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要 約 :マ ウス胎児子官外発生法 (%θz″旬 development system,aθ%″知法)は ,そ の命名のとお り胎膜を

被った状態の胎児を,子 宮外すなわち腹 (膜)腔 において発生を継続させる実験系である。助
“
″η法は,特 に

神経発生領域の研究において重要なれ υグυθ実験系 として位置付けられている。本稿では,aθ χ″η法の具体的

な手順および注意点 と,ιχθ″ι/θ法を用いた胎児へのマイクロインジェクションについて説明 した。また,
append破としてαθ″ι

“
法の手術操作に関するプロ トコールを掲載 した。

キーワー ド:マウス, ラット, 胎児, 子宮外発生, イン

は じ め に

胎児子宮外発生法 o“ο″ιη development wstem,ι″0雄 ″法)

はMuneokaグ α′.(1986)により確立された発生工学的な実験系

であり,マ ウスでは妊娠中期以降の胎児が実験対象 となる(1-3)。

Eχο z″″法と同様に,マ ウスあるいはラット胎児に対 して部位

特異的な操作を加え,そ の後の影響を解析することが可能な実

験系として全胚培養 lwhole embryo culttlroがあるが

“

),特 に

中枢神経系の発生が急激に進む妊娠中期以降については応用が

=≒ てある[こ の時期では,器 官培養 (organ culture)あるいは

'す
象≡官■ら望織切片を切 り出して培養するスライスカルチャ

ー (SliCe cultllre)|しゞ1ゴし|ゴ用t らヽオtる (5)3

ルο″′″法で|ま.妊 娠中期以降のマウス胎児に対 して部位特

異的な破壊操作や外表奇形胎児に対する胎生期治療,あ るいは

生理活性物質および外来遺伝子の導入を行 う事が出来るo10)。

大脳皮質の形成が妊娠中期以降に起こることから,ι″ο″′ι″法

は中枢神経系の組織形成に関連 した研究で広 く活用されている

(9-12)。

本稿では,マ ウスαO滋 ″法の実験手順 と注意点について解

説する。また,胎 児へのマイクロインジェクションに必要な器

具についても簡単に説明する。
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ジェクション

EχO υォθro法の手順と注意点

1.妊 娠マウスの準備

1.1 マウスの交配

ルο物
"法

では,操 作する胎児の発生ステージを任意に選ぶ

ことにより,対 象 となる発生現象への時期特異的な介入が容易

に達成される。そのためには,母 獣の交配を厳密に行 う必要が

ある。

自然交配を行 う場合は,発 情 した雌の選別が重要となる。性

的に成熟 した (8週齢以降)雌 の中から外陰部の腟口周囲に発赤

腫脹を呈する個体を選別する。あるいは,腟 垢のスメアを検鏡

することで発情周期が同定できる。発情周期の各時期における

腟垢スメア像は以下のとおりである(13)。①発情前期 :核の明

瞭な上皮細胞が主体で少量の角化細胞が散在するが好中球は含

まれない。②発情期 :角化細胞 (のみ)が 占める。③発情後

期 :散在する角化細胞の間を好中球が充満する。④発情休止

期 :古い角化細胞と上皮細胞が散在し,間 を少量の好中球が埋

める。発情前期の雌を選び,雄 と一晩同居させる。

12 腟栓の確認

交配翌日の午前中に雌の外陰部を観察すると,交 尾が行われ

た場合には白色の腟栓 ←aginal plug,vp)が認められる。 vp陽

性の場合,そ の日の12:00をもって,妊 娠0.5日 (0.5 days

pOstcOnception,0.5 dpc)とする。自然交配させた場合,20:00か

ら翌日の02:00頃までの間に交尾を行うため,00:00を受精のタ

イミングと仮定してO dpcと設定することによる。より厳密に

交尾時間を決定する必要がある場合は,交 配時間を2時間程度

に区切ってもよい。

腟栓が確認された雌は単独飼育を開始する。交尾が行われて

いないと判定された場合,そ の雌は2週間の隔離期間を置いた

後に,次 の実験に供する。



