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は じ め に

本稿は，不妊治療における精子DNA損傷の定

量的評価ならびにDNA損傷精子の排除の必要性

について述べるとともに，平成１３年度東京歯科大

学学長奨励研究の成果を報告する。

１．不妊の背景

夫婦が避妊することなく２年間経過しても妊娠

できない場合を不妊と定義する。その原因は多岐

にわたり，女性側では内分泌不全による排卵障害，

卵管閉塞，子宮内膜症などが挙げられる。男性不

妊の頻度は想像以上に高く，不妊原因の約５０％を

占め，ほとんどが特発性造精機能障害による精液

所見不良（乏精子症，精子無力症）である。女性不

妊の治療は，ホルモン測定技術，排卵誘発剤の進

歩により妊娠成績が飛躍的に向上した。一方，男

性側の造精機能障害は薬物療法に抵抗性であり，

治療に苦慮している現状である。不妊治療は，配

偶子（卵，精子），初期胚を体外で操作して受精，

妊娠を介助する assisted reproductive technol-

ogy（ART）の導入により，不妊治療は大きく進歩

した。

２．ART，とくに ICSI における精液の評価

性交により膣に射出された数億匹の精子は子宮

頸管，子宮腔，卵管を遡上するにつれ，その数を

減じて受精の場である卵管膨大部に到達する精子

は数匹程度と考えられている。子宮腔内人工授精

（IUI）は洗浄した精子を子宮腔内に注入し，体外

受精・胚移植（IVF－ET）では卵巣から吸引，採

取した卵と洗浄した精子を in vitro で媒精し，分

割した胚を子宮腔内に移植する。さらに顕微授精

（卵細胞質内精子注入，ICSI）では，卵に精子を人

為的に穿刺して受精を図る。IUI から ICSI への

授精法の改良は，雌性生殖路における精子輸送を

by pass し，卵近傍へと精子を送達してより少な

い精子で受精を図ろうとするものである。IVF－

ETは媒精に要する精子濃度が低く，導入当初に

は重度精液所見（乏精子症，精子無力症）治療の切

り札と考えられたが，予め運動精子を分離して媒

精しても受精率は低く，ICSI が臨床応用される

ようになった。本法は精子を卵細胞質内に注入す

るので，精子の運動性，先体反応誘起能等の精子

機能を無視して応用でき，さらには未熟な精細胞

を注入しても正常な胚発生が可能であると主張さ

れている。このため受精能を有しない重度の精液

所見不良症例に対する唯一の治療法とされてい

る。現況の ICSI は卵穿刺法については詳細に検

討しているが，精子に関しては単に顕微鏡下に精

子を pick up しているにすぎず，穿刺精子の評

価，選択に明確な基準は存在しない。

精巣においてヒト精子は２回の減数分裂を経て
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形成され，成熟精子になるには７４日を要する。第

