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石川県蕊泌総合センター研究綴告 第387}

ヒト体外授精用マイク口ピペットチップを用いた

ウシ体細胞ク口一ン粧のガラス化保存におけるガラス化溶液の比較

大橋愛美・田中孝一・常JlI久三・源野朗・金問信春 l ・北満夫2

Comparison of vitrification solusions of vitrified cloned embryos using human IVF micro-pip日ttetips

キーワード:f1詳細胞クローン眠、ガラス化溶液、ガラス化{栄作

饗 約

ウシ体調IlIl包クローン11五(クローンII日をiIlI;Jisl昨IJ濃度の異なる 2極類のガラスft溶液 (VS30: 15%エチレングリコール (EG)

十15%ジメチルスルホキシド (DMSO)十0.6Mシュークロース (Suc)十20%牛!治子llIUi守添加Im-PBS(基本液)またはVS40

: 20%EG+20%DMSO+0.6MSuc+基本液)をJlJいて、ヒト体外授稿用マイクロピペットチッブ(ヒト IVFチップ)を保存容器

とした超J急速ガラス化保存法(ヒト IVFチップ法)により保存し、保存後の生f討す:および受給性について比絞検討したc

1)保存後の生存不は、上方護後481l~\'r日iおよび7211寺 11MにおいてVS30区がVS40区に比べ有意に高かった (4811キ 1m : 89.3% vs 62. 1 %、

72H~l'f11J : 89.3% vs 58.6%、P <0.00 。透明帯脱出率は、 íí可i互の{自]に有怠な 2i~は認められなかったが、 VS30lRがVS401互に

比べ高Lミ傾向にあった (60.7%vs 51. 7%)。

2)保存後の受11台塁手は、 n1u区の関にお;むな差は認められなかったが、 VS30区がVS401互に比べおい傾向にあった (26.7%vs 

14.3%)。また、流政率はVS30誌がVS40区に比べ高い傾向にあった (75.0%vs 0%)。

以上より、 VS30を用いたヒト IVFチップ法がクローン院の保存にお・効であることが示唆されたが、お1[成率がi向いことから、

さらに検討が必要であると考えられた。

緒
=<白、

E問

体制1I11包クローン技術は、遺伝的に向ーな個体を生産できる

有益な技術であり、 f~~l能力牛のJt't/12ftや遺伝資源の保存、医療

分野への応用等、その~mfとが期待されており 1- 付、これ

まで、総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:ユ)。しかし、その生産効率は抵く、流死

緩や生後夜死者:の異常が多数報告されている 1. 、川。その

ため、当七ンターでは、より効率的に体細胞クローン午を生

産するために、体制Il包クローンIJE(クローンH壬)の作出方法

の検討やクローンIlEの品質評価方法の検討さ手さまさ?まな試験

を行ってきているト引。さらに、クローンHEの保存技術が

確立されればクローン粧の安定的な供給が可能となることか

ら、緩慢凍結法やガラス化法による保存方法について検討を

行ってきた問、 11)

近年、ウシ体外授1'i!lIJEの保存において、ヒト体外授精肉1マ

イクロピペットチップを用いた超急速ガラス化保存法(ヒト

IVFチップ法)の有効性が報告されている口また、ガラス

化溶液は、緩慢凍結の際lニ用いられる凍結溶液に比べ耐凍剤

濃度が高く、 11壬に対する毒性や高浸透圧による影響が諜怒と

なっており、様々な組成のガラス化溶液やガラス化方法が考

案されているト18¥本試験では、クローン姫を、耐凍剤濃

度の呉なる 2種類のガラス化溶液を丹j¥ミて、ヒト IVFチップ

法により保存し、ガラス化溶液の迷いが保存後の生存性およ

び受胎牲に及{ます影響について検討した。

l 石川県南郷家滋保健illi生所

2 石川県j見林主主公社反i二llj)(牧f話

材料および方法

1)クローン肢の作出

クローンJlJ~の 11~J'Ll は金IJIら1~) )の方法を白li改変し、以下

のとおり行った。

食肉センターで係f!立したウシ卵巣由来のヰミ受精卵を 5%子

午前i消添加すC乱1199で 18-191時間成熟総設 (38.5'C、

5%CO，、 95%Air)し、r;余十五した後、レシピエント8什子とし、

黒毛布J，f提出米の卵丘*/1日j包、卵管上皮細胞および牛胎子/1/来線

維1平和111包をドナー細胞としてfil¥斗32移Mをfiった。その後、

電気融合 (22V/150 .u m、20p. sec X 2 )および活性化処耳目

(10μglシクロヘキシミドク&恐1、5-6 U寺間)を行い、 5%

子-'1二JutWii;sJJlICR1aa培地で発生総菜 (38.5'C、 5%CO，、

95%Air) を行った。発生土会議後 7-9EIElのA-Bランクの

クローン粧を供試Il壬とした。

2 )クローン肢のガラス位保存

!庄のガラス化保存は制羽見ら口、加、の方法を一一部改変し、

以下のとおり行った。

Il壬をそれぞれ50%ガラス化溶i伎で 2分間王子衡した後、

0.3μ!のガラスitif;i夜VS30(15%エチレングリコール (EG)

