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(54)【発明の名称】発情周期を繰り返している豚における過排卵処理法
(57)【要約】
【課題】

発情周期を繰り返している豚に適用し得る過

排卵処理法の提供。
【解決手段】

発情周期を繰り返している豚に黄体退行

作用を持つホルモン剤を投与して黄体を退行させ、次い
で該豚に卵胞を発育させるホルモン剤および排卵を誘発
するホルモン剤を投与して過排卵を誘発することを特徴
とする、発情周期を繰り返している豚における過排卵処
理法。
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【特許請求の範囲】

与することで黄体を退行させ、次いで卵胞を発育させる

【請求項１】

発情周期を繰り返している豚に黄体退行

ホルモン剤および排卵を誘発するホルモン剤を投与する

作用を持つホルモン剤を投与して黄体を退行させ、次い

ことにより過排卵を誘発し、その後交配を行うことによ

で該豚に卵胞を発育させるホルモン剤および排卵を誘発

り、発情周期を繰り返している豚を用いて高品質の胚を

するホルモン剤を投与して過排卵を誘発することを特徴

効率的に採取できることを見出し、本発明を完成するに

とする、発情周期を繰り返している豚における過排卵処

至った。

理法。

【０００７】

【請求項２】

黄体退行作用を持つホルモン剤がプロス

タグランジンF2αまたはその類縁物質である、請求項１
記載の過排卵処理法。
【請求項３】

すなわち本発明は、発情周期を繰り返

している豚に黄体退行作用を持つホルモン剤を投与して
黄体を退行させ、次いで該豚に卵胞を発育させるホルモ
10

卵胞を発育させるホルモン剤が妊馬血清

ン剤および排卵を誘発するホルモン剤を投与して過排卵
を誘発することを特徴とする、発情周期を繰り返してい

性性腺刺激ホルモンまたは卵胞刺激ホルモンである、請

る豚における過排卵処理法である。

求項１または２記載の過排卵処理法。

【０００８】

【請求項４】

ルモン剤がプロスタグランジンF2αまたはその類縁物質

排卵を誘発するホルモン剤が黄体形成ホ

ルモンまたはヒト繊毛性性腺刺激ホルモンまたは性腺刺

である、

激ホルモン放出ホルモンもしくはその類縁物質である、

また本発明は、黄体退行作用を持つホ

の過排卵処理法である。

さらに本発明は、卵胞を発育させるホルモン剤が妊

請求項１〜３のいずれか１項に記載の過排卵処理法。

馬血清性性腺刺激ホルモンまたは卵胞刺激ホルモンであ

【発明の詳細な説明】

る、

【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、発情周期を繰り返

または の過排卵処理法である。

さらにまた本発明は、排卵を誘発するホルモン剤が
20

黄体形成ホルモンまたはヒト繊毛性性腺刺激ホルモンま

している豚における過排卵処理法に関する。

たは性腺刺激ホルモン放出ホルモンもしくはその類縁物

【０００２】

質である、

【従来の技術】近年、種々のトランスジェニック豚を作

る。

出しようとする動きに伴い、ＤＮＡ注入やＤＮＡ注入胚

【０００９】

の培養、およびその後の胚移植等に適した高品質の胚の

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。

需要が増してきている。また、これに関して、幼若豚か

本発明の過排卵処理法は、発情周期を繰り返している豚

ら採取した胚よりも経産豚または発情周期を繰り返して

に黄体退行作用を持つホルモン剤を投与して黄体を退行

いる未経産豚から採取した胚のほうが変性が少ない高品

させ、次いで該豚に卵胞を発育させるホルモン剤および

質の胚で、上記目的に適していると考えられる。

排卵を誘発するホルモン剤を投与して過排卵を誘発する

【０００３】現在のところ、胚を効率的に多量に得る一

30

〜 のいずれか１つの過排卵処理法であ

ことを特徴とする。

般的な方法としては、春機発動前の幼若豚に妊馬血清性

【００１０】本発明の過排卵処理法を適用する豚は、発

性腺刺激ホルモン(PMSG)を注射後、72時間してヒト絨毛

情周期を繰り返している豚であればその週齢、品種等は

性性腺刺激ホルモン(hCG)を注射し、その24〜30時間後

特に限定されるものではないが、好ましくは、例えば、

