
  
  哺乳類の胚操作と畜産への利用と将来(74)

  誌名 畜産の研究 = Animal-husbandry
ISSN 00093874
著者名 菅原,七郎
発行元 養賢堂
巻/号 61巻8号
掲載ページ p. 903-906
発行年月 2007年8月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



903

哺乳類の胚操作と畜産への利用と将来（74）

XXV．生体外における卵子，胚の恒常性と発生能一とくに，操作胚の適応能力と限界一

菅原七郎＊

D．1nv1俘o卵子胚の
ストレスヘの応答反応

　卵子，初期胚はストレス要因に対して，すぐに応

答して恒常性（ホメオスタシス）機能を働かせる。

Zn　v艀oでのストレス要因と卵子の応答反応と受

ける損傷との関係は図24－2に示した。

　卵子は各それぞれのストレス要因に対してま

ず，細胞の正常機能を維持するための反応をする。

ストレス要因によって起こる生理化学的変動に

よる一連の細胞機能（物質代謝，細胞分裂，分化，’

細胞相互関係など）の低下は正常発生能を減少さ

せることにつながる。卵子の応答反応が可逆的な

うちは恒常性は維持され正常発生につながる。卵

子の応答が不可逆的になるにしたがって修復は

不完全になり発生異常にっながる。さらに，修復

ができなくなった時は細胞死や発生中止，そして

胚死亡に至ることになる。（図24－2参照）

　前述のように，∫n痂roでの卵子，胚はストレ

ス要因に対しての感受性は初期発生の各段階で

異なりホメオスタシスによる調整能はそれぞれ

の卵子や胚によっても差が生ずる。これらの差が

以後の初期胚の発生や発育に対して大きな影響

を与え，最終的な適応胚や個体までの発生率を左

右することにつながる。

　卵子は卵母細胞の表面を糖蛋白質の層（透明

帯）で完全に保護された特殊な構造をもつ独立し

た細胞であるがその一般生理機能は基本的に単

一の体細胞のそれと同じであると考えられてい

る。

a）培養系における卵子の応答反応
　通常，卵子がその恒常性を保ち，その機能を維

持して行くには卵子が発育，成熟し発生する場

（環境）のpH，各物質やその濃度などが一定の至

適なバランスをもっていることであり，同時にそ

れらの変化に対応して卵細胞内pH，物質やその

濃度を調節する機構と卵子自身の調節機能との関

係が最も重要である。

既述の如く，加v艀oの培養系は生体内環境とは

異なり，卵子は培養液のpH，イオン強度，組成と

ストレス要因（加y漉o）
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図24－21n　vi！70におけるストレスと卵子の関係（原図）
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濃度および温度，気相の影響を直接受ける。それら

