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要約

体細胞クローン牛の出生後の生存率を高めるために、ヒト新生児の蘇生方法の一部をウシ新生子の蘇生に応用することについ

て検討を行った。

その結果、酸素飽和度や終末呼気炭酸ガス濃度、血圧、体温、心拍数、呼吸数をモニタリングし、産子の状態を把握するととも

に気管内挿管や人工呼吸、薬剤投与等の適切な処置を行うことで、出生後の生存率を高めることができた。

緒論

体細胞クローン技術は、遺伝的に同一な個体を生産できる

有益な技術であり、高能力牛の増産や遺伝資源の保存、医療

分野への応用等、その実用化が期待されており )-3)、これま

で、様々な種類の体細胞をドナー細胞とし、クローン産子が

得られている4、5)。しかし、その生産効率は低く、流死産や

生後直死等の異常が多数報告されている1.4、5)。当センター

においても、平成11年度から平成15年度にかけて体細胞クロー

ン隆(以下、クローン脹)の移植試験を行い、 17頭の受任牛

が受胎したが、うち 9頭が流死産、 6頭が生後直死であった。

生後直死の例では、呼吸不全や心奇形等がみられた。このよ

うに、体細胞クローン午(以下、クローン牛)の出生直後の

死亡率が高いことが課題となっている。

そこで、クローン牛の出生後の生存率を高めるために、金

沢大学医学部麻酔・蘇生学教室の指導のもとで、ヒト新生児

の蘇生方法の一部をウシ新生子の蘇生に応用することについ

て検討を行った。

材料及び方法

1)クローン匪の作出・移植

クローン妊の作出は金山ら 6)の方法を一部改変し、以下

のとおり行った。

食肉センターで採取したウシ卵巣由来の未受精卵を5%子

牛血清添加TCM199で18-19時間成熟培養 (38.50

C、5出COz、

95制 ir) し、除核した後、レシピエント卵子として、黒毛

和種由来の卵丘細胞(1ロット 1個体から採取、ロット

No. B31)および卵管上皮細胞 (3ロット:3個体から採取、

ロットNo.B33、B39、B40)をドナー細胞として用い核移植

I 

を行った。その後、電気融合 (22V/150μ皿、 20μsecX2)

および活性化処理(10μg/mlシクロヘキシミド処理、 5-6

時間)じ、5%王子牛血清添加CRl鍋培地で7-9日開発生培養(38.50C、

5%C02、95%Air) したクローン怪を代理母牛(受妊牛)に

移植した。

2)分娩前・分娩時の処置

分娩予定日の約 1週間前から朝夕体温の測定および分娩

徴候(外陰部の弛緩、子宮頚管の拡張、乳房の臆脹等)の

観察を行った。また、分娩予定日 2日前から分娩まで毎日

採血を行い、自動免疫測定装置(スポットケムパイダス)

を用いて血築中性ホルモン濃度(プロジェステロン (P4) 

値およびエストラジオール (Ez)値)を測定した。

受胎牛がホルスタイン種の場合は、自然分娩を基本とし

必要に応じて介助分娩(胎子牽引)を行った。受胎牛が黒

毛和種の場合は、分娩予定日またはそれ以降にP4値の低下

や分娩徴候がみられるようになった時点で、過大子による

難産を防ぐために帝王切開を行った。帝王切開は横臥位保

定で右けん部切聞により行った。胎子摘出に際しては、羊

水の誤鳴を防ぐために、隣帯を結主主する前に胎子の頭部を

確保し、必要に応じて気管内挿管、羊水の吸引等を行った

(図 1)。

3)新生子牛(産子)の蘇生方法

出生後直ちに自発呼吸の有無を確認し、自発呼吸がみら

れないまたは微弱な場合は、気管内挿管を行うとともに、

人工呼吸器 (SV-900C/D) (写真1)による人工呼吸または

呼吸バックによる用手人工呼吸を行った。さらに、 SpOz/C

Ozモニタ (PocketCare OGS-2002)による酸素飽和度と終

末呼気炭酸ガス濃度の測定(写真 2)や血圧、体温、心拍
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数、呼吸数の測定を行った。その他、必要に応じて、酸素吸

