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透明帯にスリットを作製したダイレクト凍結ウシ匪の野外移植試験

小沸j裕子・加藤 聡・赤岩香織・砂川政広

Direct Transfer of Frozen Bovine Embryos dissected partial Zona on Field 

Yuko OBUCHI， Satoru KATOH， Kaori AKAIWA and Masahiro SUNAGAWA 

要旨

ウシ凍結匹の受胎率向上のために、マイクロマニュピレーターを用いて透明帯に

スリットを作製してアシステッド・ハッチング(AssistedHatching: AH)を試みた。

スリット作製後、エチレングリコール (EG) を耐凍剤としたダイレクト法の凍結

保存を行い、フィーノレドの各移植技術者による匪移植を実施した。

その結果、試験区および対照区の受胎率はそれぞれ56.6% (90/159)、51.5% (20 

0/388) であり試験区で高い傾向がみられた。また、未経産牛に限定した移植成績で

は、それぞれ65.1 % . (41/63)、54.1% (98/181)であり試験区はAH効果を期待させ

る結果であった。

緒言

ウシ匪の平準化された凍結・融解法にはグリ

セリン・ステップワイズ法とエチレングリコー

ノレ・ダイレクト法(ダイレクト法)があり、特

に後者は融解方法が簡便であるので多用されて

いる。当試験場がフィールドに供給する妊も、

移植技術者の要望に応えダイレクト法で保存す

ることが圧倒的に多い。

しかし、現状の受胎率は5怖を維持するにと

どまっており、受胎率の向上が期待できる技術

を検討しなければならない。匪操作により受胎

率を向上させる方法として、匪の透明帯に簡易

方法でスリットを作製する方法が、低ランク匪

の凍結に活用できることが報告されているJ)2) 

3) 

また、体外作出匹の透明帯にpartialzona 

今回、著者らは凍結匪の移植受胎率向上を目

的に、採降した7日齢匪にステージの区別なく

透明帯にスリットを作製後、ダイレクト法によ

る凍結融解を行い移植成績から本手法の効果を

検討した。

材料と方法

1 供試匹

当場にて飼養している黒毛和種牛に過剰排卵

誘起処理・人工授精を行い、発情後7日目(発

情日 =0日)に回収した形態評価A、Bランク(細

胞変性率20%以下)の後期桑実期~匪盤胞期の

匪を供試した。

2 スリットの作製および凍結

供試匪を20九 (v/v) 子牛血清 (CS: Gibco) 

加修正D-PBS(PBS: Gibco) で洗浄後、 0.2Mシ

dissectionおよびzonathinningを施すことに ュクロース加PBSのドロップに浸潰し、匪の囲

より匪盤胞の脱出が早くなることが報告されて 卵腔形成と透明帯のシャーレ底面への接着を待

いる 4)。 った。
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次に、バイオカットプレイド(フェザー)を

装着したマイクロマニュピレーターアームを顕

微鏡下で操作し、シャーレ底面に匪の内細胞塊

(ICM) が12時方向となるよう再接着、 4時から

7時ラインの囲卵腔部分を切開することにより

スリットを作製した(図1)。

スリット作製後は4ウェルディッシュ (Nunc)
-30"C 

血清 2倒
lM-J in PBS LN2 

図2 ダイレクト凍結液の組成と冷却速度

で30'"

5%C02、95覧空気、飽

ダイレクト法により凍結した。凍結

を用い、 5%(v/v) CS加TCM199 (Gibco) 

60分間培養し

和湿度)、

(38.5"C、

結果

透明帯にスリットを作製した凍結匹159個の

移植成績は受胎率56.時 (90/159) で、対照区

の51.同 (200/388) にくらべ高い傾向がみられ

を用い、 O.1M Sodi 

um hydrogen L-Glutamate Monohydrate (関東

媒液には10舵G (和光純薬)

た(表1)。

受匹牛の未経産 ・経産別による移植成績を表

2に示した。経産牛では試験区51.0免 (49/96)、

対照区49.3免(102/207) とスリット作製の効果

は認められなかったが、未経産牛では試験区65.

1% (41/63)、対照区54.1覧 (98/181)と試験区

で高い受胎率が得られた。未経産牛に移植した

匪の発育ステージ別移植成績では、後期桑実匪

から初期匪盤胞、匪盤胞ともに試験区の受胎率

の増加がみられた(表3)。

3頭の供匹牛由来の妊について成績を比較し

たところ、スリッ ト作製匪の受胎率が高くなる

傾向がみられた (表4)。

凍結融解したスリッ ト作製匪および普通匪の

形状の変化は図3に示したとおりであった。培

養26時間後の両匹の透明帯の厚さは同等である

が、試験匹はすでに脱出が完了していた。

匹の平衡時間は室温で15分間とし、植氷温度

一7'Cで11分間保持した。その後、毎分一0.4'C

の冷却速度で-30'Cまで冷却し、 9'"10分間保

持後に液体窒素に投入した(図2)。

移植

凍結匹の融解はフィールドの技術者が、匪を

封入したストローを空気中で8秒、 30'C温湯中

で15秒保持することにより行い、直ちに移植器

に装着し移植を実施した。

形態観察

凍結融解したスリット作製匪と普通匹を5%(v

/v) CS加TCM199で培養し、 26時間後及び48時間

後の形状を比較した。

を添加した。化学)

