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牛体外受精における精子グルタチオン処理の効果

高橋正博・須藤慶子・川島敬二 ・砂川政広

Effect on Glutathione Treatment ofBovine Sperm on In Vitro Fertilization 

Masahiro TAKAHASHI， Keiko SUTOH， Keiji KAWASHlMA， Masahiro SUNAGAWA 
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生体内の酸化還元の機能に重要な働きをするグルタチオンで牛精子を処理することで、体外

受精後の卵割率および匪盤胞発生率に差が認められるかどうかを検討した。その結果、グルタチ

オン処理区と未処理区で、卵tJJ率は62.6%、64.5%、医盤胞発生率は31.9%、29.0%で有意な

差を認めなかった。このことから、少なくとも BO液を用いた媒精では、グルタチオンによる精

子処理は効果がないことが示唆された。

緒 宅呈F
E司

牛の体外受精による旺生産では、未成熟卵子

の成熟培養、媒精、発生培養の各段階において

培養液の検討がなされ多くの成績、知見を得て

いる。媒精においては、精子の受精能獲得もイ

オノファあるいはヘパリンなどを培地に添加す

ることにより比較的容易に誘起できるように

なった。しかし、種雄牛により精子の成熟卵子

への浸入率に差があることや、未成熟卵子の成

熟率に対して、媒精後の卵割率は、 10"-20% 

低くなることが知られている。特に卵割率に関

わる問題では、卵の成熟状態や卵そのものの質

にも影響されることが推察されるが、精子側の

要因も検討すべき課題であると恩われる。

一方、発生培養に用いる培地に抗酸化作用、

還元作用のある試薬を添加した研究は多く、良

好な成績も報告されている。

そこで、生体内の酸化還元機能に重要な働き

をするグルタチオンの牛精子処理により、媒精

後の卵割率および匪盤胞への発生率に効果があ

るか否かについて検討した。

材料および方法

供試した未成熟卵子は、と場において採材し

た牛卵巣の表面に認められた直径2"-8mmの小

卵胞から 21Gの注射針を付けた注射筒で卵胞

液とともに吸引採取した。卵子は、実体顕微鏡

下で観察し、 3層以上の卵丘細胞に緊密に包ま

れ、細胞質も正常と思われるものを選抜し、 10

%子牛血清 (CS)加D-PBSで3回洗浄した後、

成熟培養に供した。成熟培養は 5% CS加

TCM-199を用い、 35凹ディッシュに作成した

100μlのドロップ中に卵子を 15"-20個入れ、
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流動パラフィンで覆い、 22時間行った。

成熟培養の完了した卵子は、 1頭の黒毛和種

凍結精液により体外受精を行った。 37"cの温

湯で融解した精子を、グルコース不含BO液川こ

カフェイン 10mMを添加した液で 2回洗浄

O，800rpm5分間)した後、精子濃度をカフェ

イン添加BO液で20X 106mlに調整した。成熟

卵子は、グルコース不含BO液に牛血清アルブ

ミン (BSA)20mg/ml、へパリン 20μg/ml

およびグルタチオン 0.6mg/mlを加えた液で

3回洗浄後、流動パラフィンで覆われた同液の

50μlドロップに移した。このドロップに上記

の精子浮遊液を 50μl加え、 5時間媒精を行っ

た。なお、対照として、グルタチオンを添加し

ない BO液で同様に媒精を行った。

媒精終了後、卵子を 10%CS加CRlaaで洗浄、

ピペッティングにより卵丘細胞を剥離し、流動

パラフィンに覆われた 10%CS加CRlaaの100

μlドロップ中で48時間、その後10%CSおよ

びO.lmMグルコース添加CRlaaで媒精後9日

目まで発生培養を行った。なお、全ての培養は、

38.5 "c、 5%C02、95%空気の気相下で行った。

結 果

媒精開始時点および媒精終了時における精子

の活力に試験区、対照区の差は認められなかっ

た。

媒精後、 48時間における卵割率は、試験区、

62.6 %、対照区 64.5%で、有意差を認めな

かった。また、媒精後6日目"""9日目に匪盤胞

に発育した数は、グルタチオン添加区が供試卵

数 182個に対して 58個、発生率31.9%、同じ

く対照区は62個に対して18個、発生率29.0%

で、両区間に有意な差を認めなかった。(表1)。

考 察

体外受精により旺盤胞を作出する場合、体外

成熟培養、媒精あるいは発生培養の各段階にお

いて、抗酸化剤、還元剤の添加が試みられ、い

くつかの試薬については、その効果が認められ

ている。

小財ら

を添加することで、受精率、旺盤胞発生率とも

上昇したことを報告している。また、今井ら3)

は、受精培地へのハイポタウリン添加の有効性

を報告している。

Earlら

ン処理することにより、旺盤胞の発生率を有意

に上昇させたと報告している。今回、我々も媒

精時にグルタチオンを添加し、卵割率、匪盤胞

発生率について検討した。その結果グルタチオ

ン処理区、対照区の卵割率と旺盤胞発生率はそ

れぞれ62.6%、31.9%および64.5%、29.0%

で、本試験においては、卵割率、旺盤胞発生率

共にグルタチオンを添加しない場合と比較して

有意差を認めなかった。この理由はいくつか考

えられるが、 1つには使用精液の違いがあると

思われる。現在広く用いられているカフェイ

ン・ヘパリン法においても、種雄牛の違いによ

り、成熟卵子への侵入率には差があることが知

られている。その明確な理由は、明らかになっ

ていないが、今回の試験においても、種雄牛に

よる差について今後検討すべきであると考える。

また、 Earlらは媒精にHepesSOFMを使用し

表1 精子グルタチオン処理の有無による体外受精後の旺盤胞発生率

試験区 供試卵子数 卵割卵数(%) 匪盤胞数(%)

グルタチオン処理区 182 114 (62.6) 58 (31.9) 

グルタチオン無処理区 62 40 (64.5) 18 (29.0) 
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ているが、我々は当場の常法である BO液を用

いた。この点に関しての検討、さらに媒精に使

用する培養液そのものの改良も必要と思われる。
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