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黒毛和種における経臆採卵でのFSH製剤前投与の

回収卵子への影響

小田弥生・谷江岳1l・高牟礼陽一2) ・徳本清3)

(1l宮崎家畜保健衛生所・ 2)宮崎県畜産課・ 3)畜産試験場111南支場)

The influence of Pre-FSH administering on Ovum Collection by the OPU in Japanese Black Cattle. 

Yayoi ODA， Takashi TANIGUCHI， Youichi TAKAMURE， Kiyoshi TOKUMOTO 

〈要約〉経躍採卵 (0P U)での定期的な連続採卵に卵胞刺激ホルモン (FS H)を併用し、 FS百

製剤の投与が卵子の回収成績や質、)jf盤胞発生率などにどのような影響を及ぼすかについて検討した。

FSHをOPU前に投与した結果、回を重ねるごとに総卵胞数は減少し、回収卵数に有意な差は見ら

れなかったが、回収卵子の品質及び脹盤胞発生率の向上が見られ、 OPU採卵実施前のFSH製剤投

与の有効性が示唆された。

材料および方法

1 供試牛および試験設計

供試牛として当場内飼養黒毛和種雄牛 4頭を使用

した。試験区はOPU実施48時間前にFSH5AU

を頚部に皮下投与し、対照区は無処置匿とした。 F

SH投与量については、以前当場で、行った試験の結

果を参考に 5AUとした。採卵は14日間隔で計8回、

反転法にて実施した。

2 OPU 

卵子の回収において、超音波診断装置は目立エコ

パルEを使用した。これに6.5MHzのOPU用探触

子を取り付けてOPUを実施した。採卵針はミサワ

医科工業のディスポーザブル採卵針Hを使用し、 O

PU を実施時のポンプの吸引圧は100~105mmhgに

設定した。 OPU用探触子に取り付けたガイドに沿

って針を通し、臆擢ごしに卵巣に針を刺し卵胞を吸

引した。吸引した卵胞液は50me遠沈菅に屈収し、ヘ

パリンナトリウムを添加したFBS加 PBS 由~又液

で吸引針内を洗浄した。

3 培養および体外受精

卵子の培養及び体外受精は当場の方法により行っ

た。 OPUで採取した未受精卵子はセルコレクター

で回収後ランクを付け、 A.B.Cランクを成熟培

養に使用した。各ランクの付け方は、社団法人畜産

技術協会の「牛の受構卵移植技術マニュアルJ に基

づき、下記の通り設定した。

Aランク:卵丘細胞が3層以上で透明帝間闘に緊密

に付着しているもの

Bランク:卵丘細胞が2窟以下または透明帯周屈に

1/3以上付着しているもの。

Cランク:完全な裸化卵子またはBランクより卵丘

細胞の付着が少ないもの。

Dランク:卵丘細砲が膨化しているか蜘妹の巣状に

変性しているもの

deg脹 :内部の細胞が死んでいるもの、変性して

いるもの、透明帝のみも含む

卵子の成熟培養は 5% F B S 110 T C M…199にFS

Hとエストラジオールを添加した培養液により 5%

CO2 in airの気相条件で、19~21時間体外成熟させた。

成熟培養後、 IVF-100培養液で体外受精を 5時間行

い、 5%FBS加SOF内でピペッテイングにより
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完全に裸化した。この裸化卵子を 5%FBS加SO

Fのドロップに移し、 7日間の発生培養を行い、

盤胞数をカウントした。

結果および考察

関 1に、採卵日ごとの平均卵胞数の推移を示した。

FSHを投与したことにより、総卵胞数は試験区が

対照区を上回ったが、回を重ねるごとに徐々に減少

していく傾向にあった。中卵胞以上の数は、全ての

採卵において試験区が対黒毘を上回った。
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函 1 採卵臼ごとの平均卵胞数の推移

図2に自収卵子のランク別比較を示した。 Aラン

ク、 Dランク &Deg脹においては有意に試験区が高

い結果 (P<0.05) となった。また、 Cランクにお

いては有意に試験区が低い結果 (P<O.ol)となっ

た。これは、 FSHが卵胞を刺激し、その結果、小

卵胞が中卵胞に成長することで、内部の卵丘細胞一

卵子複合体の質の改善に至ったものと考えられた。

また、大卵胞として存在していた卵胞がFS百の作

用によってのう腫様卵胞になり、内部の卵丘細胞一

卵子複合体が膨潤化したことによってDランクにお

いて試験区の方が高い結果になったと考えられた。
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函 2 @収卵子のランク別比較

次に、試験成績について表1にまとめた。総卵胞

数は、 1回あたりの平均は対照区21.6個に対して試

験区は24.0偶と若干多い結果となり、中卵胞以上の

数については対照区9.1個に対して試験庇14.11留と、

有意に試験区が多い結果 (P<0.05) となった。し

かし、回収卵数は対照区13.1個に対して試験区13.8

倒と、差はなかった。また、臨盤胞発生率は対照区

が27.4%であるのに対し、試験区では47.4%と有意

に高い結果 (P<0.05) となった。

表 1 試験成績

総 卵 中 部 胞 回 収 培 養 目玉盤胞数

胞数 以上 卵数卵数 (佐盤胞発生率)
(%) 

対照~ 21.6 9.1a 13.1 11.9 

3.3 
a 

(27.4) 

試験区 24.0 14.1b 13.8 12.0 

5.7 

b 
(47.4) 

n =16 

*a-b :向項目内の異符号関で有意差有り (p<0.05)

まとめ

FSH製剤の前投与により、中卵胞及び大卵胞の

数が有意に増加した。谷口らは3.5MHzの探触子を

用いたFSH前投与の試験において試験区の回収率

が高くなるという結果を得ておりヘ今試験におい

ても卵子の回収率が高まることが期待されたが、今
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囲の試験では閤波数が6.5MHzの探触子を使用した

ことにより解像度が増し、小卵胞の吸引も容易にな

ったことから、卵子の回収率に差は見られなかった。

しかし、 FSH製剤投与区において回収卵子の品質

および距盤胞発生率の向上が見られたことにより、

FSH製剤のOPU前投与は有効で、あることが示唆

された。
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