に交配し、hCG投与後52時間〜５日後に採卵することに

生後５ヶ月以上の純粋種または２元もしくは３元交雑種

より実施する過排卵処理法が知られている。

の豚を用いる。

【０００４】しかしながら、現在のところ、発情周期を

【００１１】「黄体退行作用を持つホルモン剤」とは、

繰り返している豚ではPMSGを注射する時期の特定が困難

発情周期を繰り返している豚に投与された際に、黄体を

であるために上記の過排卵処理法は適用できず、発情周

退行させて発情を誘発するホルモン剤を意味する。こう

期を繰り返す豚を用いて高品質の胚を効率的に得ること
ができない状況にある。このため、発情周期を繰り返し

した黄体退行作用を持つホルモン剤としては、特に限定
40

するものではないが、例えば、プロスタグランジンF2α

ている豚に適用し得る過排卵処理法の開発が望まれてい

(PGF2α)またはその類縁物質を挙げることができる。

る。

【００１２】具体的には、PGF2αとして、例えばパナセ

【０００５】

ランHiおよびパナセランF液(共に第一製薬)、動物用プ

【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は、発情

ロナルゴンF注射液(武田シェーリング・プラウ

周期を繰り返している豚に適用し得る過排卵処理法を提

ルヘルス)、ベタグランディン注射液NZ(日本全薬工業)

供することを目的とする。

を挙げることができるが、これらに限定されない。ま

【０００６】

た、「（PGF2αの）類縁物質」とは、その構造がPGF2α

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため

に類似しており、黄体退行作用を有するものを意味し、

に本発明者らが鋭意研究を行った結果、発情周期を繰り

具体的には、例えばエストラメイトおよびプラネート

返している豚に先ず黄体退行作用を持つホルモン剤を投

50

アニマ

(共に住友化学)、プロスタベットCおよびプロスタベッ
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トS(共に三共)、レジプロンCおよびレジプロンS(共に帝

縁物質、生理食塩水、リン酸緩衝液、水が挙げられる。

国臓器)、シンクロセプト(大日本製薬)を挙げることが

【００１７】「排卵を誘発するホルモン剤」とは、正常

できるが、これらに限定されない。黄体退行作用を持つ

に発育・成熟した卵胞がある場合に、投与30〜50時間後

ホルモン剤の投与は当業者に公知の手法により、例え

程度に排卵を誘発することができるホルモン剤を意味す

ば、該ホルモン剤を排卵後８日以降の豚に３日間連続し

る。こうした排卵を誘発するホルモン剤としては、特に

て筋肉内に注射することにより、実施することができ

限定されるものではないが、例えば、黄体形成ホルモン

る。

またはヒト繊毛性性腺刺激ホルモン(hCG)または性腺刺

【００１３】尚、この黄体退行作用を持つホルモン剤の

激ホルモン放出ホルモンもしくはその類縁物質を挙げる

投与量は、その作用、すなわち黄体を完全に退行させ、
発情を誘起させ得る量であれば特に限定されるものでは

ことができる。
10

【００１８】黄体形成ホルモンとして精製された天然型

なく、また豚の品種や体重等種々の要因に伴って変動し

のものは現在のところ製剤として存在しないが、その代

得るが、例えば該ホルモン剤としてパナセランHi(第一

替品として、例えば下垂体前葉性性腺刺激ホルモン剤と

製薬)を使用する場合は、2〜6 mLのパナセランHiを1日1

して販売されている動物用ヒポホリン200家兎単位およ

〜2回、3日間連続投与、好ましくは3mLのパナセランHi

び400家兎単位(共に武田シェーリング・プラウ アニマ

を1日2回、3日間連続投与することができる。尚、前記

ルヘルス)を使用できると考えられる。また、DDBJ等の

ホルモン剤は単独で投与しても他の成分と組合わせて投

当業者に公知のデータベースを利用して、例えば牛の黄

与しても良く、この場合の他の成分としては、前記ホル

体形成ホルモンのβサブユニットの塩基配列(DDBJ受け

モン剤の黄体退行作用を減じるものでなければ特に限定

入れ番号M11506)を入手し、これを元に例えば特許公開

されないが、例えば卵胞を発育させるホルモン剤(後述)