五レο%′ι%ο development

過排卵処置を施 した雌を用いると交尾の成功率は高 くな り,

実験効率の向上につながるように見える。 しか し,後 述の如 く

着床数の増加はιχο疵 ″法を行 うにあたって好ましくない (3.2

余剰胎児の摘出の項参照)。従って,通 常は過排卵処置を用い

ず,自 然交配により妊娠個体を得た方が良い。発情 している雌

の選別が確実に行われれば,十 分に高い確率で妊娠個体を得る

ことができる。

マウスの妊娠期間は通常 18-21日である。

2.開 腹および子宮切開

21 麻酔

母獣の麻酔はネンブタール60-40 mg/kg Dめ の腹腔内投与

により行 う。腹腔は膨大 した子宮によって充満 しているため,

注射針を子宮 0台児)に 刺入 していないことを確認 してから麻

酔薬を注入する。ネンブタールを投与 した後,10分 経過 しても

十分な麻酔深度が得 られない場合は,子 宮内へ注射 した可能性

が高い。その場合,腟 より液体が流れ出るのが確認 されること

が多い。ネンブタールによる呼吸抑制が強 く出ることがあるた

め,処 置中は常に母獣の呼吸状態に注意を払 う。麻酔はおよそ

1時間程度持続する。

2.2 子宮筋の弛緩

マウスの子宮は双角子宮である。未処置の子官では,子 宮筋

層の収縮のために筋層を切開する際に胎膜を傷つけやす く,ま

た操作に時間がかかる。そこで,子 宮筋を弛緩させる目的で生

理食塩水に溶か したntod五n llydrochlonde(1.4 mg/kg BDを

ネンブタール投与後5分程度 してから腹腔内投与する。

2.3 器具の消毒

ピンセ ット,ハ サ ミ,ア ルミバ ット等は70%エ タノールで拭

いた後に,ア ルコールランプで■amingして使用する。ガーゼは

3-4cm角 に切 り,オ ー トクレーブで滅菌 したものを使用する。

2.4 開腹

手術中の保温台の使用については,む しろ乾燥が問題 となる

ことが多いため,通 常の室温 (25-30℃)範 囲内であれば特別な

加温装置は必要ない。

腹部をバリカン等で弟J毛した後,マ ウスをステンレスあるい

はアルミ製のバ ットに仰臥位で静置する。四肢をサージカルテ

ープ等 (プラスチ ック製のものが使い良い)を 用いてバ ットに

固定することで,動 物の保定を行 う。

腹部を70%エ タノールで消毒 した後,剣 状突起下から膀脱の

全面あたりまでの皮膚を正中切開する (図1の。切開された皮膚

を持ち上げ,皮 膚 と筋層を十分に剥離 してお く。この際に,腹

壁から皮膚へ貫通する動脈を傷つけないように注意する。皮膚

と筋層の剥離が不十分であると,操 作を終えた胎児を腹腔内に

戻す際に トラブルが生 じやすい。

2.5 子宮筋層の切開

子宮筋が十分に弛緩 していることを確認 してから,先 端の鈍

い (丸い)ピ ンセットを用いて片側の子宮角を引き出す。HtodHn

hydrochloHde処理された子宮は弛緩 しているため処置を行いや

すい。着床側 と反対側の子宮筋層に小切開を加えた後 (図lb),

双角子宮の分岐部まで筋層を縦切開する (図10。 この際,先 端

が丸みを帯びたハサ ミを十分に湿 らせてかい使用すると操作 し

やすい。

子宮の切開および胎児の操作は片側ずつ行 う。すなわち,片

側の胎児を操作 した後に腹腔内に戻 し,次 いで反対側の処置を

行 う。反対側の処置が終了するまで,腹 腔に戻 された処置済み

子宮筋層の

皮膚および

腹筋の切開

図 1.子 宮切開と胎児の露出
(a)子宮筋層の切開から胎児を露出するまでの流れ。(b)ritOdrin

hydrochlorideにより弛緩した子宮筋層を,ハ サミを用いて縦切

開する。lc・)露 出した胎児。胎児は胎膜に覆われている。切開す
るのは胎盤着床側 (子宮動脈側)の 反対側の筋層であることに注
意する。
bおよびc:HattaグαJ,Congenit Anom Kyoto 2004;44:2-8より改
編。
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の胎児には生理食塩水で湿 らせたガーゼを被せて保護 してお

