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(54)【発明の名称】ブタ胚の体外培養用培地及び培養方法
(57)【要約】
【課題】

ピルビン酸若しくは乳酸又はこれらの塩、及

び、タウリン又はその前駆物質を必須成分として含むブ
タ胚の体外培養用培地の提供。
【解決手段】

ピルビン酸若しくは乳酸又はこれらの

塩、及び、タウリン又はその前駆物質を必須成分として
含むブタ胚の体外培養用培地。
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【特許請求の範囲】

の効率を高めることができるなど、有利な点がある。

【請求項１】

【０００４】しかし、体外培養により胚盤胞期まで成長

ピルビン酸若しくは乳酸又はこれらの

塩、及び、タウリン又はその前駆物質を必須成分として

させた胚（以下、体外培養胚と称す）を移植した受胚ブ

含むブタ胚の体外培養用培地。

タの受胎率は依然として低い。現在、ブタ胚の体外培養

【請求項２】

用培地としては、通常、NCSU‑23培地が用いられている

必須成分が以下の濃度を有するものであ

る、請求項１記載の培地。
ピルビン酸又はその塩
乳酸又はその塩
タウリン又はその前駆物質
【請求項３】

が、NCSU‑23培地を用いて培養された体外培養胚は、体
0.1〜0.5 mM

内発生した胚盤胞（以下、体内発生胚盤胞と称す）に比

1〜10 mM

べ、胚の細胞数、とりわけ将来胎子になる内部細胞塊の

1〜10 mM

無機イオン成分、エネルギー基質成分及

細胞数と将来胎膜になる栄養膜外胚葉の細胞数の比が比
10

べ著しく劣っていることが指摘されており、そのような

びアミノ酸成分からなる群から選択された１又は２以上

体外培養による胚の品質の低さが受胎率に影響している

の成分をさらに含んでいる、請求項１または２記載の培

と考えられる。

地。

【０００５】また、マウス、ウシ等の他の動物の胚を培

【請求項４】

無機イオン成分が97〜119 mMの塩化ナト

養するための種々の体外培養用培地、例えば、Whitten

リウム、4〜11 mMの塩化カリウム、0.3〜0.4 mMのリン

培地、TCM199培地等が報告されているが、これら培地を

酸二水素カリウム、0.3〜0.5 mMの硫酸マグネシウム、2

ブタに適用した場合、４細胞期で発育が停止するといっ

0〜30 mMの炭酸水素ナトリウムである、請求項３に記載

た問題がある。従って、体内発生胚盤胞に劣らない体外

の培地。

培養胚を作出し、受胎率を高めることが可能なブタ胚の

【請求項５】

アミノ酸成分が0.1〜2 mMのグルタミ

ン、 0.02〜0.2 mMのグルタミンを除く必須アミノ酸、

体外培養用培地が求められている。
20

【０００６】

0.05〜0.15 mMの非必須アミノ酸である、請求項３記載

【発明が解決しようとする課題】本発明は、ブタ1細胞

の培地。

期胚を培養したときに、体内発生胚盤胞に劣らない内部

【請求項６】

請求項１〜５のいずれかに記載の培地中

細胞塊と栄養膜外胚葉との細胞数の構成比を有する体外

でブタ胚を培養することを特徴とするブタ胚の体外培養

培養胚を高率に作出できる培地であって、体外培養胚を

方法。

受胚ブタの子宮へ移植した場合に、受胎可能である体外

【請求項７】

胚が１細胞期胚である請求項６記載の方

培養用培地を提供することを目的とする。

法。

【０００７】

【発明の詳細な説明】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題

【０００１】

を解決するため鋭意研究を行った結果、ブタ体内での胚

【発明の属する技術分野】本発明は、ブタ胚の体外培養

30

の発育の場となる卵管中の卵管液の無機イオン、エネル

用培地及び培養方法に関する。

ギー基質の濃度に着目し、さらにアミノ酸を添加した培

【０００２】

地がブタ胚の体外培養用培地として優れていることを見

