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牛体外受精培養系における無血清培地及び無蛋白培地の検討

高橋正博 ・黒沢 功・砂川政広・笠原氏夫・田中尚道

Study of serum or protein -free medium on in vitro development 

of IVM/IVF bovine embryos 

Masahiro T AKAHASHI， Isao KUROSA W A， Masahiro SUNAGA W A， 

Tamio KASAHARA， Hisamichi T ANAKA 

要 t:::. 
日

J(日清の{'I: J~-J に依存 しな い効半I'J"Jな牛体外受精別養系を確立ーするための基総研究として、 子牛

山l清 (CS)、牛J(U消アルブミン (BSA)、あるいはポリビ、ニルアルコ ル (PVA)を添加した

TCM -199、CR1aaを用い、牛卵胞卵子の体外成熟、体外受精および発生培設を行い、成熟率、

初期日|哨l率、IJ不燃J出発件併を観察した。その京i1i梨、 CS1JDTCM-199とBSAJJII TCM -199で

は、成熟士市長において同様の成熟率が得られ (P< 0.05)、卵害IJ率に関しても、 CS1力加加'JI川l日ICR1a泊aと

BSA1加IJ[川[日]CR1a剖aは省7也主

に;古高言自白Jbjい (伊P< 0.01υ) が、BSA JJ川加'JI川|日lにCR1同aaでも)阻且棺fり剖IJ胞!泡包カが〈得られた。TCM-199、CR1aaを肘いて