くc子 宮を腹腔から引き出す際に,消 化管に触れないよう注意

する。

3.胎 児の処置

3.1 胎児の乾燥防止

子宮筋の切開後,速 やかに滅菌生理食塩水に浸 したガーゼを

用いて胎膜ごと胎児を覆い乾燥を避ける。胎膜の乾燥は透見性

を著 しく低下させるため,後 の胎児操作に支障を来す。

3.2 余剰胎児の摘出

通常,ICRマ ウスであれば自然交配により10-13匹程度の胎

児が得弓れる。すなわち,片 側の子宮におよそ5-6匹 程度の胎

児が着床 していることになる (図lc)。a。 %″η法で胎児の生存

率を上げるためには,片 側の子宮に胎児が3匹 となるように,

余剰な胎児を取 り除 く必要がある。全ての胎児を残 した場合は

胎 児 の生存 率 が低 下 し,か え つて実験 効 率 が悪 くな る

(unpublished dat⇒。子宮に残す胎児は,各 側の中ほどで互い

に隣接 しないような位置のものが好ましい。

胎児を摘出する際は,ハ サ ミを用いて胎膜および磨帯を胎盤

との境界でまとめて切断する。踏帯の断端がハサ ミにより挫減

されることで,踏 帯からの出血を防ぐことができる。胎児を摘

出した後も胎盤は子宮に残 してお く。

図 2.マ イクロインジェクション
(a)外径が20μ mのガラスピペット。
ガラスピペ ットを接続するハ ミル ト

チユーブcシ リンジとチューブは ミ
いる。シリンジホルダーは自作 した。
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ンシリンジとポリエチレン

ネラルオイルで満たされて

八田/山田/他

いずれの段階においても,胎 盤には絶対に触れないように注

意 しなければならない。胎盤への乱暴な操作は,着 床部位から

の出血を誘発 し消化管と子官の重篤な癒着の原因となる。その

結果,ほ とんどの胎児は死亡 してしまう。すなわち,″ θ%″
"

法における胎児生存率を_Lげる要点とは,い かに癒着を防ぐか

という点につきる。

33 胎児の観察

胎膜越 しに胎児を透見するためには,光 を当てる角度が自由

に調節でき,ま た照明光が熱を持ちにくいコール ド照明装置が

必要である。熱を発する照明を使用すると,胎 膜が瞬 く間に乾

燥する。胎膜の乾燥は透見性を著 しく低下させ,胎 児の部位を

詳細に確認することが出来なくなる。従って,胎 児操作が必要

な場合は,胎 膜の乾燥は禁忌 と考えてよい。胎児の細部を観察

するためには,ワ ーキングデイスタンスが大 きく取れる手術用

顕微鏡が使いやすい。

乾燥することなく維持 された子宮外の胎児は,実 体顕微鏡あ

るいは手術用顕微鏡下に,細 部 まで観察が可能である。115

dpc以前では,表 面を厚い被包脱落膜 (decidua capsularis)が覆

うため内部の透見が困難である。被包脱落膜を切開剥離すれば

胎児の観察は可能 となるが,11 5 dpc以前では胎盤が十分に発

達 しておらず,胎 児への栄養供給に被包脱落膜が重要な役割を

担つているため(14),被包脱落膜を破壊することは胎児の死亡

を誘発 してしまう。これが,α οグι″法における部位特異的な

胎児操作の時期的限界が11 5 dpcとなる理由である。

3.4 マイクロインジェクション

胎児へのマイクロインジェクションの成否を左右するのは,

主にピペ ット先端の形状にあると考えられる。先端の鈍いピペ

図 3.胎 児の子宮外発生
(a)脳 室にleukemia inhib■ov factor(LIFl

1 3 5日 (13 5 d p c )の胎児。溶液にカーボンイン

ため,脳 室が黒 く染め出される。
(b)Ы F注入月台)巳は13 5 dp cから18 5 dp cまで

続 した。

を注入された胎齢
クが含まれている

r官 外で発生を継

alb
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ットを用いると,刺 入時に胎膜が裂けるように破れ,そ こから