【従来の技術】トランスジェニック動物やクローン技術

い出し、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明

などの発生工学における基盤技術の１つとして胚培養及

は、ピルビン酸若しくは乳酸又はこれらの塩、及びタウ

び胚移植がある。ブタにおいては、受精直後の1細胞期

リン又はその前駆物質を必須成分として含むブタ胚の体

胚を24〜36時間体外培養し、得られた2〜4細胞期胚を受

外培養用培地である。

胚ブタ（代理母）に移植することによって産子が得られ

【０００８】

ている。また、1細胞期胚を96時間培養して得られた8細

【発明の実施の形態】本発明についてさらに詳細に説明

胞期胚を移植することによって産子が得られたという報
告もある。さらに最近では、体外成熟又は体外受精によ

する。本発明でいうブタ卵管液は、特に、排卵直後の卵
40

管液を意味する。ブタ卵管液は、例えば、Iritani et a

り作出した胚を胚盤胞期まで成長させ、得られた胚盤胞

l., (1974), Nichol et al., (1992)の文献に記載され

を移植して産子が得られたという発表もあった。

ているように当該技術分野では公知であり、その組成中

【０００３】受精後の胚を胚盤胞期まで培養した場合、

の無機イオン、エネルギー基質、アミノ酸は表１に示す

胚の初期発生の進行を培養において確認し、正常と判定

とおりである。

された胚のみを選別して移植することができるので、不

【０００９】

必要な移植を回避することができるとともに、個体生産

【表１】
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【００１０】本発明のブタ胚の体外培養用培地は、ブタ

水素カリウム等が挙げられる。また、マグネシウムイオ

卵管液の組成に基づき、ピルビン酸若しくは乳酸又はこ

ンを提供する電解質としては、硫酸マグネシウム、塩化

れらの塩、及び、タウリン又はその前駆物質を必須成分

マグネシウム等が、また、カルシウムイオンを提供する

とし、また、他のブタ卵管液に含有されている無機イオ

電解質としては、塩化カルシウム、乳酸カルシウム等が

ン、エネルギー基質、及びアミノ酸成分からなる群から

挙げられる。このうち、特に、塩化ナトリウム、塩化カ

選択された１又は２以上の成分をさらに含むことを特徴

リウム、リン酸二水素カリウム、硫酸マグネシウム、炭

するものである。これら成分は表１の組成及び含有量に
基づいて決定することができる。以下、各成分について

酸水素ナトリウム、ピルビン酸ナトリウム、乳酸カルシ
40

ウム等の使用が好ましい。このうち、97〜119 mMの塩化

具体的に説明する。

ナトリウム、4〜11 mMの塩化カリウム、0.3〜0.4mMのリ

【００１１】１．無機イオン成分

ン酸二水素カリウム、0.3〜0.5 mMの硫酸マグネシウ

本発明の培地組成として用いられる無機イオン成分は、

ム、20〜30 mMの炭酸水素ナトリウムの使用が好まし

上記のブタ卵管液組成に含有されている無機イオン成分

い。

を提供することができる電解質であればいずれの電解質

【００１２】２．エネルギー基質成分

も利用できる。例えば、ナトリウムイオンを提供する電

本発明の培地に利用可能なエネルギー基質成分として

解質としては、塩化ナトリウム、クエン酸ナトリウム、

は、ブタ胚を胚盤胞期胚まで成長させるエネルギーを供

酢酸ナトリウム、乳酸ナトリウム、ピルビン酸ナトリウ

給し得る基質を用いることができる。具体的には、糖

ム、リン酸二水素ナトリウムが挙げられ、カリウムイオ

質、乳酸、ピルビン酸が挙げられる。糖質には、グルコ

ンを提供する電解質としては、塩化カリウム、リン酸二

50

ース、マルトース、フルクトース、ソルビトール等が含

( 4 )
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まれる。また、アミノ酸であるグルタミンもエネルギー

