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  題    目  ウシ顕微授精技術を用いた胚生産性の改善に関する研究 

  

牛の胚移植技術において，安定的に良質な胚を得ることは最も重要である。過剰排卵誘

起（SOV）処置における採胚成績にはドナー牛個体による差が認められている。その要因

として，牛の品種，使用する性腺刺激ホルモン製剤の種類やロット差，投与量など様々あ

り，それらが複雑に関連しているためと考えられている。しかし，SOV処理による採胚成

績が不良な牛（低胚生産牛）の処理法については未だ解決策が見いだせていない。 

生体内卵子吸引（OPU）技術は短期間の間隔（１週間程度）で連続して実施が可能であ

り，胚の生産効率の向上が期待されている。SOVで胚の採取成績が低下したまたは不能に

なった牛に適応され，胚生産性の改善を目的としても行われている。しかし，すべての牛

が OPU－体外受精（OPU-IVF）により胚生産性が改善されるとは限らず，OPU-IVFでも低

い胚発生率のものも散見されることから課題の一つである。 

さらに，現在ヒトの生殖補助医療（ART）技術の一つとして重要な技術となっている顕

微授精（ICSI）技術による胚生産方法についても検討を重ねてきた。ウシでは貴重なある

いは高価な精子が存在するが，凍結精液が少ない場合は人工授精や体外受精に利用するこ

とが難しく，ICSIを用いることで有効な利用が図られる。そこで，胚を採取するドナー牛

において，SOVまたは OPUでの胚生産性が低いまたは低下したドナー牛に対して ICSI技

術を用いることで胚生産性の向上を目的とした。また，それらの方法が子牛生産性に及ぼ

す影響について確認することでフィールドでも利用可能であるか検討した。 

第１章は， ICSI 後の活性化処理としてエタノール処理区とイオノマイシン

+6-demethylaminopurine（DMAP）処理区はイオノマイシン単独処理区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。子牛への発生を確認するため胚移植を実施した

ところ，イオノマイシン+DMAP 処理区はエタノール処理区よりも受胎率と子牛生産率で

有意に低いことが明らかとなった。エタノール処理は受胎率および子牛生産率ともに有意

に高く，ICSIにおける活性化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

率を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ことを明らかにした。この方

法による子牛の生産の報告がないことから初めて得られたことになる。 

第２章は，OPU 卵子での ICSI による胚生産性を確認するため，OPU-IVF と OPU-ICSI

の胚発生成績について検討したところ，どちらの方法でも同等の胚発生成績が得られ，OPU

卵子では受精方法による差がないことが明らかとなった。移植試験の結果，妊娠率および

子牛生産率においても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。SOV での採胚成績の低いドナー牛では，OPU-ICSI

を用いることで胚生産性が改善できることが明らかとなった。今回，OPUで胚生産性が改

善された原因としては，ホルモン製剤への反応性が低くなっても卵巣内に卵胞が存在すれ

ば OPU 技術で卵子の採取が可能となり，さらに ICSI 技術を応用することで胚生産性が改

善される。 

第３章は，まずジチオスレイトール（DTT）処理による精子への影響を調べるため精子

のジスルフィド結合の切断について調べたが，DTT 処理後 10 分間でジスルフィド結合切



断割合は減少していた。精子のアポトーシスは DTT処理時間に影響を及ぼさないことが明

らかとなり，精子の DTT 処理時間は 10 分間で効果が得られることが示された。食肉処理

場由来卵子における ICSI-DTT の胚発生に及ぼす影響を検討したところ，ICSI-DTT－エタ

ノール（－）区で胚発生成績および胚盤胞期胚の総細胞数と栄養膜細胞数が多く高品質な

胚の生産が可能であり DTT 処理精子を ICSI した場合，活性化処理は必要なことが明らか

となった。OPU-IVF における低胚生産牛では雄性前核形成が低いこと見いだした。

ICSI-DTT で雄性前核形成が改善された理由として，直接精子を卵子内に注入すること，

DTTで精子を処理することにより雄性前核形成を促進したためと考えられた。移植試験の

結果，受胎率および子牛生産率は通常の IVF および ICSIと同程度であり 5頭の正常な産子

を得ることができた。 

結論として，SOVやOPU-IVFで胚生産性の低いドナー牛から胚を生産したい場合には，

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。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，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。このように本試験で明らかにした成果は，貴重な牛精

子の効率的な利用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 ARTに寄与できるものと考えられる。 
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  題    目   Studies on Improving Embryo Development using Bovine Intracytoplasmic  

Sperm Injection 

（ウシ顕微授精技術を用いた胚生産性の改善に関する研究） 

 

The most important goal of bovine embryo transfer is to obtain high quality transferable embryos. 

