率につ

いてウシや他の動物種では研究されていないので

今後，ヒツジでの融合一除核の手順を検討すべきと

考える。

f）ブタのHMC法
　ブタのHMC法の手順は基本的にウシHMCと同

じであるが第1段階の融合液は比較的単純組成であ

り，第2段階での融合液は活性化処理としても使わ

れる特徴がある。また，ブタ独自の処理法や培養法

が工夫されている。

　ブタHMCは表23－17に示したタイムスケ
ジュールでの手順によって行われる。

i）サイトプラストの採取と成熟培養
　ブタHMC用の卵子はウシ，ヒツジと同様屠場卵

巣（未経産，経産豚）から採取した未成熟卵子をIVM

して用いる。

　ブタ卵巣は30～35℃，PBSで保温して実験室に

持ち帰る。常法により採取，選別して用いる。

l
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表23－17ブタのHMCタイムスケジュール（原著）

日程 処理操作手順 処理方法

1目目 屠場卵巣

↓
卵
子
採
取

35℃，PBS保温

↓
H
e
p esTCM 199（表22－4）で2－6㎜卵胞より吸弓1採取

（0時間）

2日目

↓
成
熟
培 養

↓
重
炭
酸 TCM 199＋10％CS＋10％PFF＋101UeCG＋51UhCG50個per400μ’培養液，41～44時間，

38，5℃，5％CO2空気

3日目
（41時間目）

卵丘細胞除去

↓
選
別

1mglmJヒアルロニダーゼ（へペスTCM－199）液中でピペッテング39℃で保温しながら処理20μ’液を

オイルカバーして操作する

↓
透
明
帯
除 去

1）3．3mglm’プロネェース液（T33液：へペスTCM－199＋33％CS）で5秒間処理して，T2とT20液に

すばやく移す2）3mg／ml　PVAT2液（TPVA）に移す

↓
除
核
　 割断除核確認

1）2、5μg／m1サイトカラシンB＋3mg／認TPVA液中で2または3等分割断2）5陪ノm1ヘキストTPVA液で

5分染色3）染色割断サイトプラスト2～3個を1μ’のTPVAに移し，UVで選別

融合（第1段階） 1）選別サイトプラストをT2液に移す2段階の融合を行なう、第一段階は2）30に割断したサイトプラ

（44～45

時問目）

（1／3サイトプラスト）
ストの1／3とくにより小さいもの10個を1mg／ml　PHAのT2液に3秒問浸す3）それをドナー細胞の液滴

に入れ、それぞれ1個ずつのドナー細胞に接着させる4）ペアを融合液（0．3Mマニトール＋0．01％

PVApH7．8）に入れ10秒間おく5）AC　O．6KV／cn“00kHz通電して一列にする、次いて6）DC
2・OKV／cmで9μsec，通電せて融合させる

（第2段階）2／3サイト 2段階目1）1段階目終了する1時間後にペアと残っている2／3のサイトプラストと一緒に活性化液

プラストとペアの融 （0，3Mマニトール十〇，1mMMgSO4十〇．1mMCaCI2十〇．01％PVA）pH7・8液に入れる2）AC
合、活性化 0．6KV／cm通電後，DC　O、7KVlcm，80μsec通電する

融合の確認 融合処理の終ったトリプレットは注意してT10の液滴に移す

トリプレットの培養
1）5μg1回サイトカラシンB＋10陪1削シクロヘキシミド添加培養液に移し，4時問，38，5℃，5％CO2，

5％02，90％N2で培養

発生培養 1）発生培養液（NCSU－37＋4mg／mJ　BSA：表22－7）WOW培養

4目目 卵割検査 写陪り、細胞数とその割合

7日目 胚盤胞期率 胚盤胞形成率

イ）成熟培養

卵子は吸引採取用液（表23－4）を用い2～6㎜

の卵胞を18ゲージ針をつけた10m1注射筒で吸引し

て採取したCOCsを選別して，成熟培養にかける。

　培養液（表23－5：ブタ）400μ」に50個のCOCs

を入れ，38．5℃，5％CO2，空気で41～44時閲培養

する。

五）サイトプラストの調整
　成熟培養開始から41時間目に成熟COCsを選別

して以下の手順で処理してレシピェントサイトプ

ラストとして用いる。

イ）卵胞細胞の除去

　COCsからの卵丘細胞の除去は20μ」の1mg／m1

ヒアルロニダーゼ・へペスーTCM199液中でピペッ

ティングを繰返して除去する。この操作は39℃に保

温し，ホイルカバーして行なう。

ロ）裸化サイトプラストの選別

　ブタ卵子はウシ，ヒツジ卵子と比べ温度ショック

に感受性が高いし，卵細胞質の変異性も大きい。裸

化サイトプラストの選別はウシ，ヒツジと同様にし

て行ない次の手順に移る。

iji）透明帯の除去
　ブタ卵子はプロネースに対しても感受性が高く，

透明帯が完全に溶解してしまう前に変形し易いこ

とからヒアルロニダーゼは高い濃度にして処理す

養がさらに，極めて高い蛋白質濃度（33％）液で短

時間処理で除去操作をする。

イ）プロネース処理

　選別された裸化サイトプラストは20μ1の

3．3mg／mJプロネースーT33液（T331へペスTCM

－199＋33％CS）に入れ，5秒間処理する。この際，

サイトプラストが変形する前に処理液から取り上
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げ次の操作に移る。

