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要約

体細胞クローン受胎牛の末梢血中エストロンサルフェート濃度と妊娠期間について、分娩誘起処置を行わず胎子由来の分娩兆

候が確認されるまで胎子の成熟を図るとともに、その際の胎子の出生状況と胎盤機能を反映するとされるエストロンサルフェー

トの濃度推移について検討を行った。

1)通常の妊娠期間にあわせて分娩誘起処置した場合の産子の生存率は38%であったが、分娩誘起処置を行わず、胎子の成熟を

待つことで生後直死は無くなり生存率が向上した。

2)体細胞クローン受胎牛の末梢血中エストロンサルフエー卜濃度は、妊娠中期以降、人工授精受胎牛に比べ低く推移し、エス

トロンサルフエート濃度上昇が約3週間遅れる傾向が認められた。しかし、分娩日を基準とした場合、エストロンサルフエー

ト濃度の上昇は人工授精受胎牛とほぼ一致した。

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いる1-九一方で、

その生産効率は低く、人工授精受胎牛や受精卵移植受胎牛に

比べて流産の発生頻度が高く、出生産子では過大・産後直死

が問題となっており、病理学的にも免疫不全、胎盤異常など

の発生頻度が高いことが報告されているl、4.5)。

通常の分娩では、妊娠後期から分娩まで胎子の発育に伴っ

て、胎盤からのエスロジェン分泌が増加し、胎児の脳・副腎・

肺が発達し分娩に至るト8)が、体細胞クローン牛胎子は、鱗

帯が太いことやワルトンゼリー残余など、胎盤機能が弱く、

発達が遅延していることが知られており、下垂体での副腎皮

質刺激ホルモン陽性細胞が少ないことや副腎の発達異常も報

告されているト11)。

これらのことから、体細胞クローン牛胎子は、胎盤の機能

の弱さや胎子の発達遅延により、胎盤からのエストロジェンが

少なく、胎子の脳の発達が遅れ、従来の分娩予定日に併せた

分娩誘起処置では、胎子の成熟が不十分であると考えられる。

当センターでは、これまで妊期を全うした受胎牛は、分娩

予定日の数日前から分娩誘起処置を行い分娩させていたが、

羊水誤礁や呼吸微弱など胎子の未熟による生後直死が多く、

生存産子を効率よく得ることが出来なかった。そこで、誘起
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分娩によらないで、胎子由来の分娩兆候が確認されるまで胎

子の成熟を図るとともに、その際の胎子の出生状況と胎盤機

能を反映するとされるエストロンサルフェートの濃度推移に

ついて検討を行った。

材料及び方法

1)試験区

表1に試験区、表2に対照区を示した。

試験は、試験区、対照区の 2区で行い、試験区に体細胞クロー

ン受胎牛、対照区に人工授精または受精卵移植受胎牛とした。

2)クローン匪の作出

クローン妊の作出は金山ら12)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. 50C、5%C02、

95%Air)し、除核した後、レシピエント卵子とし、黒毛和種

由来の卵管上皮細胞、牛胎子由来繊維芽細胞をドナー細胞

として用い核移植を行った。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)を行い、 5%子牛血清添加CRlaa培地で

発生培養 (38.50C、5%C02、95%Air)を行った。発生培養後、

6~8日固までに粧盤胞に発生した阪を受妊牛へ移植した。
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表1.試験区の詳細