3 

引山、。¥トー透明帯一→ "-.':;
二令~<'~;~~;"::..\.. ~. ~7JTT1 :':， 匂ぺj、 ¥ 

{(:!叱 ~:~;~):~: :~S:() ) ': ! / (Ý~ιM1'吟 i
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4 

表1透明帯にスリットを作製した
ダイレクト庇の移植成績

璽整
移植 受胎
159 90 
388 200 

ショ糖液(高張)PBS(等張)

(%) 

56.6 
51.5 
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表2透明帯にスリットを作製したダイレクト月壬の受任牛別移植成績
未経産牛 経産牛

区分 移植 受胎 (%) 移植 受胎 (%) 

試験 63 41 65.1 96 49 51.0 
対照 181 98 54.1 207 102 49.3 

表3透明帯にスリットを作製したダイレクト妊のステージ別移植成績

後期桑実期脹~初期旺盤肱 旺盤胞
区分 移植 受胎 (%) 移植 受胎 (%) 
試験 53 36 67.9 10 5 50.0 
対照 103 63 61.2 78 35 44.9 

(受脹牛=未経産牛)

表4 透明帯にスリットを作製したダイレクト妊の移植成績
(同一ドナー由来月壬)

ドナー 試験怪 対照匪
移植 受胎 (%) 移植 受胎 (%) 

A 2 . 1 50.0 2 0 0 
B 4 3 75.0 3 2 66.6 
C 3 2 66.6 4 1 25.0 

合計 9 6 66.7 9 3 33.3 

昌信直積 26時周後 48時国債

図3 話解後の培養発育経過
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考察

ウシ旺、における透明帯の役割は、精子の先体

反応の誘起、多精子受精の拒否および卵細胞の

形態維持などである。しかし、凍結処理を施す

と透明帯は変性・硬化するため、匹盤胞の脱出

を妨げることが観察されており、これが匪側の

受胎率低下の要因のーっと考えられている 5)。

そこで、人為的に脹の透明帯からの脱出を助

け、移植後の着床率を高めることを目的とした

AHが考案されている。本試験では採匪した7日

齢匪にAHの一手法として透明帯にスリットを作

製し、ダイレクト法による凍結融解を行い移植

成績から本手法の効果を検討した。

透明帯のスリット作製処理時間は極短時間で

あり、性判別のための匪のバイオプシーにくら

べ簡易な操作であった。処理後、培養60分間で

は透明帯の厚さに変化のない状況でスリットか

ら匹細胞の一部が突出した「ダ、ノレマ状Jの形に

なる脹が多く見られ、匹の透明帯を押し広げる

経過が確認できた。天野ら 4)は体外作出匪を

用いて、透明帯にスリットを入れ培養し脱出率

を経時的に検討している。その結果、部分脱出

の開始時間は有意に短かったが、完全脱出率は

処置区59.7% (40/67)、対照区59.7覧 (40/67)

とほぼ差がなかったと報告しており、その原因

としてスリットの大きさが不十分であったと考

察している。

Vajta 6) らは体外作出匹の透明帯周囲の約30

免を切開することによって(天野らは約15免)、 8

日 (78/80) のウシ匪が透明帯から完全に脱出

し、無処置区の6矧 (74/107) にくらべ脱出率

が高かったと報告している。スリットを大きく

することによって透明帯からの完全脱出率を向

上させ、部分脱出で止まってしまう匪を減らす

ことができたと考えられる。

本試験ではスリット匹の移植成績が56.6%(9 

0/159) と対照区の51.日(200/388)にくらべ高

い傾向がみられ、無処置匪にくらべスリットに

よる完全脱出率が向上したと考えられた。作製

したスリットが透明帯周囲の何犯に相当するか

については、計測法について検討していないた

め数値化することはできなかった。しかし、ス

リット匪の受胎性が普通匪を上回る傾向を見せ

ており、スリット作製が匪の受胎性にもたらす

リスクは否定できる。また、培養観察において

スリット匪の脱出時間が無処置匪よりも早かっ

たことからも、受胎性に悪影響を及ぼさないこ

とが推察できる。

ヒト体外作出匪ではスリット作製匪は無処置

匪にくらべ着床が早いため、子宮上皮の状態が

最適な時期に適応でき、着床率が高くなると推

察されている7) 8)。 このことから、今後、同

日齢、同ステージのウシ匹を用いて凍結融解し

たスリット処置匹、無処置匪および新鮮匹の培

養試験を行い、各匪における透明帯からの脱出

時間を調べることが必要であると恩われる。

本試験はフィールド実施であり、受胎率には

様々な要因が関与している。なかでも、多数の

技術者と受匪牛の選抜精度が、特に経産牛の受

胎成績に大きく影響したと考えられる。未経産

牛と経産牛の受胎率を比較すると、スリット匪

で約15%、無処置匹で約5%の差がみられ、未経

産牛の子宮の清浄性が経産牛にくらべ明らかに

高いためと推察できる。

また、匪のステージ別移植成績においても、

各ステージとも試験区が対照区に比べ、それぞ

れ時以上高い受胎率であった。

今回の成績は、試験区および対照区の移植頭

数がかなり異なるため、統計学的有意差による

効果判定には至っていないが、スリット匪の受

胎性の低下を示す成績は得られなかった。

従って、本試験のスリット作製方法およびス

リットは、匹の受胎性を低下させる要因にはな

らず、受胎性の向上を充分に期待できる手法で

あると考えられた。
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