ストレス要因を排除し，恒常性を保ち，発生を継続

させるために自己調節機能を働かせる。

1n　v’πoにおかれた卵子は環境ストレスに即応し

て以下の調節機能を作動させる。

　すなわち，まずpH，浸透圧，イオン，代謝活性

などを変動させて卵細胞の恒常性を維持するよう

にする。さらに，ストレス排除に必要な遺伝子発現

を誘導してストレスによる損傷から回復させるよ

うな生理代謝活性を高める。

b）pHと卵子の生理機能
i）卵子の至適pH
　卵子の生理化学的機能は細胞内の機能性蛋白質

（酵素，蛋白質ホルモン），ビタミン，ステロイドホ

ルモンなどの活性によって決まる。機能蛋白質の活

性はそれら蛋白質の構成アミノ酸とそれに関与す

る各物質のイオン化の強さや無機物イオンの種類

とそれらの濃度バランスによって影響される。

　卵子の生理活性は卵細胞内と外液の安定した酸

塩基バランスが必要であり，その変動と密接に関係

しており，変動の度合によっては恒常性が失われる

ことになる。

　卵子の生理化学的機能は体細胞と同様にpH＝

7。2前後で正常に作動し維持されている。

五）培養液のpH調整
　一般水溶液の酸塩基平衡は水素イオン濃度（H＋）

と水酸化イオン（OH『）濃度のバランスによって決

められる。

　他方，体液（血液，リンパ液）や培養液では酸塩基

平衡は強イオンの差，炭酸ガス分圧と全弱酸性物質

との3者間の関係によって決まる。

　培養系における卵細胞の酸塩基平衡は卵子培養

液と気相との相互関係において制御されている。

　培養液の強イオンとしてNa，K，Mgなどの陽イ

オンと陰イオンC1一｝および乳酸，その他有機酸や

アミノ酸などが主体であり，培養液のpHはそれら

のイオン強度や添加アミノ酸，有機酸，高分子物質

（血清，BSA）などの濃度によって影響される。

イ）完全合成培地のpH調整：
　完全合成培地は陽，陰の両イオンや電解質は一定

であり，pHは炭酸水素ナトリウム（NaHCO3）と炭酸

ガス（CO2）分圧によって調整されている。

　それで培地のpHは下記のような式で表わされる。

pH＝pKa十10g〔HCO3〕／〔CO2〕・…・置（1）

　式のpKaはpHであり，HCO3とCO2が等しく，

イオン強度や温度などに依存して変る。

　実用的には次の式で表わすことができる。

p｝1＝6．1十log〔（Na　HCO3）／（0，03xPa　CO2）〕一…・（2）

　式のPaCO2は気相のCO2分圧（mmHg），（Na

HCO3）はNaHCO3のmmol／1濃度である。pKa＝6．1

の値は37℃における血中イオン強度である。

　それで，例として培地のNaHCO3濃度が25mmo1／1

で，5％CO2で通気した場合，大気圧が740mmHgで

あればPaCO2は740×5／100＝37mmHgとなり，pH

は7．45になる。

　この求め方だけでは生理学的視点からみて培地

の酸塩基平衡を決定づけるには十分な要因を満し

ているとはいえない。

　それは水素イオン・濃度はpH値の変動と直線的な

関係にあるわけではなく，その時のpH値よりも実

際の水素イオン濃度を指標にすることが実際的で

ある。

　実用例として25mmo1／ZのNaHCO3に760mmHg
の5％CO2の通気をした場合，36mmol／」のH＋イオン

濃度ではpHが7．44である。このpHはヒト胚細胞

の培養系で用いている63mmd／1のH＋イオン濃度の

約1／2量に相当する。それゆえ，pHを7．2にする

には水素イオン濃度は63mmo1／」にする必要がある58）。

c）卵子のpH調節機能とその特性
　卵細胞は単細胞（血球類），体細胞（上皮系，臓器

系）などと比べて特異的pH調節機能をもつもので

あろうか。これまでの研究成果では上記細胞と基本

的に同じ機構によって調節されているが成熟，発生

の過程ではその反応性，作動性が特異的であり，発

生段階で異なると考えられる。

i）一般細胞のpH調整機構
　細胞内の酸塩基平衡はHCO3一／Cr，Na＋／HCO3一

の移送とNa＋／HCO3一，Cr／H＋やNaソH＋のイオン交

換体の活性によって調節されており，細胞内pHと

細胞機能の恒常性が保たれている。

　上記イオンとイオンに依存した物質の細胞内へ

の移送（吸収）は細胞外液のイオンの強度や濃度と

の関係で変動するが原形質（細胞）膜に分布する陽

陰イオン運搬（交換）体蛋白質（Ion　exchanger

protein：IEP）や抗運搬体（Antipo鵡r：AP）との作用

によって調節されている。この機構に関与するIEP
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と畑をコードする遺伝子が同定されている。これ