No 母牛品種 胎子品種 ドナー細胞

CLl 黒毛和種 黒毛和種 卵管上皮細胞

CL2 黒毛和種 黒毛和種 卵管上皮細胞

CL3 ホルスタイン種 黒毛和種 卵管上皮細胞

CL4 黒毛和種 黒毛和種 卵管上皮細胞

CL5 黒毛和種 黒毛和種 胎子繊維芽細胞

表 2. 対照区の詳細

No. 母牛品種 胎子品種 胎子状況

Al ホルスタイン種 ホルスタイン種 ET  

A2 ホルスタイン種 ホルスタイン種 AI 

A3 ホルスタイン種 ホルスタイン種 AI 

A4 ホルスタイン種 ホルスタイン種 AI 

A5 ホルスタイン種 F 1種 AI 

3)血築サンプルの採取

血竣は、試験区および対照区ともに妊娠40~50 Flで受胎

確認後、毎週、採血を行い、直ちに氷冷し遠心分離後、血

疑を採取した。

血紫は、分析まで-20度で保存した。

4)血祭中のプロジェステ口ン (P4)濃度、エストロンサル

フェート (E1S)濃度の分析

デキストランチャコール法を用いたラジオイムノアッセ

イにて行った。

5)分娩日の予測

体細胞クローン受胎牛は、分娩誘起処置を行わないため、

分娩円前から、エストラジオール17s (E2) とP4濃度を競

合法を原理とした酵素免疫測定法であるEnzymeLinked Fl 

uorescent Assay (ELFA)法で、自動免疫測定装置 (SPOTC

HEM YIDAS SY-5010)を用いて測定し、この測定値を目安と

した。分娩日は、 E2の上昇とP4の低下、特にP4が2ng/ml以

下より低下した日を分娩日とした。

なお、体細胞クローン受胎牛が黒毛和種の場合は、過大

子による難産が予想されるため、分娩日予測後に帝王切開

を行った。

結果

1 生存率

分娩日予測前、つまり通常の妊娠期間である285日にあわ

せて分娩誘起処置した場合の産子の生存率は、心奇形など

による死亡例を除けば 38%であったが、

分娩誘起処置を行わないで、妊期を全うさせた場合、生後

直死は無くなり生存率は100%となった。

2 在胎日数と出生時体重

表3、図 3に在胎日数と出生時体重を示した。
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雌 分娩までの日数
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雄
図2 分娩日の予測

試験区の在胎日数は、平均で302.8Rとなり、 5頭中4頭

で30Q日以上の長期在胎となった。また、平均体重も42.8kg

と出生時体重が大きくなることが認められた。

(社)全国和牛登録協会の資料では、黒毛和種雌牛の在胎

日数は280~290目、分娩時体重は23. 9~35. 9kg (図 3網掛

部分)となっており、体細胞クローン牛産子が長期在胎、

過大子になる傾向が認められた。

3 受胎牛のP4濃度の推移

図4に受胎午のP4濃度の推移を示した。

妊娠期間を通して試験区が対象区に比べ低い推移を示し、

両試験区とも分娩直前には低下した。

表3.在胎日数と出生時体重

区

試験区

対照区

(kg) 55 

50 

出 45

生
時 40
体

重 35

30 

25 

在胎日数

302.8:1:7.9 

280. 8土4.5 

• 

分娩時体重

42. 8:1: 8. 1 

44. 1 :1:4.7 

• 

280 290 300 310 320 
夜胎日数

図3. 試験区の在胎日数と分娩時体重
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図4. P 4濃度の推移

4 受胎牛のE1S濃度の推移

図5に妊娠期間のE1S濃度の推移、図6に分娩日を基準と

した場合のE1S濃度の推移を示した。

妊娠期間中のE1S濃度は、妊娠期間が進むにつれ、試験区と

対照区の差が徐々に大きくなった。

また、分娩日を基準とした場合のE1S濃度の推移は、

対照区と試験区でほぼ一致する結果となり、体細胞クロー

ン受胎牛のE1S濃度の上昇が平均で約3週間遅れていた。
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図5. E 1 S濃度の推移
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図6.分娩日基準の E1 S濃度の推移

考 察

当センターでは、平成12年度から平成16年度までの体細胞

クローン受胎牛の分娩は、分娩予定日の数日前から胎子肺の

表面活性物質の誘導を行うためホルモン処置(朝:甲状腺刺

激ホルモン放出ホルモo.5mg、昼:ベタメタン10問、タ:甲状

腺刺激ホルモン放出ホルモO.5mgを2日間)を行い分娩させて

いた。しかし、羊水誤燃や呼吸微弱など胎子の未熟による生

後直死が多く、生存産子を効率よく得ることが出来なかった。

一方、今回の試験では、体細胞クローン受胎牛の末梢血中

E1S濃度は、対照区に比べ低く推移し、妊娠中期以降、 E1S濃

度上昇が遅れる傾向が認められたが、胎子由来の分娩兆候が

現れるまで分娩を待つことで、E1S濃度は対照区と同様に上昇

し、生存率も向上した。

このことからも、体細胞クローンは、胎子の発達遅延や胎

盤機能の弱さにより、成熟が遅れていることより長期在胎と

なると考えられ、分娩予定日に合わせたホルモン処置では、

肺の成熟は可能であるが、胎子全体の成熟ができずに、羊水

誤暗記や呼吸微弱による生後直死につながっていたと考えられ

た。

以土より、妊娠後期まで維持できた体細胞クローン受胎牛

については、末梢血中エストラジオールとプロジェステロン

をモニターすることで、分娩日を的確に把握し、胎子の成熟

を図ることで、分娩後の生後直死を減らすことができ、生存

率の向上が図れることが示唆された。

今後、胎子を同一品種で比較することで、より明確な結果

を示すことができ、さらに、体細胞クローン受胎牛の胎盤の

機能や受胎から分娩至る各種のホルモン動態の調査、また、

体細胞クローン膝のDNAレベルでの検討を行うことで正常分娩

に向けた検討を行っていくことが必要と考えられた。
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