Ｄ、ビタミンＥ、微量金属元素としては、鉄、亜鉛、マ

基質としても作用する。

ンガン、セレン、ホルモンとしては、インスリン、成長

【００１３】３．アミノ酸成分

ホルモン、エストラジオール、インヒビン、タンパク質

本発明の培地に利用可能なアミノ酸成分としては、アラ

としては、血清アルブミン、胎子血清、細胞成長因子と

ニン、アルギニン、アスパラギン、アスパラギン酸、シ

しては、インスリン様増殖因子、上皮増殖因子、トラン

ステイン、グルタミン酸、グルタミン、グリシン、ヒス

スフォーミング増殖因子、アクチビン、抗生物質として

チジン、イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニ

は、ゲンタマイシン、カナマイシン、ストレプトマイシ

ン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、トレオニ

ン、ペニシリン等が挙げられる。

ン、トリプトファン、チロシン、バリン、タウリン、ハ
イポタウリンが挙げられる。これらのアミノ酸は、表１

【００１５】５．培地の調整
10

本発明の培地成分の量は、胚の成長及び着床を妨げない

の組成に基づいて、１種以上、好ましくは２種以上を選

範囲で、上記の表１に記載されている各成分量を目安と

択して利用することができる。このうち、必須成分の特

して設定することができるが、本発明の培地は必須成分

に好ましいアミノ酸は、タウリンあるいはその前駆物質

のピルビン酸若しくは乳酸又はこれらの塩、及び、タウ

であり、当該前駆物質にはハイポタウリン、システイン

リン又はその前駆物質を以下の濃度で調製する。

等が含まれる。アミノ酸の形態としては、遊離型アミノ

【００１６】

酸、薬学的に許容され得る塩、ペプチド等の形態で用い

ピルビン酸又はその塩

0.1〜0.5 mM

ることができる。また、上記アミノ酸を組み合わせて含

乳酸又はその塩

1〜10 mM

む市販のアミノ酸溶液を利用してもよく、例えば、Sigm

タウリン又はその前駆物質

1〜10 mM

aのBasal Medium Eagle Amino Acids Solution 50x、ME

なお、必須成分は、前記の無機イオン成分、エネルギー

M Non‑Essential Amino Acids Solution 100x 等があ

20

基質成分、アミノ酸成分として例示した物質群から任意

る。含有量としては、必須成分のタウリン又はその前駆

に選択した必須成分が含まれる物質によって所定の濃度

物質は、1〜10mMが好ましく、グルタミン、グルタミン

に調製すればよいが、例えば、ピルビン酸はピルビン酸

を除く必須アミノ酸、非必須アミノ酸はそれぞれ0.1〜2

ナトリウム、乳酸は乳酸ナトリウム、乳酸カルシウムを

mM、0.02〜0.2 mM、0.05〜0.15 mMが好ましい。

用いることにより調製することができる。参考として、

【００１４】４．その他の成分

上記の成分を含む本発明のブタ胚の体外培養用培地の一

本発明の培地は、上記の成分の他、必要に応じて、ビタ

例とブタ卵管液における成分の比較表を表２に示す。

ミン、微量金属元素、ホルモン、タンパク質、細胞増殖

【００１７】

因子、抗生物質等を含んでいてもよい。ビタミンとして

【表２】

は、ビタミンＡ、ビタミンＢ、ビタミンＣ、ビタミン

( 5 )
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【００１８】本発明の培地成分は、公知のバッファー、