The specificity of an individual donor influences the success rate of embryo collection for 

Superovulation (SOV). Factors, inducing variability in ovarian response following SOV have been 

reported to include the gonadotropin batch, total dose, and duration and timing of treatment in the 

superovulatory scheme. However, in spite of optimizing these variables, no improvement has been 

regarded the results of embryo collection in low embryo production cow. 

In contrast with SOV, the ovum pick-up (OPU) methods can be used to collect ova in a short 

period and is expected to improve embryo production. Moreover, OPU combined with in vitro 

fertilization (OPU－IVF) has also been applied as a method to produce embryos from low embryo 

production cow, from cows with reproductive disorder, and from pregnant donors and calves. 

However, the rate of embryo development is not always improved using OPU－IVF, and the low 

success rate is a concern. 

To produce embryos that develop in vitro, I have also been studied about embryo production 

method by intracytoplasmic sperm injection (ICSI) technology which becomes important 

technology at present as one of assisted reproductive technology (ART) in human. ICSI is a 

microfertilization technique involving the direct injection of a spermatozoon into the ooplasm. Its 

advantages include the effective utilization of spermatozoa for livestock improvement and 

increasing the number of offspring of superior bulls. The use of ICSI is efficient in that only a few 

frozen sperm of these bulls need to be used. The present study was intended to evaluate the 

improvement in embryo production using ICSI on donor cow producing low number of embryo 

SOV or OPU－IVF donor cows. It was also intended to confirm whether it is possible to produce 

calves by embryo transfer and to use this technique in farms.  

In Chapter Ⅰ, I report that the activation of bovine oocytes following ICSI by ionomycin plus 

6-dimethylaminopurine (DMAP) or ethanol was more effective in terms of blastocyst production 

than activation by ionomycin alone. The ethanol treatment resulted in a higher rate of calf 

production than the treatment using ionomycin followed by DMAP. This report shows that the 

evaluation of embryo normality after embryo transfer is important, especially when comparing 

post-activation treatments, because treatment may result in the production of parthenogenetic 

embryos. The present study is the first to report the birth of a calf derived from a blastocyst 

produced from an oocyte activated by ionomycin followed DMAP after ICSI. 

In Chapter Ⅱ. I report an investigation of the efficacy of OPU－IVF and OPU－ICSI for 

embryo developmental competence in Japanese Black cows. The results of OPU－IVF and OPU－

ICSI showed that they were equally effective. The pregnancy rate and birth rate per transferred 



embryo showed no difference between IVF and ICSI. The efficiency of embryo production can be 

improved by OPU－ICSI for donors associated with low-embryo collection following SOV. Even if 

the ovarian response for gonadotropin is poor, OPU－IVF has an advantage of enabling the 

collection of oocytes from donor cow ovaries if follicles are present there irrespective of the 

embryo collection results.  

 In Chapter Ⅲ, I demonstrate that the optimal dithiothreitol (DTT) treatment time is 10 min and 

describe a reduction of disulfide bonds in the sperm head on DTT treatment. Therefore, I use the 

TUNEL assay to confirm sperm DNA integrity, but I did not determine the efficiency with bovine sperm 

apoptosis occurs on DTT treatment. I examined the effect of DTT-pretreated sperm on the developmental 

competence of slaughterhouse-derived bovine oocytes fertilized by ICSI. The use of ICSI－DTT without 

ethanol treatment showed that the rates of cleavage and blastocyst development can be improved. The 

examination of total and trophectderm (TE) cell numbers in blastocysts revealed that embryos treated with  

ICSI－DTT but without ethanol had a significantly increased number of these cells compared to those 

treated. Thus, we demonstrated the ability of ICSI－DTT to produce high-quality embryos. A comparison of 

the effects suggested that the low blastocyst rates of donor cow producing low number of embryo were 

caused by low male pronucleus (MPN) formation rates on IVF. In OPU－ICSI, the direct injection sperm 

into the oocyte was performed, and I inferred that DTT pretreatment of sperm increased MPN formation. 

Higher rates of MPN were obtained when a DTT-pretreated sperm was injected into the ooplasm, which 

suggested that appropriate chemical pretreatment for sperm can be greatly beneficial for bovine ICSI. The 

results of the embryo transfer, pregnancy rate, and birth rate per transferred embryo showed no 

difference between OPU－IVF and OPU－ICSI and five healthy calves were produced following OPU

－ICSI. 

The OPU－ICSI－DTT procedure using OPU－IVF improved the rate of blastocyst generation for donors 

with a low ability to produce embryos, and it can be used to produce healthy calves by embryo transfer. 

Moreover, in the study of oocyte activation and sperm pretreatment in ICSI, the evaluation of embryo 

normality after embryo transfer is important. Thus, the benefit of bovine ICSI lies in the use of genetically 

and/or economically valuable spermatozoa; by this approach, an increased number of offspring can be 

obtained from donors with high genetic value. These improvements should contribute to enhance 

productivity and/or ART in cattle. 

 