２減数分裂以後に生じた精子DNAの傷害は修復

されずに蓄積する。体細胞における染色体損傷の

様式は多彩であるが，精子においてはほとんどが

欠失である。ヒト造精過程において減数分裂前期

以降，アポトーシスが関与する精母細胞死により

一部の精細胞が消滅している。アポトーシスは

DNA２重鎖切断を伴う細胞死であり，消滅を免

れて射出に至った精子中にはDNA損傷精子が混

在することが明らかとなってきた。上口，立野ら

は透明帯除去ハムスター卵にヒト精子を侵入させ

て精子染色体分析（G－band 法）した結果，１５．５％

に異常を認めた１）（表１）。得られた数値は正常精

液所見を有する個体（子供がいる男性）において卵

への侵入能を有する精子のみを観察した結果であ

る。一方，繁殖力の高い個体を選別，継代してき

た実験動物の異常率（０．９－１．４％）であり，ヒトの

値は実験動物よりはるかに高い。

われわれはDNA断端を組織化学的に検出する

TUNEL法を用いてヒト射精精子DNA損傷を観

察した結果，射精精液中のDNA損傷精子比率は

２０－７０％程度であり，ICSI の対象となる重度の

精液所見不良症例ではその比率が正常精液に比し

て増加することを報告した２）（図１）。現況の ICSI

は，全ての精子にDNA損傷が存在しないことを

前提としているが，上記知見はこれを否定するも

のである。さらに IVF－ET，ICSI により出生し

た児の染色体異常，先天異常率が増加する可能性

が指摘されており３），重度の精液所見不良症例に

対する ICSI の適応とその鑑別診断には，精子

DNA傷害の定量的検出法開発が不可欠である。

精子は雌性生殖路を遡上する過程で，運動精子

の選別，精漿，細菌等の除去とともに capacita-

tion，先体反応等の生理的，形態的変化を誘起し

て卵への侵入が可能となる。ARTに供する精子

調製はこれらの選別，変化を in vitro で代行する

ことであり，授精法の高度化に対応したより高度

な精子調製法が必要となる。ICSI においては，

分画によるDNA損傷精子排除法の確立が必要で

ある。

３．ヒトと実験動物の生物学的背景

ヒト不妊治療の技術は，実験動物の生殖生理学，

または畜産領域における家畜繁殖学で開発された

技術を導入したものがほとんどである。実験動物

（マウス）とヒトでは生物学的背景に大きな差があ

る。マウスを用いた実験の多くは，近交系動物を

用いて行われる。近交系動物は同腹の雌雄を２０代

以上交配して系統を確立したものであり，一般に

高い生殖能を有するものが選別されている。また

経済動物を扱う家畜繁殖領域では産仔の効率的生

産を目的としており，不妊は治療の対象とならな

い。さらに雄に関しては詳細な後代検定を行って

厳選した種雄が多くの雌に一括して精液を提供す

る。経済動物では，男性（雄性）不妊は研究，治療

の対象とならない。一方，ヒトは遺伝的背景が多

様であり，男女とも複雑な不妊原因を有する夫婦

を治療の対象とする。さらに不妊原因の遺伝的背

景に関しては，不明な点が多い。上述したように

ヒトとマウス精子のGバンドレベルの染色体損

傷は大きく異なっており，マウス，家畜等で得ら

れた結果を直ちにヒト不妊治療の病態モデル，と

くに男性不妊治療に臨床応用するべきでない。本

研究の目的である精子DNA傷害の定量的検出法

開発ならびに分画によるDNA損傷精子排除法の

確立には，ヒト精液を用いた研究が不可欠であ

る。

４．精子染色体分析

全ての核が凝縮している精子においては，通常

の末梢血リンパ球を用いた核型分析が適用でき

表１ ハムスター卵侵入法によるヒト精子染色体分析

観察精子 異 数 性
異常（％）

構造異常
（％） 計（％）

上口１） １５，８６４ １．４ １４．１ １５．５

Brandriff５） ２，６４８ １．６ ７．７ ９．３

Martin６） ５，６２９ ４．１ ９．４ １３．５

文献１，５，６より改編
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ず，初めに透明帯除去ハムスター卵に精子を侵入