8
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４細胞期胚、８細胞期胚等を得るための培地としても利

培地等と混合して利用することができる。利用可能なバ

用可能である。

ッファーとしては、重炭酸バッファー、Hepesバッファ

【００２１】６．培養条件

ー、リン酸バッファー、Trisバッファー等が挙げられ、

本発明の方法で用いるブタ１細胞期胚は、当該技術分野

このうち、重炭酸バッファー、Hepesバッファーが好ま

における常法によって得ることができる。具体的には、

しい。また、培地としては、TCM199培地、NCSU培地等が

自然発情あるいは過剰排卵処置を施した雌ブタに自然交

挙げられる。

配あるいは人工授精して得られる。また、卵巣から未成

【００１９】本発明の培地は、当該技術分野における常

熟卵子を採取し、体外で成熟、受精しても得られる。

法によって調整することができ、培地の形態は、通常、

【００２２】得られたブタ１細胞期胚は、ウシ血清アル

液体であるが、所望により、固形培地、半固形培地とす
ることもできる。本発明の培地の浸透圧は、260〜310 m

ブミン又はポリビニルアルコールを1〜4 mg/mlの割合で
40

本発明の培地に添加し、5% CO2 を含む空気、または5% C

Osmolesが好ましく、特に、285〜295 mOsmolesが好まし

O2 、5% O2 及び90% N2 の湿度飽和気相の環境下におい

い。浸透圧の調整は、塩化ナトリウム又は塩化カリウム

て、38.5〜39.0℃で４〜８日間培養することによって体

濃度を変更することによって行う。

外で胚盤胞期まで成長させることができる。培地の交換

【００２０】また、本発明の培地のpHは、7.0〜7.5が好

は必ずしも必要ないが、１日毎におこなっても差し支え

ましく、特に、7.20〜7.35が好ましい。培地のpHはpH調

ない。

整剤によって調整することができ、例えば、塩酸、酢

【００２３】

酸、水酸化ナトリウム等を利用することができる。な

【実施例】以下に実施例を示し、本発明を具体的に説明

お、本発明の培地は、ブタ胚（１細胞期胚）を体外で胚

するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

盤胞期まで成長させるのに好適な培地として利用できる

[実施例１]

が、その他、ブタ胚の胚盤胞期以前の胚、例えば、２〜

50

ウシ血清アルブミン含有ブタ胚体外培養培

地におけるブタ1細胞期胚の培養

( 6 )
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ブタ1細胞期胚は過排卵処置を施した三元交雑種未経産

al.,1983）で灌流して採取した。

ブタより採取した。すなわち、春機発動前のブタにCG60

【００２４】前記ブタ1細胞期胚は、TALP‑Hepesで2回洗

0（Intervet）を投与して春機発動を誘起した。黄体期

浄した後、表３に組成を示すウシ血清アルブミンを含有

にプロスタグランジンF2 α（第一製薬）を投与して黄体

したブタ体外培養用培地PZD‑3及び対照のNCSU‑23培地の

を退行させた後、ウマ絨毛性性腺刺激ホルモン（三共）

各体外発生用培地に移し、38.7℃、5% CO2 を含む空気の

およびヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（hCG；三共）を投

湿度飽和気相からなるCO2 インキュベーター、あるいは3

与して過排卵処置を施した。hCG投与後27〜28時間目に

8.7℃、5% CO2 、5% O2 、90% N2 の湿度飽和気相からなる

人工授精を行い、hCG投与後50〜52時間目にブタをと殺

マルチガスインキュベーター内で培養した。

して卵管を採取した。ブタ1細胞期胚は、卵管を20 mlの
Hepes緩衝修正タイロード液（TALP‑Hepes；Bavister et

【００２５】
10

【００２６】胚の評価は以下のように行った。hCG投与
後72時間目までに卵割した胚を1細胞期胚と見なした。h

【表３】

および栄養膜外胚葉の細胞数を計測した。
40

【００２７】その結果を表４に示す。ブタ1細胞期胚

CG投与後６〜８日目に培養胚を実体顕微鏡下で観察し、

を、3 mg/ml ウシ血清アルブミンを含むブタ胚体外培養

hCG投与後６日目に桑実胚および胚盤胞へ発育した胚の

用培地PZD‑3（PZD‑3は表２を参照）でhCG投与後8日目ま

割合とhCG投与後７〜８日目に胚盤胞および脱出胚盤胞

で培養した場合、hCG投与後6日目の胚盤胞への発育率と

へ発育した胚の割合を調べた。また、hCG投与後６日目

8日目の脱出胚盤胞への発育率、8日目の胚の総細胞数と

に得られた桑実胚と胚盤胞およびhCG投与後８日目に得

内部細胞塊細胞数が、NCSU‑23培地に比べ増加すること

られた胚盤胞と脱出胚盤胞はMachaty et al.（1998）の

が確認された。

方法に準じて分別染色を行い、蛍光顕微鏡下で内部細胞

【００２８】

塊および栄養膜外胚葉の細胞数を計測した。対照とし

【表４】

て、過排卵処置・人工授精を施したhCG投与後６日目の
体内発生胚をブタの子宮より灌流・採取し、内部細胞塊

50

( 7 )

