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II. 成果の概要（総括研究報告） 
 

和文 
 創薬研究に必要不可欠である疾患モデルマウスの作製および利用効率を改善するために、生殖工学

技術を用いたマウス大量作製システムの開発を進めている。竹尾講師らのグループは、マウス大量

作製に有用な過剰排卵誘起法を開発し、各種近交系および非近交系マウス系統において排卵数を顕

著に増加させることを見出した。 
 疾患モデルマウスを多機関で共有し、効率的に共同研究プロジェクトを遂行するためには、マウス

の簡便かつ安価な輸送法が必要である。竹尾講師らのグループは、生殖細胞の冷蔵輸送技術の改良

に成功し、N-アセチルシステインがマウス受精卵の冷蔵保存期間を延長することやメチル-β-シクロ

デキストリンがマウス冷蔵精子の受精能改善に有効であることを見出した。 
 ゲノム編集技術を活用した遺伝子改変マウスの効率的な作製には、前核期受精卵の安定かつ迅速な

供給が必要である。中川特任助教らのグループは、超過剰排卵誘起法と凍結保存法を応用すること

で、前核期受精卵の大量作製および安定供給システムを開発した。 
 マウス大量作製システムの運用に必要となる生殖工学技術に関する人材育成を目的として、国内外

の研究者、技術者および学生を対象とした生殖工学技術ワークショップを開催し、創薬研究の促進

に有用な人材育成に貢献した。 
 

英文 
 The purpose of this project is to improve the availability of disease-model mice to accelerate the 

research on innovative drug development. To improve the availability of mice, we are developing 
mass production system of the disease model mice based on reproductive technology. Dr. Takeo 
and his group established a novel superovulation technique which is effective to dramatically 
increase the number of ovulated oocytes in inbred and outbred strains of mice. 

 Developing efficient transport system of mice is important to conduct large-scale project among 
various institutes. Dr. Takeo and his group achieved to prolong the storage period of mouse 
embryos at refrigerated temperatures and enhance the fertilizing ability of cold-stored mouse 
sperm. 

 Efficient supply system of oocytes at pronuclear stage is necessary to maximize the benefit of 
genome editing technique for the production of genetically engineered mice. Dr. Nakagawa and 
her group established the system for mass production and stable supply of the oocytes based on 
ultrasuperovulation and cryopreservation techniques. 

 To strength human resource development about mouse reproductive technology, Dr. Takeo and 
Dr. Nakagata held mouse reproductive technology workshops. The educational activity 
contributes to establish research infrastructure and accelerate the speed of medical science and 
drug discovery using genetically engineered mice. 
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