させて膨化した精子染色体を分析する方法が開発

された４）。本法は手技が煩雑であり，原法では培

養液中で swim up した運動精子を用い，自身の

力でハムスター卵侵入した精子のみが分析可能で

あるため精液中の全精子を反映する値ではない。

また顕微操作により精子を卵に穿刺して分析を行

うことも可能であるが，いずれにしろ分析精子数

が数十匹程度／検体である。しかし本法は後述す

る他の方法がDNAレベルの損傷を観察するのに

対し，核型レベルの異常を観察し得る唯一の方法

であり，最終的には本法による分析は不可欠であ

る。表１に既報の結果をまとめたが，卵侵入能を

有する運動精子であっても染色体異常率は９．３－

１５．５％に達し，そのうち染色体構造異常率が７．７

－１３．５％を占める。

その後，各染色体に特異的なDNAプローブを

用いたFISH 法が開発された。本検査は，用いた

プローブに対応するDNA配列の異常を観察する

ものであり，ロバートソン転座，相互転座等の染

色体の構成異常の観察が可能となった。本法によ

り，多数の精子の染色体分析が可能となり，不妊

男性の精子における染色体の異数性異常に関する

報告がなされるようになった。Ohashi ら７）も乏精

子症では，異数性異常，とくにＸＹ精子の頻度が

高くなることを報告している。

５．DNA構造異常の評価

精子染色体の評価に際しては，染色体，遺伝

子，DNA各レベルにおける詳細な研究が必要と

される。精子形成不全による男性不妊の原因とし

てY染色体部分欠失（AZFa，AZFb，AZFc）が

あり，その中でもAZFc 領域の欠失は最も頻度

が高いことが知られている。しかし，男性不妊症

例において，遺伝子レベルで原因が明らかとなる

症例はむしろ希であり，ほとんどが原因不明であ

る。ARTに供する精子において，染色体損傷は

原因，形式の如何を問わず全て使用不可である。

従って，ARTにおける精子臨床検査の観点から

は，個々の精子の非特異的DNA損傷，とくに

DNA断片化による欠失を簡易かつ定量的に検出

する方法の確立がまず必要である。DNA傷害の

様式は多様であるため，上述した２法に加え，以

下に示す３つの観察法を用いて多面的に観察を行

い，どの手法が精子DNA損傷検出に最も効果的

なのかを検討する必要がある。１）TUNEL法８）：

DNA断端を組織化学的に検出する，２）COMET

電気泳動法９）：DNA２重鎖切断および片側の開裂

を電気泳動的に検出する，３）８－OHグアノシ

ンELISA法１０）：前４法が射精前の精子DNA損

傷を評価しようとするのに対し，本法は in vitro

における精子取扱に伴う酸化的DNA損傷を評価

する。

われわれは，１，２のTUNEL法，COMET法

について定量的観察法の開発を行った１１，１２）。これ

らの方法はすでにキットが市販され，多くの論文

が報告されている。しかし，観察条件を詳細に検

討した結果，標本作成法，細胞溶解法，電気泳動

条件等をヒト精子に対して最適化しないと偽陽

性，偽陰性，さらに操作中におけるDNA切断が

見られることが明らかとなった。これまでに，標

本作成においてスライドグラスへの塗沫に代わる

フィルタートラップ法，ハロゲン化塩を用いる細

胞融解法を開発した。COMET電気泳動法にお

いては，汎用されるサブマリン電気泳動槽に代わ

る顕微電気泳動装置の開発を行っている。図２に

本研究において改良を行った修正COMET電気

泳動法を模式的に示した。アガロースに精子を懸

濁し，プラスチックフィルム上に厚さ１０µmのゲ
ルを形成した。これをDTT，界面活性剤，蛋白

分解酵素（trypsin）溶液中で融解する。０．４３Ｖ／

cmの低電圧で３０分間電気泳動を行い，DNA蛍

光染色する。図３に精子泳動像を示した。彗星状

の泳動像は，DNA断片化により生じた短鎖DNA

による。

６．精製によるDNA損傷精子の排除

われわれはARTに供する精子の調製法に関し

て研究を行ってきた。これまでは，成熟した運動

精子の選別とともに精漿，細菌，ウィルスの除去
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を目標とし，精漿，細菌の除去に関しては Inner

－column 法を開発した１３）。近年，本邦でもAIDS

患者の増加が報告されているが，抗ウィルス薬の

開発に伴いその予後は著しく改善されている。そ

れに伴いHIV陽性男性の挙児希望が寄せられる

ようになった。われわれは Inner－column 法を

改良してHIV陽性男性の精液から Percoll 密度勾

配遠心法および swim up を用いたHIV除去法を

確立した１４）。すでに臨床応用が開始され，６例の

妊娠，出産例を得ている。図４は現在，われわれ

がHIV除去に用いている Separable Fine Neck

Tube（SFNT）を用いる連続密度勾配法を示して

いる。SFNTは精液からの細菌，HIVの除去と

ともに運動精子の分離が可能である。さらに受精

を by pass する ICSI においては，精子の卵侵入

に不可欠な先体反応を誘起誘起する精子を選択的

に分画することが有用である。われわれはコンカ

ナバリンAをリガンドとする cell affinity chro-

matography 法を開発した１５）。

われわれはDNA損傷精子の排除を目的とした

精子分画法の開発を試みた。SFNTを用いる Per-

coll 密度勾配遠心分離した精子を swim up 法に

より運動精子を分離し，得られた精子のDNA損

傷をTUNEL法，COMET法を用いて観察した。

図１ ヒト精子TUNEL陽性率と精液所見の相関 文献２から改編

図３ 個々の精子DNA損傷のCOMET電気泳動像

図２ ヒト精子DNA損傷のCOMET電気泳動法に
よる観察
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本法により，DNA損傷精子比率は１－２％程度