特開２００３−２４０５５
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12
【００２９】[実施例２]ポリビニルアルコール含有ブタ
胚体外培養用培地におけるブタ1細胞期胚の培養
実施例１と同様の手順で得られたブタ1細胞期胚を、実
施例１で用いたPZD‑3培地のウシ血清アルブミンを同量
のポリビニルアルコールに変えたブタ胚体外培養用培地
PZD‑4（PZD‑4は表２を参照）でhCG投与後6日目まで培養
した。その培養ブタ胚を、供胚ブタと同様の過排卵処置
を施して発情周期を同期化したhCG投与後5日目の受胚ブ
タの子宮内へ移植し、その後の受胎成績を調べた。
10

【００３０】その結果を表５に示す。ウシ血清アルブミ
ンの代わりに同量のポリビニルアルコールを添加したブ
タ胚体外培養用培地においても、hCG投与後6日目の胚の
総細胞数と内部細胞塊細胞数は、NCSU‑23培地に比べ増
加し、今回開発した培地で培養した胚の総細胞数と内部
細胞塊細胞数の比は体内発育胚盤胞の結果と同等であっ
た。
【００３１】
【表５】

【００３２】［実施例３］ブタ胚体外培養用培地で培養

50

したブタ胚の移植後の体内発生能

( 8 )

特開２００３−２４０５５

13

14

実施例２のポリビニルアルコール含有ブタ胚体外培養用

【００３４】

培地（PZD‑4）で4日間培養した胚99個（うち胚盤胞58

【発明の効果】本発明により、ブタ胚の体外培養用培地

個）を６頭の受胚ブタへ移植したところ、５頭（83.3

が提供される。本発明の培地は、ブタ１細胞期胚を体外

％）が妊娠し、これは体内発生胚を移植した場合の受胎

で高率に胚盤胞期胚にまで発育させることができる。さ

率（83.3％）と同様であった。その結果を表６に示す。

らに、培養して得られた胚盤胞期胚の内部細胞塊の細胞

また、前記受胎ブタ５頭から合計33頭の産子が得られた

数の総細胞数に対する割合は、体内発生胚盤胞の割合と

（うち生存産子24頭）。受胚ブタ６頭における移植胚数

同等であり、本発明の培地で培養した胚盤胞を受胚ブタ

あたりの産子数および生存産子数の割合は、それぞれ33

に移植した場合にも受胎し、正常な産子を得ることがで

%および24%で、体内発生胚を移植した場合と同様であっ
た。また妊娠日数や生時体重も体外培養胚と体内発生胚

きる。従って、本発明の培地を利用することにより、一
10

定期間、ブタ胚を体外で正常に発生させることが可能と

で差は認められず、体外培養による悪影響は何ら認めら

なり、ブタ胚の発生のメカニズムを体外で培養して解析

れなかった。

することができる。また、ウシ、ヒツジ、マウスなどに

【００３３】

比べて遅れていたブタ胚の発生工学的手法を確立するた

【表６】

めの胚の体外操作用基礎培地として活用でき、トランス
ジェニックやクローン技術などの発生工学的手法の進展
に寄与することができる。さらに、トランスジェニック
ブタを作出する際に、導入したマーカー遺伝子を体外培
養中に検出することで、トランスジェニック作出にかか
る費用を飛躍的に軽減することが可能となるとともに、
20

屠場卵巣を用いたブタ胚の大量生産技術（体外成熟・体
外受精・体外発生技術）の開発にもつながると期待され
る。