多量の羊水が漏出する。処置された胎児の死亡原因の多 くは,

胎児に対する侵襲的操作そのものよりもむしろ胎膜あるいは胎

盤の損傷にあることを改めて認識 しなければならない。

我々は,ダ イアモンドペース トを塗布 したピペット研磨機で

ピペツト先端を研磨 した後に,更 にマイクロフォージを用いて

鋭利な爪を加工 している (図20。 溶液のみのインジェクション

であれば外径が20μ m程度のピペ ットを用いることが多いが,

培養細胞,特 にクラスターを作るような細胞の懸濁液をインジ

ェクションする場合は(lD,外 径が50-100μ mの大きいサイズ

のピペットが必要となる。先端に加工処理を施 したガラスピペ

ットであれば,こ のような大径のものでも特に問題は起きない。

ピペットは脱気済みの ミネラルオイルで満たされたハ ミル ト

ンシリンジ (可動式プランジャーシリンジ)に 連結 したポリエ

チレンチューブに接続する (図2b)。シリンジからピペ ット先端

までの内部に気泡が確認される場合は,注 入時の トラブルに繋

がるため事前に気泡を取 り除いてお く。

インジェクションが正確に行われたことを確認するために,

注入する溶液に色素 (カーボンインクやfast greenなど)を 入れ

てお くと便利である (図30。

3.5 胎児外科的処置

胎児外科的な処置 として,胎 児の標的部位の摘出がある。

Narttseグαムは,先 天性多llL症モデルマウス胎児の過剰趾に対

して″ο%J′″法 とNd―YAGレ ーザーの照射を組み合わせ,胎 生

期 における形成外科的治療の実験的研究 を行った(6,8)。Nd―

YAGレ ーザー照射では,照 射部位の破壊に伴 う出血はほとんど

認められないため,胎 児の生存率は高い。

胎児の縫合処置 も可能である。Hasinaグ α′.は ,マ ウス胎児

に対 して8-0ナ イロン針で上顎骨,下 顎骨,お よび胎膜をまと

めて縫合 ・固定することにより,胎 児の顎関節に運動制限を与

え,胎 生期の顎関節運動の意義を検討 している(16)。口唇口蓋

裂に対する胎児手術は臨床 レベルで様々な検討が行われている

が(17),そ の基礎的な実験モデルとしても応用が可能である。

縫合に際 して注意 しなければならないのは,縫 合に伴 う胎膜の

裂け目とそこからの羊水の流出である。これについては,縫 合

部に少量の微線維性 コラーゲン止血剤を塗布することにより,

縫合により形成された胎膜の穴を塞 ぐ事ができる。但 し,微 線

維性コラーゲン止血剤の使用は癒着の原因にもなるため,多 量

の使用は控える。前述の如 く,癒 着を起こさないようにするこ

とが重要である。

36腹 腔への還納

胎児操作を終えた側の子宮は,子 宮壁を縫合することなく生

理食塩水で湿らせたガーゼに包まれるようにして胎児 と共に腹

腔に戻される。この際に,決 してピンセットで子宮および胎児

を直接触れてはいけない。子宮の位置を変える時には,胎 児を

包んでいるガーゼで動かすようにする。胎児に対する処置が終

了 したら,ガ ーゼは全て取 り除 く。

このように,胎 児は胎膜に包まれたまま腹腔に露出された状

態で発生を続けることになるため,aο %″
"developmentと

呼

ばれるのである (図3b)。

4.後 処置

4.1 閉腹

両側の子宮を腹腔に戻 した後に出血が認められる場合は,腹

腔を37℃の滅菌生理食塩水で軽 く洗浄する。3-0あ るいは4-0

絹糸で腹壁の筋層を縫合するが,最 後の一針をかける前に,減

菌Hank's液を1.0-1.5 ml程度腹腔内に投与する。最後のHank's

液の投与は,消 化管と子宮の癒着予防に極めて重要である。皮

膚はautOsutttre(MikRon 9mm,Autoclip Applieうにて縫合する。