に低下させることが可能であった。今後，さらに

効率のよい分画法を検討するとともに種々の検出

法を用いた観察を行い，DNA損傷精子の排除を

確立したい。さらに本法の臨床応用が予定される

重度精液所見不良症例では精子濃度が低く，現在

汎用されている精子の分画手法では極少量の精子

を取り扱うことが困難であるので，新たに微小環

境精子操作技術の開発が必要となる。このための

専用デバイスの開発を行っている。

７．ARTにおける卵，胚のDNA評価

本稿は主としてヒト精子のDNA損傷に関して

述べたが，ARTの実施に当たっては配偶子形

成，受精，胚培養の各過程における染色体損傷の

可能性を考慮する必要がある。卵形成過程では，

過排卵誘発卵の一部には染色体損傷を有するもの

が混在することが報告されている１６，１７）。

受精段階では卵，精子の染色体損傷の有無によ

り組み合わせが生じる。さらに培養環境の不備は

胚のアポトーシス誘発，高酸素下における培養は

酸化的DNA損傷を招く。IVF－ETにおける余

剰胚の分析においても染色体異常が報告されてい

る１８）。一般に培養胚の良否は光学顕微鏡観察によ

る胚形態で判断されることが多いが，胚盤胞段階

の低分化胚では染色体損傷と胚形態の相関は明ら

かでない。今後は，精子のみならず，卵，胚にお

いても分子生物学的手法を取り入れた臨床検査法

の導入が必要である。

精子と異なり，生命であるヒト胚のDNAを侵

襲的に評価することはできないため，ヒト胚に関

する研究は困難を伴う。われわれは患者の同意を

得て廃棄する分割不良胚のDNA断片化を図２に

示したCOMET法により観察した結果，高率に

DNA断片化像を認め，上述した報告を支持する

結果を得ている。図５にDNA損傷胚のCOMET

図４ Separable Fine Neck Tube を用いるヒト精子の濃縮および精漿の除去

図５ DNA損傷胚のCOMET泳動像
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泳動像を示した。

８．DNA損傷精子排除と再生医学－良好ヒト胚

盤胞の育成

１９８４年に培養皮膚を用いた熱傷患者の救命に成

功し，欠損した組織の機能を培養組織で代替えし

ようとする再生医療が脚光を浴びるようになっ

た。その研究を行う再生医学領域においては，幹

細胞を用いた組織再生が注目されている。幹細胞

とは，組織，器官を構成する分化細胞を生み出す

とともに，自らを複製する能力を有する細胞であ

る。多細胞生物の発生初期においてはすべての細

胞種に分化し得る可塑性に富む未分化な多能性幹

細胞が存在し，これを基に多様な組織，器官が形

成される。１９８１年，３．５日マウス培養胚の内部細

胞塊から樹立された１９）embryonic stem cells（ES

細胞）が胎盤を除く全ての胚組織形成に関与する

ことが明らかとなり，さらにこれを分化させた造

血，神経，心筋細胞等をマウスに移植することに

より組織再生の可能性が示唆された。

ES細胞はその未分化なポテンシャルを維持し

たまま培養を行うことが可能であり，さらに培養