ら遺伝子は多くの真核生物細胞で確認されており，

数種類から一連の遺伝子群とそれらのmRNAの発

現も明らかにされている。

　実際，細胞内pHがアルカリ側（pH＝7・2以上）に

なった時，HCO3一／Cr交換体が活性化されて細胞内

pHは中性側に修復される。一方酸性側（pH＝7。0以

下）になるとNa＋，HCO3一／CI一交換体が活性化され

て中性に戻る。なお，pHが6。8以下の酸性側にな

るとNa＋／H＋の抗運搬体の働きでpHは中性に修復す

る機作によって調節されている。

　体細胞でのpHの調節は上記の反応様式で行なわ

れているが，pHが両側に傾いた時中性に戻るまで

の反応時間は2～3分以内とされている。

五）卵子内のpH調節機能
　卵子のpH調節機能について，これまでマウス卵

子での研究が最も多い。ヒト，ハムスター卵子での

報告もあるがその他の動物種にっいてはほとんど

みられない。

　卵子では体細胞と異なり，イオンの運搬システム

は成熟卵母細胞から受精後でも確立されていなく，

調節機能は非常に低く，その反応速度は体細胞のそ

れと比べて極めて遅いのが特徴である。

　マウス卵子では，前核形成期になって初めてアル

カリ性に対してpH調節機能が活性化されるご

　ヒト卵子もマウスと同様に酸陛側でのpH調節機

能は非常に弱く，反応は極めて遅い。

　一方，ハムスター卵子は卵割期になり，初めてpH

調節機能が活性化される。すなわち，アルカリ側で

はHCO3一／CI一イオンによる調節が活性化されるが

酸性側でのNaソH÷の抗運搬体による修復システム

はほとんど活性化されていない59）。

　この事は’n　v’voで発生した2細胞期マウス卵子

を低濃度（18μM）の弱酸性アンモニウム（NH4＋）液

に入れてpHの修復をみたところ，60分後でも正常

pH7．2に戻らなかった事実からも明らかである60〉。

　2～3回の分裂後（4～8細胞期），マウスではコン

パクション前の卵子になると酸，アルカリの両側で

のpH調整能が活性化されてくる。そしてコンパク

ション後ではその活性が著しく増大する60）。

　これら一連の研究から哺乳類の卵子は数回の卵

割期以降になってから初めて体細胞系と同様のpH

調節機能が確立されると考えられる。

血）卵子（卵細胞内）のpHの測定法
　卵細胞内pHはイオン特異電極法やpHの変化に

応じて変る蛍光色素を用いての測定法が広く用い
られている61，62）。

　蛍光色素を用いて測定した一つの例は以下の如

くである。

　測定用の色素としてBcEcF－AM〔2，7㌧bis
（carboxylethy1）一carboxy－fluorescein：2，7’ビスカノレ

ボキシ・エチルー5，6カルボキシ・フルオルセェイ

ン〕またはSNARF－1－AM〔carboxy　semi　naphthorho

dafluor－acetoxymethylester：カルボキシ・セミ・ナ

ウトロ・ダフルオ・アセトキシ・メチルエステル〕

が用いられている。

　測定する前に，これら色素の負荷によって卵子の

生存と発生能が失われないことを確認する。すなわ

ち，色素濃度や負荷時間などの測定条件を決めて行

なうことが基本である。

　マウス卵子の場合，0．07μM　BCECF－AM濃度で

37℃，15～20分培養して卵子に色素を負荷して測定

する。この濃度は測定後の2細胞期卵子の発生能を

損なうことがない。なお，胚盤胞期では0．44μM

濃度で！0分間負荷して測定している63）。

イ）BCECF－AMによる測定法
　パラフィンオイル下で0．0ブμMBCECF－AMを含

むM2“液50～100μ1中にマウス卵子を数個入れ，

37℃で15～20分問培養して蛍光色素を負荷する。

次いで卵子を3GOμZの灌流室に移し，温度を平衡

させてから毎分当たり溶液を～1配の流速で灌流し

ながら約435と490㎜で20秒間隔で励起して，530

±20μmのフィルターを通して，色素の経時的変化

（減少）をビデオカメラに記録しておき，色素の減少

曲線からpHを算定する。

ロ）SNARF－1－AMによる測定法
　パラフィン／オイル下で5μM　SNARF－1－AMの

KMSO液50～100μ」中に5～20個の卵子を入れて

30分問，37℃で培養し色素を負荷する。次いで，色

素負荷卵子をpH測定室に移してBCECF－AMの場

合と同様に灌流する。pHは535㎜で励起して

640／600㎜のフィルターを通してビデオカメラに

記録してpH変化はBCECF－AMの場合と同様に求
める。

　両色素を用いたpHの測定では標準曲線は5μ

M／m1または10μg／mlのナイヂェリシン（nigercin）
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と5μg／m1のバリノマイシン（valinomycin）の

