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番号 影響 003 

大項目 遺伝性影響 

中項目 染色体異常 

小項目 生殖細胞 

タイトル 生殖細胞における遺伝損傷と修復 

Repair capacity of fertilized eggs for damage induced in sperm 

and mature oocytes 

キーワード 卵子、精子、受精卵、細胞周期、変異原、修復、染色体異常 

概要 

初期胚を用いた染色体異常の解析は、生殖細胞に生じた遺伝損傷を定性的かつ定量的に

評価しうる優れた方法の一つである。 

そこで、電離放射線の遺伝リスクを推定するため、マウス生殖細胞や初期受精卵に生じ

た遺伝損傷が受精卵中で様々な修復機構を経て染色体異常として固定される機構を研究し

た。 

その結果、卵子は精子に比べ、放射線感受性が高く、同じ線量の照射を行っても、受精

後に観察される染色体異常の頻度が高いこと、成熟精子に比べ、前期－中期精細胞は放射

線感受性が 3－4 倍高いこと、また受精後の前核形成期（G1期）では、受精後の時間経過

とともに、放射線感受性が顕著に増大することが分かった。  

また受精前に精細胞や精子に生じた損傷は受精卵中で修復されていた。受精後の前核形

成期（G1期）では DNA 合成期が近づくにつれて修復量が低下することが示唆された。 

さらに、精子に生じた損傷の中には、G1期においては修復されずに長時間保有されて、

DNA 合成期以降に修復されるタイプがあることが分かった。 

 

詳細 

本研究では、マウスの生殖細胞(精細胞、精子、卵子)や受精卵を放射線および化学物質

で処理した後、体外受精法を用いて、一細胞期胚に生じた染色体異常を調べた(図 1)。一

細胞胚の中期は、精子由来の染色体と卵子由来の染色体は別々に形成される(図 2)。その

ため、精子供給雄にロバートソニアン型転座を有するマウスを用いることで、生じた染色

体異常が精子由来か卵子由来かを容易に識別することができる。またＣ－バンド染色を行

い、動原体の位置を確認することによって、染色体異常をより正確に評価することが出来

る。 

 

1) 成熟精子および卵子の放射線感受性と受精卵の修復能に関する研究 

成熟精子と卵子それぞれに対しＸ線照射を行った後、受精させ、17.5 時間培養を

行い、一細胞期胚中期に見られる染色体を分析した。その結果、精子、卵子ともに X
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線によって誘発される染色体異常のほとんどは染色体型であり、切断型異常は一次関

数、交換型異常は直線二次関数的な線量効果関係を示した。また卵子は、精子に比べ

放射線感受性が極めて高いことが分かった（図 3）。その理由として、精子 DNA がプ

ロタミンに取り巻かれた特殊な精子クロマチン構造をとっていること、ならびに精子

に生じた遺伝損傷が、受精後、卵子(受精卵)中で効率よく修復されることが考えられ

る。 

また、修復阻害剤(カフェインなど)を培養液に加えて受精卵を培養すると、染色体

異常の頻度が増えることから、精子や卵子に生じた X 線損傷は受精卵中で修復されて

いることが示唆された。 

一方、前核形成期受精卵(受精後 1－4 時間後)においては、受精後の時間経過とと

もに放射線感受性は顕著に増加するとともに、交換型異常の出現頻度は減少し、前核

完成時=DNA 合成期直前(受精後 4 時間)では、観察される染色体異常のほとんどは染

色体型切断であった（図 4－5）。これらの結果から、DNA 合成期に近づくにつれて、

受精卵の修復効率が低下し、染色体異常頻度が増加することが示唆された。 

 

2) 精細胞における放射線および化学物質に対する感受性の時期特異性に関する研究 

減数分裂後の精細胞期は、放射線や化学物質に対する感受性が高いにもかかわらず、

細胞死に対しては抵抗性であり、遺伝損傷を受けた精細胞はほとんど淘汰を受けず成

熟精子に到達し、精子に保有される損傷は受精卵中に伝達される。 

そこで、減数分裂後の精細胞の様々な時期に、Ｘ線、マイトマイシンＣ（MMC、

DNA 架橋を引き起こす）、メチルメタンスルホン酸（MMS、DNA のアルキル化を引

き起こす）による処理を行い、一細胞期胚に生じる染色体異常を調べた（図 6）。 

その結果、放射線感受性は、前期－中期精細胞では、成熟精子期の約 3－4 倍高い

ことが分かった。しかし MMS に関しては、前期精細胞期の処理ではほとんど染色体

異常が生じず、中期精細胞から前期成熟精子にかけて感受性が高くなった。MMC で

は前期－中期精細胞での処理でのみ、低頻度の染色体異常が観察された。    

修復阻害剤を培養液に加え、受精卵を培養すると、精細胞の放射線照射および化学

物質処理による染色体異常頻度が上昇することから、精細胞に生じたかなりの量の修

復可能なＸ線、MMS および MMC 損傷は、成熟精子まで残存するが、受精卵中で効

率よく修復されることが示唆された。 

 

3) 受精卵における染色体修復と細胞周期との関係に関する研究 

X 線照射された成熟精子を受精させ、受精卵の G1期(前核形成期)、S 期、G2期に

修復阻害剤であるアミノベンザマイド（AB）とカフェインを処理し、生じた染色体異
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常を調べた。その結果、精子に誘発される損傷には、①G1期においてAB で特異的に

修復が阻害される損傷と、②G2期においてカフェインで特異的に修復が阻害される損

傷の 2 種類があることが分かった。②は、G1期においては修復されずに保有されて、

DNA 合成期以降に修復される。 

 

図表 

 

図1 図1 精子、卵子および前核形成期受精卵の放射線感受性を調べる方法 

(a) 精子照射、(b)卵子照射、(c)前核形成期受精卵（受精後1―4時間）照射 

（松田他：放射線科学31 (1988) より） 

図2 一細胞期胚の細胞周期   

受精後16―17 時間後に中期に達し、精子由来と卵子由来の染色体が別々に 

形成される。 

（松田他：放射線科学31 (1988) より一部改編） 

受精後の時間（h） 
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図3 

（松田他：放射線科学31 (1988) より） 

 

図4 受精後1(○)、2(△)、3（□）、4 時間（●）後にX 線照射し、
一細胞期胚に誘発される染色体切断の出現頻度と線量の関係 

（松田他：放射線科学31 (1988) より） 
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図5 受精後1(a)、2(b)、3（c）、4 時間（d）後にX線照射し、一細

胞期胚に誘発される染色体切断型異常の出現頻度(○)と交換型異常(△)と

線量効果関係 （松田他：放射線科学31 (1988) より） 

 

（松田他：放射線科学31 (1988) より） 

 

X線 

MMC 

MMS 

処理後の時間

 

雄
ゲ
ノ
ム
あ
た
り
染
色
体
異
常
頻
度
（
％
） 

  前期成熟 後期  中期  前期 
精子 精細胞 精細胞 精細胞 

  前期成熟 後期  中期  前期 
精子 精細胞 精細胞 精細胞 

  前期成熟 後期  中期  前期 
精子 精細胞 精細胞 精細胞 

 (CA：カフェイン、AB：アミノベンザマイド） 

図6 
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