ルο励 ″法を行うにあたり,初 心者では開腹から閉腹までに

かかつた時間を記録 してお くとよい。著者 らは,一 腹あたり6

匹の胎児脳室にマイクロインジェクションを行 う実験で,開 腹

から閉腹までの全過程を30-35分 程度で終了 している。長時間

の開腹 (1時間以上)は ,母 獣の覚醒が著 しく遅れる原因となる。

42 術後の管理

処置を終えたマウスは,37℃ に保った保温台 (スライ ド伸展

器等が利用可能)の 上に静置され,回 復 を待つ。十分に覚醒 し



たことを確認 してから,清 潔な床敷の入ったケージにて単独飼

育により維持管理する。

5.生 後における解析

&ο %″″法では,胎 生期における操作の影響を生後に解析す

ることが出来る。これは,器 官培養や全胚培養などのグπυグチη実

験系では不可能であ り,α ο ttη 法の利点である。このために

は,帝 王切開と新生児の蘇生,お よび里親の準備が必要となる。

5.1 帝王切開と新生児の蘇生

18 5 dpcに,適 切な麻酔下に母獣を安楽死 させて胎児を帝王

切開により取 り出す。胎膜を丁寧に取 り除いてから,柔 らかい

紙の上で転がすように新生児を乾かす。摘出したての新生児は

呼吸をしていないが,テ ィッシュペーパー等で作った細いこよ

りで口吻を拭 きなが %刺 激を与えると,鳴 き声 とともに呼吸を

開始する。呼吸の開始に伴い,新 生児の体色は鮮やかなピンク

色を呈す。

5.2 里親

蘇生 した新生児 を育てさせるための里親を準備する。Eχο

凌
"群

の新生児を蘇生する時には,里 親は既に出産を終えてい

なければならない。従って,里 親では,α ο ttη群よりも1日あ

るいは2日早 く交配させる (図4)。

里親となる雌に用いる系統は子育ての上手なICRが 良い。 し

か し,α ο疵
"群

にもICRを 用いた場合は,里 親自身の子 とみο

%′′″群の区別がつかなくなる。このような場合,里 親と交配さ

せる雄に有色系を用いれば,子 の由来を体色 (皮膚,体 毛,虹

彩など)で 容易に判別できる。新生児では体毛がほとんど生え

ていないため,一 般的に用いられるピクリン酸などを利用 した

体毛のマーキング法は使用 しにくく,ま たそれが原因で里親に

よる里子の食殺が起きることもあるので注意する。

お わ り に

&ο %ιι″法の手順 と注意点について,な るべ く具体的に説明

した。本稿ではマウスを用いる場合について説明 したが,ラ ッ

トでも同様に行 うことが出来る。

胎児操作の項で述べたように,α ο%′ι
"法

は胎児外科などの

臨床医学研究にとどまらず,マ イクロインジェクション等を組

み合わせることにより,基 礎医学研究でも応用価値が高い。例

えば,様 々な生理活性物質や新規に同定された遺伝子産物の機

能を,胎児を用いてグ%υグυοスクリーニングすることができる(10。

また,外 来遺伝子の強制発現によるgain―oifuncion系 の機能解

析はもとより,近 年急速に進歩 したRNAiを 用いたknOck down

法(18)の胎児への導入によるlossof■lncuon系の研究にも応用さ

れている(11)。基本的には,α ο%′″ο法における遺伝子発現

/knock downの 時間的制御は注入時期によって,ま た空間的特

異性 は注 入部位 の選択 に よつて達成 され る。す なわ ち,

condi●onal knockoutに見られる複雑な発現調節機構を導入する

必要が無 く, トランスジェニックあるいはノックアウ トマウス

と同等の実験系を簡便かつ効率よく構築することが可能である。

20
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導入効率 を上 げ るための各種vectOrをは じめ,electroporadonも