環境を変化させることにより様々な方向性に分化

誘導させることができる。発生，分化の基礎的研

究に応用可能であり，さらに組織作成への夢が語

られている。この細胞は無限増殖能を有するが，

一般の株化細胞におけるような不死化，癌化は起

こっていないと考えられている。

１９９８年にはヒトES細胞が樹立され２０），その分

化制御研究の進歩はヒトにおける再生医療の夢を

膨らませた。ヒトES細胞からドーパミン産生

ニューロン（パーキンソン病），インスリン産生細

胞（糖尿病），造血幹細胞（白血病），心筋細胞（心

筋梗塞）などに関する基礎研究は，移植医療にお

けるドナー不足問題と関連してその成果が期待さ

れている。さらにクローン動物作成に用いられた

体細胞核クローン胚技術は，免疫学的拒絶反応を

呈さない自己ES細胞作出の可能性を示した。

しかし，研究の現状は，マウス以外では上述し

たヒトを含めメダカ，ニワトリ，ブタ等の動物に

おいてもES細胞樹立が報告されてはいるが，長

期間維持培養することが困難である場合が多く，

再現性良くES細胞を樹立するのは困難である。

またマウスにおいても発生工学的研究応用に耐え

うるES細胞が樹立できるのは特殊な近交系に限

られ，ヒトES細胞を臨床に結びつける展開研究

（translational research）にはまだ多くの問題があ

る。

再生医療に供するヒト胚盤胞は不妊治療におけ

る余剰胚が予定される。法的妥当性に基づき倫理

委員会の承認を得て，胚盤胞を再生医学研究者に

提供する。これまでヒトES細胞における問題点

として，生命である胚を分解するという倫理的問

題が論議されてきた。ヒトES細胞の樹立研究に

際して内部細胞塊の染色体が正常であることが研

究の前提となっている。しかし，本稿で述べたよ

うに，現状のART技術において得られたヒト胚

には染色体損傷を有するものが混在している可能

性がある。高品質ES細胞作出には，媒精に供す

るヒト精子および卵のDNA損傷評価ならびに損

傷配偶子の排除法の確立，培養環境における胚の

DNA損傷を回避する高精度培養技術の確立が良

好胚育成に不可欠である。同時にこれらの研究は，

不妊治療における妊娠率向上，児の健常性確保に

必須である。

９．良好胚の育成を目的とした高精度培養システ

ムの開発

これまで射精以前に生じた精子DNA損傷の評

価と排除について述べてきたが，射精後の in vitro

精子操作，さらには培養環境における胚のDNA

保護についても留意しなくてはならない。図５に

示したように分割不良胚にDNA損傷が見られた

ことは，培養環境（培養装置，培養液）の最適化が

重要であることを示唆している。以下に，われわ

れが行っている培養法高精度化への試みを紹介す

る。

一般にヒト胚培養は，株化細胞の長期継代培養

を主目的として設計されたCO２インキュベーター

を使用している。CO２インキュベーターは培養液

２２８ 兼子：ヒト精子DNA障害定量と染色体異常精子の排除
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交換時以外には扉を開閉しないことが使用の前提