十15%ジメチルスルホキシド (DMSO)十0.6Mシュークロー

ス (Suc) 十20%牛IJ台子 i立1l~Jì;ß}J[lnγPBS (基本液))および

VS40 (20%EG+20%D.MSO-ト0.6l'vISuc十基本:H3!) と共にそ

れぞれi二l径200μmのヒト IVFチップに吸引後、液体議案に

投入しi~~存した。
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3)ガラス化保存症の加温・耐凍剤の希釈・培養

ガラス化保存IIfの}JU温・漏れ東剤の希釈は細羽見ら口::rJJ の

方法に準じ、以下のとおり行った。

ヒト IVFチップを液体祭索中から取り出し、 37SCに加温

したO.5 ìv1 Sucìf~ rllに1I壬を，'1¥し 1分間、 0.2iv1Suc液1:1:1に5分

間、基本液中に 5分間没i去することにより鮒凍剤の希釈を

行ったっ lfiH凍剤を希釈した後、 IIfを100μiVI /i メ)1-カブト

ヱタノー)1-十20%ウシJJ台子Uilll当添加TCM199'IIで応義した。

4)保存後の生存性調査(試験1)

~!l~処世の新鮮クローン粧を対照区とし、崎議後7211寺 11\J まで

( 311寺1111、24時間、，181時間、 72時間)の恨の生存率および透

明帯脱出率を調査した。

5)保存後の受胎性調査(試験2)

対照宮として、無処読のクローンIIfを新!f!矧壬移植した。ガ

ラスイヒ保存したクローンIlfは、応援後 2-3 11寺11:111=1に生存を

縦認した後手手紙iし、 11壬移植後、!治命令34-，15日自 lこy出資波診断

装訟を用いて妊娠鍛定を行った。さらに、受II台fY'Jについては、

分娩状況(流産額数、流政IIEi子の11台齢、分娩頭数、路子の生

存頭数)について調査した。

6 )統計学的分析

保存後の生得率、透明帯脱出卒、受11台本および;走路率の有

志:差の検定はカイ 2采検定により行った。

ガラス詑溶液の違いが保存後の生存性に及iまIす影響

結果

1)試験1
加温、 J出発後の生存率は、 VS30!Rが89.3%-92.9%(311寺

11司・92.9%、2411寺IIH: 89.3%、4811寺II4'J: 89.3%、7211寺j品a: 89.3%)、

VS40院が58.6%-69.0%(311割前・ 69.0%、241時間:69.0%、

4811剖1:¥]: 62.1%、7211寺間・ 58.6%)、対日吉区が100%(3-721時

間])であった o¥吋ヱオLの培養後11寺1mにおいても肢の生存率は、

VS30[主と対照区とのnnには有意な差は認められなかったが、

崎議後48時間jおよび72時間の生存率は、 VS30区がVS40尽に

比べ右諮:に高かった。透明裕脱出塁手は、 VS30[Rが60.7%、

VS40区が51.7%、対照区が71.4%であり、各i互のmJに有意な

差は認められなかったが、 VS30区がVS40!Rに比べ泊i¥ミ傾向

にあった(表1)。

2)試験2
}Jm:弘、応廷後の受給率は、 VS30区が26.7%(4鎖/15頭)、

VS40[Rが14.3%(1頭/7頭)、対H(cl区が30.0%(6 ~J'l /20頭)

であり、各区の1i1Jに有意:な若は認められなかったが、 VS30

院がVS40[互に比べ高L吋頃向にあった(表 2)。また、受)J台!確

認後に流成した額数は、 VS30[Rで 3~rî OIEi齢54-82臼、

75.0%)、VS40区でo~J'l (0 %)、対照誌で 1頭 Olf:i荷台105日、

16.7%)であった。分娩にまで、至った頭数はVS30[亙で 1鋭、

VS40註で l鎖、対照況で 5訟であり、立す!!r4区の 1頭を除き

全ての康子が生存していた。度予の生存率((生存頭数/杉

11邸員数) X 100)はVS30区で6.7%、VS40[乏で14.3%、対照

区で20.0%であったc

生存路数(%)

区分供試駈数

透明帯脱出

(%) 

3時間 24時間 72時間48時間

26(92.9) 25(89.3) 25(89.3)b 25(89.3)b 17(60.7) VS30 B: 

VS40B: 

対顎B:

口

O
Q
d
y
Bみ

り
ん
つ
ム
ワ
ノ
ω

20( 69.0)a 20( 69.0)a 18( 62.1)a 17( 58.6)a 

21 (100.0) b 21 (100.0) b 21 (100.0) c 21 (100. 0) c 

15( 51. 7) 

15( 71.4) 

異符号開に あり (a，b: P<0.05、a，c:P<O.Ol) 

2 ガラス化溶液の遼いが保存後の受胎性に及ぼす影響

度分 移植頭数 受胎頭数(お) 流 (弘) 流産胎子 分娩頭数 存頭数(弘)本

の胎齢(隠)

VS30区 1 5 4 (26.7) 3 (75.0) 54、77、82 1 1 ( 6. 7) 

VS40区 7 1 (14.3) o ( 0) 1 1 (14. 3) 

対照区 2 0 6 (30.0) 1 (16.7) 105 5 4 (20.0). 