入や薬剤投与、保温、補液、輸血、心マッサージ等を行った。

図1 分娩時の処置および蘇生術の手順

受胎牛がホルスタイン種ー+自然分娩 自発呼吸あり→無処置 (2頭)

自発呼吸なし→ (気管内問)→匿国 (6頭)

受胎牛が黒毛和種一一一一一+帝王切開

\~でで羊林叩一水柑混 →気管内挿管

→気管内の羊水吸引

羊水混濁なし →胎子摘出後、気管内挿管

※羊水混濁:胎子仮死による胎便排湘で羊水が豆スープ状になること。

写真 1 人工呼吸器 (SV-900C!D)

4)調査項目

分娩時の状況(分娩方法、羊水混濁の有無)および産子

の状況(生死、自発呼吸の有無、蘇生術の有無、経過)に

ついて調査を行った。

結果

1)分娩時の状況

受胎牛No.l~5 は分娩予定日に併せて誘起分娩または帝

王切開を行った。受胎牛No.6'" 9は、分娩徴候と血禁中P4

値およひやE2値を指標に、分娩予定日を過ぎても分娩徴候が

みられるまで、もしくは、 P4値が2ng!ml以下に低下しむ値

が上昇するまで待ち、自然分娩・介助分娩が困難と判断さ

れた場合に帝王切開を行った。出生した産子10頭のうち 2

頭(受胎牛No.2、 7)で羊水混濁が確認された(表1)。

2)産子の状況

受胎牛9頭から10頭の産子が得られ、うち出生後生存し

ていたものが7頭(産子No.1、3、4、7、8、9、10)、

生後直死が2頭(産子No.2、6)、出生時にすでに死亡して

いたもの(死産子)が l頭(産子No.5)であった。死産子

2 

写真2 気管内挿管した子牛とSpO2!C02モニタ

を除く 9頭全てにおいて自発呼吸がみられた。呼吸微弱で

あった 2頭(産子No.6と10)については、人工呼吸を実施

したが、うち l頭(産子No.6)は、出生から59分後に死亡

した。もう l頭(産子No.l0)は38時間にわたり人工呼吸や

補液、薬剤投与、輸血等の処置を行ったところ、 47時間後

には抜管できる状態にまで回復した。また、全ての例にお

いて、出生後に保温を行っていたが、 3頭(産子No.3、8、

10) で出生後30分~2時間の聞に一時的な体温の低下 (37. IOC 

程度まで低下)がみられた(表1)。

生後直死2頭(産子No.2、6)と死産子(産子No.6)の

死亡原因は、病理解剖により、それぞれ、羊水・胎便誤礁

による呼吸不全、心奇形による循環不全、隣帯捻転による

循環不全であった(表2)。
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表 1 分娩時の状況

受胎牛 ドナー細胞 分娩 羊水 産子の生死 自発 蘇生術 経過

No. 品種 管理No. (ロットNo.) 方法 混濁 (産子No.) 呼吸

l H H102 B33 白然分娩 生 存(No.l) 十 4時間後に起立

2 JB N43 B31 帝王切開 + 生後直死(No.2) 十 + 48分後に死亡

3 JB N18 B33 帝王切開 生 存(No.3) 十 + 一時的に体温低下

10分間人工呼吸

8時間後に起立

4 JB N62 B33 帝王切開 生 存(No.4) + 12時間後に起立

(双胎) 死産子(No.5) 勝帯捻転

5 JB N46 B31 帝王切開 生後直死(No.6) + + 59分後に死亡

(微弱)

6 H(未) H9 B31 介助分娩 + 生 存(No.7) + + 10分間人工呼吸

5時間後に起立

7 JB N69 B39 帝王切開 生 存(No.8) + + 一時的に体温低下

30分間人工呼吸

15時間後に起立

8 H H105 B33 自然分娩 生 存(No.9) + 1.5時間後に起立

9 JB N213 B40 帝王切開 生 存(No.l0) + + 一時的に体温低下

(微弱) 38時間人工呼吸

47時間後に抜管

64侍間後に起立

H:ホルスタイン種、 JB:黒毛和種、未:未経産

表2 産子死亡例の概要

産子No. 病理解剖所見

2

一5
一6

気管内に黄色粘液貯留、左肺羊水貯留、右肺無気肺

心奇形(大血管転移、動脈管開存、卵円孔開存)