ロ）T2とT20液滴での洗浄

　プロネースに浸漬したサイトプラストはすばや

く，T2液に移し，洗浄した後，さらにT2G液で洗

浄してT20で次の操作に移るまで保持する。

　この時点では多くの卵子の透明帯は完全に融解

しておらず，サイトプラストに付着しているのでピ

ペット操作で除去する。

iv）除核操作
　以下の手順で割断により除核する。

イ）3mg／mlPVA－T2液処理

　ヘペスーTCM199＋2％CSに3mg／mlPVA添加液
（TPVA）に上記サイトプラストを移す。

ロ）サイトカラシンB－TPVA液処理

　2．5μg／m1サイトカラシンB－TPVA液に上記サ

イトプラストを移して，数分間，培養して次の操作

に移る。

ハ）割断

　オイルカバーした上記サイトカラシンB－TPVA

液滴中で卵子専用刃で二つまたは三っの断片に分

断して除核する。

v）除核の確認
　除核の有無は割断片化したサイトプラストをヘ

キスト染色をして判定する。

イ）ヘキスト染色

　上記サイトプラスト片を5μg／m！ヘキスト33342

のTPVA液に移し，5分間放置して染色する。

ロ）UV光検査

　ヘキスト染色した上記サイトプラスト片を60mm

ペトリー皿に1μ’のTPVA液に3～4個ずつ移して，

UV光下で染色体の有無を検査する。

vi）ドナー核の融合
　上記，除核を確認し，選別したサイトプラスト片

はT10液滴（30μ1）に移しておき，融合まで保持

する。融合は下記の手順で行なう。

イ）ドナー細胞の準備

　あらかじめ調整しておいた胎子線維芽細胞（ド

ナー細胞取扱い培養調整の項参照）を30μ1のT2

液滴に分散させ入れておく。

ロ）融合操作

　サイトプラスト片とドナー細胞の融合は2段階法

で以下の如く実施する。

①サイトプラスト片のPHA処理

　一度に，10個のサイトプラスト片を毛管ピペット

に吸い上げ，1mg／mJのPHA－T2液に押し出し3

秒間浸漬する。この操作ではサイトプラストをPHA

液滴に押し出す時に液滴の上端部にピペットの先

端を押入れて，サイトプラスト片を押し出していく

と同時にピペットの先端が液滴の底部に達するま

での間に3秒問の処理が可能である。

②PHA処理サイトプラストのドナー細胞への接着

　上記PHA液で3秒間浸漬したサイトプラスト片

をドナー細胞を分散させておいた液滴中の個々の

細胞の上に落していき，最終的にピペットでサイト

プラストを押しころがし接着させる。

③ペアの融合室への移し

　接着したペアを10個ずつ融合液（第1段階融合

用液1表23－18）を満たした融合室に入れ，10秒

間平衡させる。

表23－18ブタサイトプラストと
　ドナー細胞の融合用液組成

第1段階融合用 第2段階融合用

マニトール 0．3M 0．3M
PVA 0．Ol％ 0．01％

MgSO4 一 Q．1mM
CaCl2

一 0．lmM

pH 7．8 7．8

④通電融合（図23－6，a，b）

　まず，AC　O、6kV／cm，700kHzで一回通電して，

ペアを一列に比ぺる。次いで，DC2．OkV／㎝で9秒

間通電して融合させ，ペアはT2液に移す。

⑤二段階目融合

　第一段階目の融合処理したペアは1時間丁2液で

培養する。次いで，第2融合液（第2段階用融合液：

表23－18）に浸し平衡させる。

　次いで，ペアと2段階目に融合させるサイトプラ

ストは活性化処理液（表23－！9）にそれぞれ別々浸

漬して平衡させそれらを融合液を満たした融合室

に移す。

　そして，まず，AC　O．6kV／cmを通電して，両者

を一列に並べてから，DCO．7kV／cm，80μsecを通

電してペアとサイトプラスト片を融合させて再構

築卵子いわゆるトリプレットにする。（図23－6，c）

⑥融合の確認

　上記トリプレットは注意してTIQ液に移して融
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合を確認する。約30～40分の培養で確かめる。

a

b

C

述）トリプレットの活性化処理
　トリプレットは活性化処理液滴に移し，38．5℃，

5％CO2，5％02，90％N2の気相下で4時間培養して

活性化させる。

表23－19　ブタトリプレットの活性化処理液

組成

基礎培地

サイトカラシンB

シクロヘキシミド

HepesTCM199＋10％CS

5μ9／mJ

10μ9／m1

曲）トリプレットの発生培養
　活性化処理したトリプレットは発生培養液で3回

洗浄してからWOWウェルに移し，38．5℃，5％CO2，

5％02，90％N2ガス下で培養し発生させる。ブタト

リプレットの発生培養にはNCSU－37を基礎培地

として表23－7（ブタ）に示した添加培地で2目目

までと3目以降で培地を換え発生させる。

　3目目の培地の入れ換えはWOWからトリプレッ

トを移さずに培地交換をするので十分注意して実

施する。

図23－6　ブタHMCにおけるサイトプラストと
　　ドナー細胞の電気的融合（Duら’05改写）
ブタHMCではサイトプラストとドナー細胞の融合は2段
階に行なう。

すなわち、最終的に2個のサイトプラスト片とドナー細胞

の融合による再構築卵子いわゆるトリプレットの作製であ
る。

aは第1段階目のサイトプラスト片とドナー細胞（線維芽
細胞）の融合したものであり、小さい方がドナー細胞

bは2段階目融合によりトリプレットでありAC通電では一
列伸長になる。

cはトリプレット、バーは50μmスケール
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