*藤子のとド存議ニ(生存頭数/移植頭数) x 100 
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考察

クローン臨を効率的、安定的に利用するためには、クロー

ン月五の保存方法を開発する必要ぎがある。そのため、各研究機

関において、ダイレクト法21，23)やストロー内ワンステップ

法制、 VSED液 (25%EG十25%DMSO十0.4%牛血清アルブ

ミン添加m-PBS)を用いたガラス化法 (VSED法)21. 2.，.刊、

クライオループ法 (20%EG十20%DMSO+0.6MSuc十20%子

牛瓜清添加D-PBS)却、マイクロドロップレット法制、オー

プンプルドストロ一法2i)等の保存方法によりクローン肢を

保存し、保存後の生存伎や受胎性について検討されてきた。

しかし、安定した高い生産性が得られるような保存方法は未

だ磁立されていないのが現状である。当センターでも、これ

までステップワイズ法により保存したクローン旺、を10頭の受

眼牛に移植したが、受胎例が得られなかった(未発表)。また、

クローン臨を用いてマイクロドロップレット法とVSED法を

用いたガラス化法の比較を行ったが、いずれも充分な生存性

は得られなかった附。

網羽見ら 12)は、体外授精庇、をとト IVFチップ法により保存

した場合、 VS30およびVS40のガラス化溶液の違いによる生

存率の差は認められず、いずれも高い生存率が得られると報

告している。また、当センターでは、クローン臨の保存方法

としてVS40を用いたヒト IVFチップ法とVSED法を比較し

た結果、関数が少ないものの、保存後の生存率はVSED法に

比べヒト IVFチップ法で高い傾向にあった11)。さらに、ヒト

IVFチップ法は、ガラス化操作が比較的街使であり、技術習

得が容易で、あった。そこで、今割、ヒト IVFチップ法の有効

性についてさらに検討するために、 VS30およびVS40の2種

類のガラス化溶液の比較を行った。

その結巣、クローン粧をヒト IVFチップ法により保存する

場合、ガラス化溶液にVS30を用いた場合で保存後に高い生

存率が得られることが明らかとなった。また、保存後の透明

帯脱出率については、 VS30を用いた場合の方がVS40を用い

た場合に比べ高い傾向にあったが、両区の関に有意な差は認

められなかった。さらに、保存後の受胎率については、 VS30

を用いた場合で26.7%であり、新鮮経移植の受給率 (30.0%)

と同等の受胎率が得られた。以上より、保存後の生存率およ

び受胎率に基づくと、クローン睦の保存にはVS40よりも

VS30の方がi醸していると思われた。 VS40に比べVS30の方

が保存後の生存性および受給性が良好で、あった理由として、

より鮒凍剤濃度の高いVS40iこ比べVS30の方が膝への化学議

性や浸透圧ショック等のダメージが少ないため、保存後に高

L 、生存塁手が得られ、それに{半Lミ受胎率も高くなる傾向にあっ

たと考えられた。しかし、流産率については、 VS40を用い

た場合で0%であるのに対しVS30を用いた場合で75.0%と高

い傾向にあった。そのため、結果的に産子の生存率((生存

頭数/移植頭数) X 100)はVS40を用いた場合で14.3%であ

るのに対しVS30を用いた場合で6.7%と低Lミ傾向にあった。

今回の試験では、 A-Bランクのクローン脹を供試したが、

VS40を用いた場合に比べVS30を用いた場合で保存後の生存

率が高かったことから、形態的に差がないような経であって

も、 VS40を用いた場合では保存後に死滅し、 VS30を用いた

場合では保存後も生存するような膝があったと考えられる。

このような泌が移植され、受胎し、その後、クローン牛で頻

繁にみられる飴盤や内分泌系の異常2ト制等により妊娠を維

持することができなくなり流践したため、 VS40を用いた場

合に比べVS30を用いた場合で産子の生存率が低くなる傾向

にあったと考えられるが、特にVS40匿の移植例数が少ない

ため、流産塁手および産予の生存率については、引き続き識査

する必要がある。さらに、ガラス化保存後の肢の締鞄数や

DNAのメチル化レベルについてVS30を用いた場合とVS40

を用いた場合とで遠いがみられるかどうかも調査し、保存後

の生存率と受胎率、流産率等との関連性を検討する必要があ

ると!思われた。
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