腹腔内の瞬動脈に長さ5cm程度の裂傷・出血

死因

羊水・胎便誤礁による呼吸不全

心奇形による循環不全

勝帯捻転による循環不全

考 察

これまで日本国内で出生した体細胞クローン牛のうち、 15%

が死産、 17%が生後直死により死亡しており 8)、生後直死の

原因としては、呼吸不全や虚弱子、分娩時の事故等が報告さ

れている 9-11)。死亡したクローン牛の病理組織学的検査結果

によると、線維芽細胞の増生(過大子)や骨格筋の異常、骨

髄の異常、免疫不全、甲状腺のコロイド形成不全等多くの異

常が報告されている12)。その他、胎盤形成の異常や隣帯血管

の退縮異常、内分泌器官の異常等も特徴的な所見として報告

されている13)。クローン牛はこれらの異常のうち、ヒトの新

生児仮死および胎児仮死の原因となるとされている胎盤形成

の異常や未熟な胎子14)、過大子による難産等により、クロー

ン牛は出生時に仮死状態に陥りやすいと考えられる。

ヒトでは、胎児仮死の徴候がある場合、その処置(蘇生)

に必要な準備がなされる。蘇生の要点としては、①気道を確

保すること、②肺胞を拡張させること、③律動的な換気を行

うこと、④循環と代謝の正常化をはかること、⑤また、最も

重要なことはこれらの処置をすばやく行って、仮死の期聞を

最小限にとどめ、不可逆的な変化をさけることであるとされ

ている15)。しかし、牛の生産現場では、仮死状態の新生子牛

に対して、ヒトの場合のように①~⑤のすべての処置を行う

のは困難であり、一般に頭部への冷水散布、マウストゥマウ

ス式人工呼吸、薬剤投与、心マッサージ等16)しか実施されな

いのが現状である。そのため、十分な蘇生術が施されないま

ま死に至っている例もあると考えられる。

一方で、出生し生存しているクローン牛は一般牛と同様な

発育性・繁殖性を有することも数多く報告されている17-21)。

そのため、適切な看護によりクローン産子の生存率を高める

ことが、クローン牛の効率的な生産のために重要であるとい

える。

今回、出生した10頭の産子のうち、生後直死が2頭(産子

No.2、6)、出生時にすでに死亡していたものが 1頭(産子No.

5)みられた。産子No.2は、出生時に自発呼吸がみられたも

のの、羊水と胎便を誤礁しており、病理解剖の結果からもわ

かるように、人工呼吸を開始する前に気道内の羊水と胎便を

3 
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十分に吸引しなかったことが原因で気道が塞がれ、呼吸不全

となったと考えられた。産子No.6は、出生時より呼吸が微弱

で、人工呼吸を行ったが、出生から59分後に心停止した。産子

No.6は病理解剖結果から、致死的な心奇形(大血管転移、動

脈管関存および卵円孔開存)がみられたことから、蘇生は不

可能であったといえる。

産子のうち、蘇生を行いその後も生存している 4頭(産子

No.3、7、 8、10)については、出生後ただちに気管内挿管

および、人工呼吸を行ったが、人工呼吸の時間も 10分間~38時

間と程度はさまざまであった。一時的に体温の低下がみられ

る例(産子No.3、8、10)もあったが、保温や補液、輸血等

によりその後は回復した。このように、虚弱子の状態で出生

しでも、酸素飽和度や終末呼気炭酸ガス濃度、血圧、体温、

心拍数、呼吸数をモニタリングし、産子の状態を把握すると

ともに適切な処置を行うことにより回復する例もあることが

明らかとなった。これらの蘇生を行った4頭は、起立するま

での時間が遅れる傾向にあったが、その後は自力で初乳を吸

引するまでに回復した。さらに、今回出生し、生存している

7頭のクローン牛は、出生後の蘇生の有無に関わらず、いず

れも順調に発育し、発育性や発情行動(春機発動、乗駕)は

一般牛と差がないことも明らかとなっている(未発表)。

以上より、 Sp02lC02モニタや血圧測定、体温・心拍数・呼

吸数の測定を行うことで産子の状態を的確に判断でき、それ

によって、素早く人口呼吸、薬剤投与等の適切な処置が可能

となり、度予の生存率を高めることができたと恩われる。
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