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学位論文の内容の要旨  

 

本研究では，顕微授精 (ICSI) 技術を用いた牛の胚生産性の改善について検討した。 

緒言ではウシの胚生産技術の歴史と現状の問題点について概説し，研究の目的を述べた。 

第１章ではウシ ICSI における精子注入後の活性化処理方法が胚発生および子牛生産に

及ぼす影響について検討した。本章では，ICSI後の胚発生成績について，エタノール処理，

イオノマイシンと 6,ジメチルアミノプリン（DMAP）併用処理およびイオノマイシン単独

処理を検討し，エタノール処理とイオノマイシン-DMAP 併用処理はイオノマイシン単独

処理よりも卵割率と胚盤胞率を有意に高めることを明らかにした。一方，子牛を生産する

ための ICSI 後の最適な活性化処理方法としては，エタノール処理が最良の方法であるこ

とを明らかにした。ICSIにおける活性化処理方法を比較する場合は，胚移植を実施し，実

際に子牛への生産率がどのようになるか確認することで胚の正常性を評価することが重要

であると考えられた。 

第２章では，低胚生産牛における生体内卵子吸引（OPU）と ICSI 技術を用いた胚生産

性の改善について検討した。OPU 卵子を用いた体外受精（IVF）および ICSI による胚生

産性は，卵割卵子数，卵割率，胚盤胞期胚数および胚盤胞率に差がなく胚生産性は受精方

法による影響がないことが明らかとなった。移植成績は，妊娠率および子牛生産率におい

ても IVF および ICSI間において有意な差は認められず，生産された子牛も生時体重およ

び妊娠期間に影響がないことが明らかとなった。これらの技術は牛群の遺伝的改良と優秀

なドナーからの子牛生産数を増加させる技術として有用であり，貴重な精子を使用する場

合には凍結精液をより有効に活用出来ることが明らかとなった。 

第３章では，ジチオスレイトール（DTT）処理精子を用いた ICSI による胚生産性の改

善について検討した。精子が卵丘細胞や透明帯を通過し卵細胞質内に到達し受精するため

には受精能獲得や先体反応といった重要なイベントがある。しかし ICSI の場合それらの

変化は起こらずに直接卵子内に運ばれる。通常，受精過程において卵子内に到達した精子
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は卵子内の還元型グルタチオン（glutathione，GSH）が主体となり，精子核内のジスル