適用す る こ とが で き, また組織特異 的 なプロモ ー ター ・エ ンハ

ンサ ー を うま く利用す る こ とで更 に精度 の高 いグ%υづυο実験系 を

組 む こ とが出来 る。

加齢変化 (aging)を 生後発 生 と して とらえ,組 織 ・器官 の再

生 を 生 後 に お け る 組 織 形 成 (histOgenesis)・器 官 形 成

(OrganOgenesoと 解釈す れば,胎 児 を再生医学研 究の高感度 な

モデル (場)と して位置付 けるこ とがで きる。 その ような視点か

らαο%′ι物法 を鑑 み る と,胎 児 をグπυグ′物的 に扱 うこ とが 出来 る

本法 は再生医学領域 において有用 であるこ とが分 か る。

これ まで述べ た ように,ιχο%′′
“

法 とはそれ 自体 は決 して 目

新 し くないが ,そ の特性 をうま く利用す る こ とに よ り,魅 力的

かつ独創 的 な実験系 を低 コス トで構 築す る こ とが 出来 る方法論

であ る。
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10.Make a longitudinal incision on the myometrium at the
Appendix

counter part of the placenta from the top to the bottom of the

Brief protocol for mouse θχθ
“
′θrθ surgery        utenne hom.

1.Prepare pregnant datns by natural mating.           11.RemOVe excess embryos by cutting the umbilical cords宙tll

2.ne day wllen the vaginal plug is deterlnined is designated as O    embryonic membranes using scissors.Do not remove placentas.

dpc 10 5 dpc at 12 plnm.                   Leave three embryos per uterine hom for further manipulations.

3 After ll.5 dpc, anesthetize the pregnant dam with  12.kmove the deciduas gently to coniml the details of embryos

pentobarbital oO-40 mg/kg BⅥ O by intrapentonealiniecIOn.    underthe oper・ ating microscope

4.I■ect貞tOdHn hydrochloHde dissolved in saline(1.4 mg/kg  13.Manipulate embryos

Blめ intO the dalln intoraperitoneally.               14 Retum embryos back to the abdominal ca宙 ty of daln using

5.Shave the abdominal hair,hold the daln on the operaing plate  gauze.Do nottouch emblyЭ s and placentas directly.

Mnth plastic surgical tape,and sterilize the skin with 70%ethanol.     15.Repeat steps 9 to 14.

6.Cut the abdominal skin longitudinally,from the epigastric to  16.Close the abdominal muscles by suture with 3-or 4-O silk

the lower abdominal region ofthe dam.             lines.

7.Cardully detach the skin iom the abdominal muscles,being  17 Before the last notch,iniect l-1.5 ml of Hank's soludon at

sure notto iゴure the penetraing vessels.               37°  C into the abdominal cavity

8.Make a longitudinal incision through the abdominal muscles  18.Close the skin宙 th autosuture.

along the linea alba.                                          19.Finish surgical procedure and place animals on a hot plate at

9.Pull the right ⑩r lefth uterine hOm outside of the abdomina1  37° C undl emergence.  :l   ・

caⅥty and keep it outside covered by wet gauze.
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Mouse Exo Ute“ lDevelopment System
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Mouse embryos can survive ιχο
“
′ιrο in the peritoncal   tips for the mouse ιχο ″′ι″O System are reviewed and its

cavity of dams using the ιχο
“
′ι′O development system.   applications discussed.Ab五 ef protocol for eЮ

“
″
`´

ο surgery

Rccently,the`χ ο
“
′
`rο

 system has been utilized widely to   is presented in the appendix.

study developmental neurobiology.The general procedure and

Key Words:  Mouse,embryo,fetus,`χ ο′″ι″0,deVelopment