平11‑308992に記載された遺伝子工学的手法を用いて製

や生理食塩水、リン酸緩衝液、水が挙げられる。

20

造したものを用いることもできる。尚、特許公開平11‑3

【００１４】「卵胞を発育させるホルモン剤」とは、卵

08992(前述)に記載された手法は人の黄体形成ホルモン

胞上皮細胞の増殖、卵胞液の分泌、卵胞腔の形成などに

を製造するためのものであるが、牛や人の黄体形成ホル

より卵胞を発育させる作用を持つホルモン剤を意味す

モンを豚に投与しても所望の排卵誘発効果が得られるこ

る。こうした卵胞を発育させるホルモン剤としては、特

とが知られているので、何ら問題は無い。またhCGとし

に限定されるものではないが、例えば、妊馬血清性性腺

ては、具体的には例えば、ゲストロン・1500,3000,5000,

刺激ホルモン(PMSG)および／または卵胞刺激ホルモン(F

10000(共にデンカ製薬)、動物専用ゴナトロピン・3000,5

SH)を挙げることができる。具体的には、PMSGとして例

000,10000(共に帝国臓器製薬)、コリホルモン6000単位

えばセラルモン1,000(デンカ製薬)、動物専用セロトロ

および10,000単位(共に日本全薬工業)、動物専用プベロ

ピン(帝国臓器)、PMS1,000単位NZ(日本全薬工業)、動物

ーゲン1,500単位、3,000単位、5,000単位および10,000

専用ピーメックス1,000単位(三共)を挙げることがで

30

単位(共に三共)を挙げることができるが、これらに限定

き、またFSHとして例えばアントリン・10,20,40およびア

されない。また、製剤化された性腺刺激ホルモン放出ホ

ントリンR・10(共にデンカ製薬)を挙げることができる

ルモンは現在のところ存在しないが、該ホルモンのアミ

が、これらに限定されない。

ノ酸配列については既に明らかにされている(A.V. Scha

【００１５】卵胞を発育させるホルモン剤の投与は、前

lly, Aspects of hypothalamic regulation of the pit

記の黄体退行作用を持つホルモン剤の場合と同様にして

uitary gland, Science, 202,18‑28,1978)ので、例えば

実施することができる。また、その投与のタイミングお

その配列を元に当業者に公知の手法を用いて該ホルモン

よび量は、黄体退行後の卵巣において卵胞の発育を開始

を合成することにより、該ホルモンを入手することがで

させ、排卵に至るまで成熟させて、その後卵巣に悪影響

きる。また、「(性腺刺激ホルモン放出ホルモンの)類縁

を及ぼさない範囲内であれば特に限定されるものではな
く、また豚の品種や体重等種々の要因に伴って変動し得

物質」とは、天然型の性腺刺激ホルモン放出ホルモンア
40

ミノ酸構成の一部を他のアミノ酸に置換して合成された

るが、例えば前記黄体退行作用を持つホルモン剤投与の

物質であって、投与後速やかに性腺刺激ホルモンの放出

2〜3日後に卵胞を発育させるホルモン剤、例えばPMSGを

を起こさせるものを意味し、具体的には、例えばアポッ

1,000〜1,500国際単位、好ましくは2日後に1,500国際単

クス（三共）、エストマール注(塩野義)、コンセラール

位を1回投与する。

注射液（武田シェーリング・プラウ アニマルヘル

【００１６】尚、この卵胞を発育させるホルモン剤は、

ス）、スポルネン・注(デンカ製薬)、ボンサーク注(第

前記の黄体退行作用を持つホルモン剤と同様に、単独で

一製薬)を挙げることができるが、これらに限定されな

投与しても他の成分と組合わせて投与しても良い。この

い。

場合の他の成分としては、卵胞を発育させるホルモン剤

【００１９】排卵を誘発するホルモン剤の投与は、前記

の卵胞を発育させる作用を減じるものでなければ特に限

の黄体退行作用を持つホルモン剤の場合と同様にして実

定されないが、例えばプロスタグランジンまたはその類

50

施することができる。また、その投与のタイミングおよ
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び量は、発育・成熟した卵胞を破裂・排卵させ、その後