フィド結合が還元され脱凝縮を引き起こし，精子核膨化の間に核蛋白はプロタミンからヒ

ストンへと置換される。ウシ精子ではマウス，ヒト，ハムスターと異なり容易に脱凝縮が

起こらないことが知られている。そこで，本章では ICSIに用いる精子の DTT処理時間に

ついて検討するとともに，ICSI後の活性化処理条件と胚発生成績について検討した。ウシ

精子に対する DTT 処理の影響について検討したところ，10 分間の処理で精子頭部のジス

ルフィド結合が切断され，一方，精子 DNA に対するアポトーシスには影響を及ぼさない

ことが明らかとなった。ICSIにより受精させたウシ卵子の胚発生能に及ぼす DTTの影響

を調べた。ICSI-DTT-エタノール（－）区で有意に胚盤胞率が向上し，さらにこの方法で

生産された胚の品質は，ICSI-Sp-エタノール（＋）区および ICSI-Sp-エタノール（－）区

よりも有意に高く高品質の胚生産が可能であることが示唆された。 

以上の結果より，精子処理方法として ICSI-DTT を選択した場合，ICSI 後の活性化処

理は必要ないこと，さらには生産された胚は高品質な胚であることが明らかとなった。 

さらに胚移植試験の結果，DTT 処理精子による ICSI 胚の移植によって世界で初めて 5

頭の子牛が生産された。 

最終章において本論文の総括として，得られた成果によるウシ胚生産技術への応用につ

いて考察した。すなわち，本研究で得られた１）ICSI後の胚活性化処置の最適化，２）ICSI

と IVFの胚生産効率の比較，および３）精子の DTT処理による胚生産効率の向上と胚の

品質向上は，ウシの新しい胚生産技術として応用出来る事を示した。  

以上の結果から, 本研究で開発した ICSI技術を用いることで胚発生成績は改善し，その

後の移植で正常な産子を生産できることが明らかとなった。また，繁殖障害と診断された

牛からも特に卵巣に疾患がない場合に本技術を用いることで後継牛の確保が可能となるも

のと考えられた。さらに，ICSIのように卵子の活性化および精子の処理条件を検討する試

験の場合，胚発生率や実験室内でのデータのみで判断するのではなく実際に生産された胚

を移植し産子への生産性を確認することで正確な評価が可能となることを明らかにした。 

 このように本研究で明らかにした成果は，貴重な牛精子を効率的に利用することにより

家畜改良または優良種畜の増産が可能であり，生産性向上あるいは牛の生殖補助医療に寄

与できるものと考えられる。 

 

 

審 査 結 果 の 要 旨 

 

顕微授精法（ICSI）は，従来の過剰排卵処置による胚生産技術と比較して種々の利点が

あるが，ICSIによって生産された胚の発生率が低い事が問題になっている。本研究ではこ

の問題の解決を目的として，ICSIに供する精子の処理法や卵子の活性化法の改善を行った。

また，過剰排卵処置-人工授精による体内受精胚や生体卵子吸引 (OPU) -体外受精による体

外受精胚の生産性が低いウシに ICSIを実施して，胚生産性の向上効果について検討した。

さらに ICSI が農場レベルにおける子ウシ生産の効率化に貢献出来るかどうかについても

検討した。 

Ⅰ．ICSIの活性化処理の違いが胚発生率と子ウシ生産性に及ぼす影響 

ICSIによって精子を細胞質内に注入された卵子にエタノール単独，イオノマイシン単独，

およびイオノマイシンに 6,ジメチルアミノプリン（DMAP）を組み合わせた 3種類の活性

化処理を行い，胚発生成績と移植後の産子生産を比較したところ，体外培養による胚発生

率はイオノマイシンと DMAP 併用処理が優れるものの，受胎率や子ウシ生産率はエタノ

ール処理区において最も高い事が明らかになった。本研究から，子ウシの生産性までを考



 

 

慮した ICSI後の卵子活性化処理法はエタノール処理が最適である事が明らかになった。 

Ⅱ．低胚生産ウシにおける OPUと ICSI技術を用いた胚生産性の改善 

OPU卵子を用いた体外受精および ICSIによる胚生産性について検討したところ，卵割

率や胚盤胞率に差はなく，胚生産性は受精方法による影響がない事が明らかになった。

OPUで採取した卵子に体外受精または ICSIによって生産された胚の移植成績を比較した

ところ，受胎率はそれぞれ 44％（7/16）および 50％（4/8）で両者に差が認められず，過

剰排卵処置によって生産された体内発育胚の受胎率と比べても差が認められなかった。 

低胚生産ウシに対してOPUに ICSIを組み合わせて胚生産性が改善出来るか否かを検討

したところ，OPUと ICSIによって過剰排卵処置よりも有意に多い移植可能胚を生産出来

る事が示された。本研究から，過剰排卵処置に対する反応性が悪いウシに対しては，ICSI

を取り入れる事によって胚を生産出来る事が明らかになった。 

Ⅲ．低胚生産ウシにおけるジチオスレイトール（DTT）処理精子 ICSI による胚生産性の

改善 

ウシの ICSI においては，精子の脱凝縮が起きにくい事が知られている。精子の脱凝縮

は精子が受精する際に必須の過程であり，これを効率的に誘導する事によって，ICSIによ

る胚生産性を改善出来る可能性がある。本研究では，精子を DTT で処理する事によって

精子の脱凝縮を誘導出来るか否かを検討した。精子を DTTで処理してから ICSIに供する

事によって，胚発生率と胚盤胞の細胞数が改善され，DTT処理によって高品質な胚を効率

的に生産出来る事が明らかになった。また DTT 処理によって生産された胚を移植して 5

頭の子ウシが生産された。 

以上について，審査委員全員一致で本論文が岐阜大学大学院連合獣医学研究科の学位論

文として十分価値があると認めた。 
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