となっているが，IVFの臨床においては頻繁に

扉を開閉するためガス環境の維持が困難である。

生殖細胞，特に胚は気相の酸素分圧にも配慮する

必要がある。受精と胚の初期発生が起こる卵管の

酸素分圧は低く，胚培養には５．０％CO２，空気で

はなく，混合ガス（５．０％CO２，２．０－５．０％Ｏ２，９０

－９３％Ｎ２）が用いられる。

われわれはヒト胚の低酸素培養を目的として，

新たに培養装置を開発した。市販のCO２インキュ

ベーターは全ての機能が一体となっており，カビ，

細菌汚染すると滅菌が困難である。われわれの方

法は，機器は温度制御のみを行い，湿度，ガス制

御は着脱可能な容量５００ml のミニボトルが担当す

る。培養容器がガラスおよび耐熱材料で構成さ

れ，３００℃による超高温滅菌が可能である。ボト

ル内には予め調整した混合ガスを少量通気した。

これによりCO２インキュベーターのガスセンサー

は不要となり，センサー劣化によるガス濃度の誤

差を考慮する必要がなくなった。患者ごとに１つ

のミニボトルを使用して容器の開閉を最小限と

し，ガス環境の乱れを防いだ。さらに通常の培養

系は細胞が接する液体を培養液と定義するが，本

システムではボトル内に約２２０ml の補助培養液を

入れ，環境全体がガス緩衝系を構成する。補助培

養液は細胞培養液と同一のガス緩衝系を有し，温

度，pH，湿度の維持に寄与する。CO２インキュ

ベーターの基本的機能は培養液の温度，pHの維

持である。われわれは精度管理を目的としてミニ

ボトルに pHメーターの電極を設置し，補助培養

液の pH，温度を常時モニターし，pH７．３７－

７．４０，３７．０－３７．２℃を保持している。さらにミニ

ボトルの開閉に際しては，ボトル内酸素パージを

行っている。

市販の培養液は全成分を超純水に溶解して，浸

透圧，pHなどを調整，ろ過滅菌して作成される

が，これまで保存中の成分安定性についてはあま

り考慮されなかった。例外として，グルタミンは

用時添加が行われてきた。初期胚の培養に繁用さ

れるピルビン酸の水溶液中での半減期は数時間，

ペニシリンＧ，硫酸ストレプトマイシンの有効期

限は数日間程度である。アミノ酸は分解するとア

ンモニアを生成する。

われわれは培養液中の保存性向上を目的として

不安定成分を数群にモジュール化し，各々の最適

条件下に調製，凍結保存した。用時，各モジュー

ルを混合することにより初めて培養液を完成さ

せ，調製後は７２時間以内に使用している。成分保

護の一例として，グルタチオンの安定化を挙げ

る。初期胚の活性酸素抵抗性にグルタチオンの有

用性が報告されているが，グルタチオンは弱アル

カリ水溶液中では不安定である。しかし，酸性下

にシステイン，ビタミンＣを共存させることによ

り安定性が向上する。そこで，これらをピルビン

酸酸性下に pH４．５に調整して凍結保存した。

細胞外液の水素イオン濃度を一定に保つこと

は，homeostasis 維持に最も重要である。エネル

ギー代謝における酸化還元過程は水素イオン濃度

変化に敏感である。また両性電解質である蛋白質

の立体構造や機能も水素イオン濃度に影響を受け

る。細胞に対して低毒性なGood 緩衝液である

Hepes は pKa が７．４であり，Earle 型培養液に１０

－２０mM添加するとH２CO３－NaHCO３－Hepes 緩

衝系を形成し，生理的 pHである７．４付近で強力

な緩衝能を発揮する。そこで，培養液にHepes

を１４．０mM添加し，さらに上述した補助培養液，

ミニボトルを使用することにより，さらに培養液

の pH安定性を向上させた。

ま と め

本稿は，ICSI における精子DNA障害の評価

とそれを指標としたDNA損傷精子の排除の重要

性について述べてきた。これまで不妊治療におい

て，精子，胚は主として光学顕微鏡による形態観

察により評価してきた。本研究は，それに加えて

DNA等の分子生物学的評価が重要であることを

示した。今後，研究をさらに展開し，卵，胚のDNA

障害評価およびそれを指標とした in vitro におけ

る胚DNA保護を考慮した高精度培養システムの

確立を目指したい。

歯科学報 Vol．１０３，No．３（２００３） ２２９

― 19 ―



本稿は，平成１３年度東京歯科大学学長奨励研究報告
として第２７４回東京歯科大学学会総会（平成１４年１０月１９
日，千葉）において発表した。

謝 辞
稿を終えるに臨み，本研究を学長奨励研究にご推薦

くださいました石川達也学長，市川総合病院院長 高
橋正憲教授に感謝します。また研究の推進にあたり，
ご指導を賜った産婦人科部長田辺清男教授に厚くお礼
申し上げます。