さらにその２８時間後に人工授精を行い、人工授精の２

卵巣に悪影響を及ぼさない範囲内であれば特に限定され

４時間後に試験豚をと殺して、採卵を行った。左右それ

るものではなく、また豚の品種や体重等種々の要因に伴

ぞれの卵巣の黄体数を排卵数とし、また左右それぞれの

って変動し得るが、例えば前記の卵胞を発育させるホル

卵管を還流して得られた胚の数を回収胚数とした。

モン剤投与の3日後にhCG 1,000〜1,500国際単位または

【００２４】第２区(卵胞刺激ホルモン(FSH)処理)は、F

酢酸フェリチレリン100〜200μg、酢酸ブセレリン4〜20

SH(製品名；アントリン10、デンカ製薬) 2mgを１日２

μg、好ましくは3日後にhCG 1,500国際単位を1回投与す

回、３日間連続して筋肉内注射し、４日目にhCG 1500IU

る。

を筋肉内投与した。さらにその２８時間後に人工授精を

【００２０】尚、この排卵を誘発するホルモン剤は、前
記の黄体退行作用を持つホルモン剤と同様に、単独で投

行い、人工授精の２４時間後にと殺して、採卵を行っ
10

た。

与しても他の成分と組合わせて投与してもよい。この場

【００２５】第３区(プロスタグランジンF2αおよび妊

合の他の成分としては、排卵を誘発するホルモン剤の排

馬血清性性腺刺激ホルモン(PGF2α+PMSG)処理)では、先

卵誘発作用を減じるものでなければ特に限定されない

ず最初にCG600(製品名：スイゴナン、インターベット

が、例えば生理食塩水、リン酸緩衝液、水が挙げられ

インターナショナル社) 5mLを投与して発情・排卵を誘

る。

発した。その後１４日目からPGF2α(製品名：パナセラ

【００２１】本発明の過排卵処理法を用いて過排卵を誘

ンHi、第一製薬)15mgを１日２回３日間連続して筋肉内

発した豚を交配することにより、発情周期を繰り返して

に注射するとともに、３日目にPMSG 1500IUを筋肉内投

いる豚を用いて多数の胚を効率的に回収することが可能

与し、その３日後にhCG 1500IUを筋肉内投与した。さら

となる。こうして得られた多数の胚には変性胚が少ない

にその２８時間後に人工授精を行い、人工授精の２４時

ため、ＤＮＡ注入や培養、胚移植、およびそれによるト

20

間後にと殺して、採卵を行った。

ランスジェニック豚の作出等に非常に適していると考え

【００２６】第４区(プロスタグランジンF2αおよび卵

られる。

胞刺激ホルモン(PGF2α+FSH)処理)では、第３区と同様

【００２２】

に、先ず最初にCG600 5mLを投与して発情・排卵を誘発

【実施例】以下、本発明を実施例により具体的に説明す

した。その後１４日目からPGF2α 15mgを１日２回３日

るが、本発明はこれらの実施例により限定されるもので

間連続して筋肉内に注射するとともに、３日目から１日

はない。

２回FSH 2mgを３日間連続して筋肉内注射し、４日目にh

〔実施例１〕春機発動前の150日齢の若齢雌豚(交雑種)

CG 1500IUを筋肉内投与した。さらにその２８時間後に

を４区に分けて、各区に以下の過排卵処理を施した。各

人工授精を行い、人工授精後２４時間にと殺して、採卵

区におけるホルモン処置スケジュールを図１に示す。ま

を行った。

た、プロスタグランジンF2α(PGF2α)処置のみを行った
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【００２７】第５区(プロスタグランジンF2α(PGF2α)

第５区については、8〜30ヶ月齢の性成熟未経産豚(純粋

処理)では、排卵後8日目からPGF2α15mgを1日2回3日間

種および交雑種)を用いた。尚、投与量は全て処置豚１

連続して筋肉内に注射し、誘発された発情時に人工授精

頭当たりの数値で示してある。

を行い、交配終了後5日目にと殺あるいは開腹手術によ

【００２３】第１区(妊馬血清性性腺刺激ホルモン(PMS

り排卵数の計測と採卵とを行った。結果を下記表１に示

G)処理)には、先ずPMSG(製品名；動物専用ピーメックス

す。

1,000単位、三共)1500IUを筋肉内投与し、その３日後に

【００２８】

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)(製品名；動物専用プ

【表１】

ベローゲン1,500単位、三共)1500IUを筋肉内投与した。

【００２９】表１に示す結果から、第３区のPGF2α+PMS

【発明の効果】本発明の方法により、発情周期を繰り返

G処置および第４区のPGF2α+FSH処置が排卵数および回

している豚においても過排卵処理を行うことが可能とな

収胚数の点で他の処置より優れていることが判明した。

る。

【００３０】
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【図面の簡単な説明】

( 5 )

特開２００２−２０５９４６

7

8

【図１】実施例１における若齢雌豚のホルモン処置スケ

「AI」は人工授精を示す。

ジュール(第１区〜第４区)を示した図である。図中、
【図１】
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