の無蛋円培設系では、成熟率62.0%，分筈IJ率55.0%であったが、!匹盤胞の先生にはいたらなか

緒 Eコ

牛の体外受精は、と殺された母牛卵巣の未成

熟卵子を有効に利用する技術として研究されて

きた。従来、体外受精初期匪の8-16細胞期に

おける発育停止を解決するために牛卵管内移

植ヘ あるいは羊10)、ウサギ3) の卵管への仮移植

等が行われていたが、その後、他の細胞との共

培養により仮移植無しで匪盤胞を作出する方法

が開発され1.7.側、近年では、共培養を必要とし

ない体外培養法の報告13) も見られる。 しかしな

がら、現在行われている体外受精培養系の多く

は体外成熟培養及び発生培養に血清を添加した

培地を用いているため、血清のロ ッ トによる発

生率の差、あるいは未知成分が多いことにより

発生作用機序を正確に解明できないなどの問題

点が指摘されている。そこで、血清あるいは蛋

白の作用に依存しない体外受精培養系を確立す

るための基礎研究として、血清培地、無血清培

地及び無蛋白培地における匹の発生について検

討しfこ。
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材料及び方法

卵子は、と場で得られた卵巣の直径2~8mm

の卵胞から21Gの針を装着した注射器を用い吸

引法により採取し、卵丘細胞が緊密に付着して

いるものを供試した。試験は成熟培地および発

生培地に子牛血清 (CS)を添加した区(対照

区)、牛血清アルブミン (BSA)を添加した区

(試験区1)、ポリビニjレアノレコ ール (PVA)を

添加した区(試験区2)を設定した。成熟培養

の培地には TCM-199を用い、対照区:5% 

CS、試験区 1: 6mg/mIBSA、試験区2:0.1 % 

PVAをそれぞれ加えた。成熟培養時間は 22時

間とした。媒精は各試験区とも同様で、凍結精

液を融解し、カフェイン添加BO液5) で沈浄後、

BSA及びへパリンを添加した BO液で精子を処

理し、精子数 1，000万/mlに調整して行った。

媒精時間は5時間とした。供試匪の発生培養に

はBSAを除いた CR1aall
) を用い、対照区 :10

%CS、試験区1: 6mg/ ml BSA、試験区2:0.1 

%PVAをそれぞれ加えた培養液を使用した。

匹は、媒精後2日目にピペッ ティングにより卵

丘細胞を剥離して、各試験区用のCR1aaに0.1

mMグルコ ースをそれぞれ添加した培地に移し

た。全ての培養は培養液 100μlで作製したド

ロップをミネラ jレオイノレで覆い、イ ンキュ ベ

タ 内で約30分間平衡した後、 lドロ ップあた

り 15~20個の卵子を入れて行った。 培養条件

はすべて、 5%C02、95%空気、38.5
0

Cとした。

成熟率の観察は成熟培養完了後に卵子に付着し

ている卵丘細胞を 0.2%ヒアノレロニ ダ ゼ処理

により剥離し、第 l極体の放出を指標とした。

また、卵割は媒精後2日目に、匪盤胞への発生

は媒精後6日目から 9日固まで観察した。

結 果

成熟率は、対照区の 82.1%に対し、試験区 l

は81.3%で有意差はなく 、試験区2は62.0%で

有意 (P< 0.05)に低かった(表1)。また、卵

丘細胞の膨化も対照区、試験区 lでは差を認め

なかったが、試験区2では他の2区に比較して

明瞭でなかった。卵割率は対照区76.0%に対

し試験区 lは68.7%で有意差はなく、試験区2

は55.0%で有意 (P< 0.05)に低かった。発生

率は対照区39.4%、試験区lは15.7%、試験区

2は0.0%で試験区は対照区に対し有意 (P< 

0.01)に低かった(表2)。

表 l 子牛血清、牛血清アルブミンおよびPVA添加による卵子の成熟率

試験区

対!照

2 

培地条件

TCM-199+5% CS 

+6mg/ml BSA 

+0. 1耳 PVA

a， b : ~ミ~l~r号!日]に台:Q~lfあり (P < 0.05) 

{Jt試卵ーl亡数

78 

80 

79 

表2 子牛血清、牛血清アルブミンおよびPVA添加による発生培養成績

試験区 培地条件 供試卵子数 卯;同日H数(拡)

立、開、 CRlaa+lO% CS 175 133 (76.0)'1 

+6mg/ml BSA 230 158(68.7) 

2 +0.1% PVA 109 60 (55. 0)じ

a， b:異符奥号13!甘号jに聞有に意有差志あ差りあり(P < 0.05) 
C， d， e : Ji\n-~rJH:: f'f:I~Hf ;t;) IJ (P < 0.01) 

43 

成熟卵-f数(百)

64 (82.1)" 

65 (81. 3)" 

49 (62.0)" 

JJ{'継JI包数(%)

69(39.4)わ

36(15.7)む

。(0.0)わ
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考 察

牛の体外受精技術は他の細胞と共培養する こ

となく、共培養系と同等ある いはそれ以上の旺、

発生率を得るにいたっている。 しかし、非共培

養において用い られる種々の限定培地も、その

化学的組成は既知であるものの、子牛血清ある

いは胎子血清を添加して使用されることが一般

的であり、いくつかの問題点が指摘されてい

る。今回我々は、体外成熟から体外培養までの

一連の培養において、無血清あるいは無蛋白の

培養系を確立するための基礎研究として本試験

を行った。

成熟培養はほとんどの報告がTCM-199に

血清を添加して用いている。今回の実験におい

ては、 CSを添加した対照区と、 BSAのみを添加

した試験区 lの第一極体放出を指標とした成熟

率および卵割率の成績は有意な差を示さなかっ

た。このことは、成熟に限って言えば、 BSAの

存在により、他の血清中成分は必ずしも必要で

ないことを示唆していると考えられる。また、

PVAを添加した試験区2は、成熟率は対照区・

培養段階における CSとBSAの効果の差である

のか、あるいは成熟率に有意な差は認められな

いものの、質に関しては違いがあり、その後の

培養成績に影響を与えているのかは不明であ

る。 しかし、粟井ら2) は血清の成熟培地への添

加がその後の受精、発生への効果を高めること

を、また、高橋13) は牛胎児血清、 FSH、エスト

ラジオールを添加した TCM-199で成熟培養

を行い、体外受精によって得られた牛初期匪が

無血清・無蛋白の限定培地を用いた発生培養に

より匪盤胞にまで発育することを報告してお

り、成熟培養時における血清中成分の有効性が

考えられる。この点に関しては、成熟・発生培

養の培地条件の組み合わせを変えるなどして検

討する必要があると思われる。また、体外受精

に関してSaeki~ 12) はBSAを添加せずに媒精を

行った結果を報告しており、 今後、無血清、無

蛋白の体外受精培養系を確立するためには検討

すべき問題であると思われる。

似
別 辞

試験区 lよりも有意に低い値を示し、卵割率は 材料採取に際し、ご協力いただいた群馬県中

対照区よりも低いものの試験区 lとは有意な差 央食肉検査所および群馬県食肉卸売市場の方々

を認めなかった。Bredbackaら6) は、牛胎児血 に感謝いたします。

清 (FCS)を加えたTCM-199で体外成熟培養

を行い、媒精の後、 CR1にポリビニノレピロリド

ン (PVP)を添加した培地で培養し、初期卵割

率を観察 している。それによれば、 PVP添加

区と BSA添加区に有意差は無く 、PVAとPVP

の違いはあるものの、本研究とほぼ同様の結果

を報告している。ただし、 CR1にFCSを加えた

区では PVP添加区よりも著しく卵割率が低い

ことから、 CSとの違いが問題になると思われ

る。一方、臨盤胞まで、の発生率については、対

照区 :39.4%に対し試験区 1: 15.7 %、試験区

2: 0.0%と試験区が有意に低い値を示 した。対

照区と試験区 lの発生率の差に関しては、発生
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