参 考 文 献
１）上口勇次郎，立野裕幸：配偶子の染色体分析．産婦
実際，４３：９２５～９３０，１９９４．
２）西田智保，兼子智，野澤資亜利，岩本晃明：若年男
性集団における精子DNA断片化の解析．聖マリアン
ナ医学雑誌，２９：５４１～５４９，２００１．
３）Hansen, M., Kuriczuk, J. J. : The risk of major
birth defects after intracytoplasmic sperm injection
and in vitro fertilization. The New England J. Med.,
３４６：７２５～７９，２００２．
４）Kamigushi, Y. and Mikamo, K. : An improved, ef-
ficient method for analyzing human sperm chromo-
some using zona free hamster ova. Am. J. Hum.
Genet.,３８：７２４～７４０，１９８６．
５）Brandriff, B., Gordon, L. : Chromosomes of human
sperm : variability among normal individuals. Hu-
man Genet,７０：１８～２４，１９８５．
６）Martin, R. H., Ko, E., Rademaker, A. : Distribution
of aneuploidy in human gametes ; comparisonbe-
tween human sperm and oocytes. Am. J.Med. Genet.,
３８：３２１～３３１，１９９１．
７）Ohashi, Y., Miharu, N., Honda, H., Samura, O.,
Ohama, K. : High frequency of XY disomy in sper-
matozoa of severe oligozoospermic men. Human Re-
prod.,１６：１０～１０６，２００１．
８）Gavrieli, Y., Sherman, Y., Ben－Sasson, S. A. :
Identification of programmed cell death in situ via
specific labeling of nuclear DNA fragmentation. J.
Cell Biol.,１１９：４９３～５０１，１９９２．
９）Connell, M. O. : Mitochondrial DNA delitions and
nuclear DNA fragmentation in testicular and epidi-
dymal human sperm. Human Reprod., １７：１５６５～

１５７０，２００２．
１０）Okamoto S., Ochi, H. : Monoclonal antibody to 8－
hydroxy－2’－deoxyguanosine and hybridomas pro-
ducing the monoclonal antibody. Chemical Abst.,
１２９８５９a

１１）兼子 智，郡山 智，木戸 進，佐久間雄一，冨永
英一郎，中川博之，田辺清男：修正TUNEL法によ
るヒト精子核DNA損傷の組織化学的検出．日不妊会
誌，４７：３０６，２００２．

１２）兼子 智，郡山 智，木戸 進，佐久間雄一，冨永
英一郎，中川博之，田辺清男：修正コメット電気泳動
法によるヒト精子核DNA２重鎖切断の観察．第２０回
日本受精着床学会学術講演会抄録集，Ｐ１０１，２００２．

１３）Kaneko, S., Oshio, S., Kobanawa, K., Kobayashi, T.,
Mhori, H., Iizuka, R. : Purification of human sperm
by a discontinuous Percoll density gradient with an
innercolumn. Biol. Reprod.,３５：１０５９～１０６３，１９８６．

１４）Hanabusa, H., Kuji, N., Kato, S., Tagami, H.,
Kaneko, S., Tanaka,H., Yoshimura, Y. : An evalu-
ation of semen processing methods for eliminating
HIV－1. AIDS,１４：１６１１～１６１６，２０００．

１５）Kuroda, Y., Kaneko, S., Matsuda, Y., Akihama, S.,
Nozawa, S., : Selective isolation of acrosome reacted
human sperm with progressive motility by using cell
affinity chromatography on concanavalin A Sepha-
rose. andrologia,２８：７～１３，１９９６．

１６）Lim, A. S., Ho, A. T., Tsakok, M. F. : Chromo-
somes of oocytes failing in vitro fertilization. Human
Reprod.,１０：２５７０～２５７５，１９９５．

１７）Nakaoka, Y., Okamoto, E.,Miharu, N., Ohama, K. :
Chromosome analysis in human oocytes remaining
unfertilized after in vitro insemination : effect of
maternal age and fertilization rate. Human Reprod.,
１３：４１９～４２４，１９９８．

１８）Zenzes, M. T., Wang, P., Casper, R. F. : Chromo-
some status of untransfered（spare）embryos and
probability of pregnancy after in vitro fertilization.
Lancet,３４０：３９１～３９４，１９９２．

１９）Martin, G. R. : Isolationof pluripotent cell line
from early mouse embryos cultured in medium con-
ditioned by teratocarcinoma cells. Proc. Natl. Acad.
Sci.,７８：７６３４～７６３８，１９８１．

２０）Thomson, J. A., Itskovitz－Eldor, J., Shapiro, S. S. :
Embryonic stem cell lines derivered from human
blastosysts. Science,２８２：１１４５～１１４７，１９９８．

２３０ 兼子：ヒト精子DNA障害定量と染色体異常精子の排除

― 20 ―