100mMK＋を含む溶液に未受精卵子を用いて検定す
る。

　この手法ではpH6．4から7。8の間で標準曲線は直

線となるとされているが6．80，7．20，7．60の3点

間で測定する方が良いとされている。

d）細胞内　pHに関与するイオンの測
定法

　細胞内のpHは主としてCr一，Ca＋＋，Na＋，K＋，

HCO3一イオンの変動と最も強く関係している。これ

らイオンの細胞への流入，流出はイオン運搬体

（transportor）抗運搬体（antipo丘or）の活性と籍接に関

連して変動し，調節されている。

i）CI一一イオンの測定法
　この方法はCl一一イオンと特異的に反応する蛍光

色素〔MQAE＝N一（ethoxyca「bony1－methyl）一6－methoxy

quinolinium　bromide）〕を用いて測定する。

　パラフィンオイル下で20mMのMQAEを含むヘ

ペスK』SOM液50～100μ1に10～20個の卵子を入れ，

37℃で20～30分間培養して色素を負荷する。卵子

内のMQAEの変動量は365nmで励起して，460nM

のフィルターを通して測定する。

　この方法は卵子内の色素の変動量は培養液の色

素量（測定値）を基準にしてそれとの比較値の差か

ら卵細胞内のC1一量を算定する。

五）Caイオンの測定法
　この方法はフラ2－AM〔ihra2－AM　l5－oxazole
carboxyhc　acid2一（6－bis（ace妙10xy）methoxy）一2－oxoethyl）

amino）5一（2－6（bis（2一（acetyloxy）methoxy－2－oxoethyl）

amino）一5－methyl　phenoxy）ethoxy）一2－bezofluranyl）

（acetoxy）methyl　ester）とCa＋＋イオンとの特異反応を

利用した測定法である。

　卵子は上記各蛍光色素測定法の場合と同様に，ま

ず2μMフラー2－AMの今ペスKSOM液に卵子を

入れ，37℃で30分問培養して色素を負荷する。次

いて，卵子は測定室（容器〉に移して，380と350nM

で励起をして卵細胞内Caイオン濃度を測定する。

その際，Caイオン濃度の算定にはCaイオンを含ま

ない2mMEGAのK』SOM液と5μMCaイオノホア
（4B－A23187）を含むKSOM液にCaを飽和わせた液

での標準曲線を用いて測定する。

皿）HCO3一／CI一交換体の活性測定法
　』この方法はHCO3一／C1一交換体（exchanger）の活性

を卵子内へのHCO3一の流入とその量に比例して卵

細胞内Cl一イオンの流出によって起こる細胞のアル

カリ側への移行することを利用して間接的に測定

する手法である。

　すなわち，Cl一イオンを含まない溶液を用いる。

まず，1細胞期から胚盤胞期の卵子を前記の如く蛍

光色素負荷法にしたがって5μM　SNARF－AMと培

養して色素を負荷する。次いで，C1とBSAを無添

加の1mM乳酸ナトリウムを含むK』SOM液と一緒に

測定室に移して，37℃で20分問放置して平衡させ

て基準値を定めてから，20分間，色素濃度の変化を

測定して算定する。

　これは細胞外液からC1一イオンが完全に除去され

ているため卵細胞内のpHは時間の経過に伴ってア

ルカリ側に変って行く，その変化を回帰曲線として

求めておく，次いで，20mMMQAE（c1イオン測定

用色素）を負荷した卵子をcrイオンを除いた外液

に移して細胞内Cl一の変化率（流出量）を求めること

でHCO3一／Cl一交換体の活性として表す方法である。

iv）生理機能測定法と卵子の発生能
　との関係
　卵子の生理機能で卵細胞内pH，各種イオンの流

入，出などの測定時にはより単純化した条件でしか

も卵子にとって異物である色素やその他の薬物が

用いられる。卵子にはむしろ非生理的条件であるが，

測定後も発生を損なうことのない条件の下での解

析が極めて重要であることは論を待たない。
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