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マウス体外受精
原理
マウスの自然交配では雌が発情することにより雄を許容する。交尾後に雌の子宮内に排出
された数千万個の精子のうち、受精能を獲得できたものが卵管へ移行し、卵管膨大部で排
卵された卵子と受精する。これらの一連のイベントを人工的に体外で行うことを体外受精
という。この技術により種雄を多く使用することなく、多数のマウス胚を得ることができ
る。

実 験 動 物 	
 
マウス：雄 ICR(9-13 週齢)
雌 BDF1(8-13 週齢)	
 
（近交系の一部のマウスでは、2 細胞期で発育停止が起こるためここでは交雑種を
用いる）

試 薬 	
 
妊馬血清性性腺刺激ホルモン：PMSG（動物用セロトロピン：あすか製薬）
マウス 1 匹あたり 10 IU
ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン：hCG（HDG モチダ 5000 単位：持田製薬）
マウス 1 匹あたり 10 IU
媒精用培養液：TYH（TYH 培地：三菱化学メディエンス DR01031）
前日に精子前培養、媒精用として 200 μL のドロップレットを作製し、
インキュベーター内で平衡しておく。
培養用培養液：KSOM（胚培養用培養液：アーク・リソース）
前日に洗浄用、培養用 として 20 μL のドロップレットを作製し、イン
キュベーター内で平衡しておく。
ミネラルオイル：（Mineral Oil Embryo Tested：SIGMA M5310）
培養液の蒸発防止にドロップレットをミネラルオイルで被覆する。
	
 
機 器 	
 
インキュベーター（37 ℃、5 %CO2、95 %空気下あるいは 5 %CO2、5 %O2 どちらでも可）
実体顕微鏡
35 mm あるいは 60 mm 培養ディッシュ
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解剖用ハサミ
解剖用ピンセット
カテラン針（20 G）
パスツールピペット
ツベルクリン用シリンジ（ホルモン注射用）
27 G 注射針（ホルモン注射用）
	
 
操 作 手 順 	
 
注意事項：
インキュベーター外での操作は手早く行うこと。

（ I） 	
 
1.

精子前培養・精子数の調整
雄マウスを安楽死させた後に精巣上体尾部を採取し、精子前培養用ドロップレッ
ト内で 2-3 カ所切込みを入れ、精子を培地中に軽く押し出す。
（精巣上体 1 つにド
ロップレットを 1 つ使用する）

2.

精巣上体尾部を取り出し、1 時間半程インキュベートする。

3.

精子の運動性が良好で凝集の少ない方のドロップレットを選択し、最終濃度が 2 x
105 / mL となるように媒精用ドロップレットに精子懸濁液を添加する。

4.

（ II） 	
 

インキュベーター内で平衡する。

過剰排卵処理・採卵

1.

雌マウスに PMSG を 10 IU 腹腔内注射する。

2.

PMSG 注射から 48〜53 時間後に hCG を 10 IU 腹腔内注射する。

3.

hCG から約 16 時間後に雌マウスを安楽死させる。

4.

卵管を採取し、卵管を媒精用ディッシュのオイル内に入れる。

5.

カテラン針で卵管膨大部を裂き、卵丘-卵子複合体(COCs)を取り出す。
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（ III） 	
 

媒精・胚の培養

1.

採取した COCs を精子懸濁液が添加された媒精用ドロップレットへ引き入れる。

2.

6 時間インキュベートする。

3.

6 時間後、パスツールピペットを用いて胚のみを洗浄用ドロップレットへ移し、数
回ドロップレットの移動を繰り返しながら周囲に付着している細胞や精子を取り
除く。

4.

第 2 極体を放出し、2 つの前核が形成されているものを胚と判定し、培養用ドロッ
プレットへ 10 個ずつ移し、インキュベーター内で培養する。

5.

約 24 時間後に 2 cell、48 時間後には 4 cell、72 時間後に桑実胚、96 時間後の胚
盤胞へ発生する。培養から 48 時間後に新しい培養液へ移し替える場合もある。

参考文献
・豊田ら (1971)：マウス卵子の体外受精に関する研究 I. 精巣上体精子による受精成
績, 家畜繁殖誌, 16, 147-151
・豊田ら (1971)：マウス卵子の体外受精に関する研究 II. 精子侵入時期に及ぼす精子
体外培養の効果, 家畜繁殖誌, 16, 152-157
	
  	
  ・吉澤ら (2005)：初心者でも分かるマウス体外受精のコツ, J. Mamm. Ova Res, 22,
246-250
	
  	
  ・Nagy A. et al (2002)：Manipulating the Mouse Embryo, A Laboratory Manual
(Third edition). Cold Spring Harbor Laboratory Press. ISBN 0-87969-591-9.
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着床前胚の回収／培養	
 
イントロダクション
マウス着床前胚は受精後、2 細胞期胚、４細胞期胚、８細胞期胚、morula（8-16 細胞）、
blastocyst(32 細胞-)と、卵管から子宮へと移動しながら発生し、受精後 4.5 日で子宮に着
床する。これらの胚は	
 簡単な操作によって卵管あるいは子宮から回収ができ、そのまま
blastocyst 後期まで in vitro で培養が可能である。	
 
自然交配をさせた妊娠マウスからは 1 匹あたり 10 前後の胚が回収できる。受精後 2.5 日胚
までは卵管から回収する。これ以降の時期の胚は卵管から子宮へと移行しているため、回
収は子宮の灌流によっておこなう。	
 
参考文献	
  Manipulating the mouse embryo: A laboratory manual. Andreas Nagy et al.
Cold Spring Harbor Laboratory Press; Third edition	
 
	
 
試 薬 お よ び 動 物 	
 
FHM または M2 培地	
 (FHM; Chemicon/ Millipore MR-024-D, M2 media; Sigma M7167)	
 
KSOM (Chemicon/ Millipore KSOM equivalent; EbmryoMax KSOM with 1/2 Amino
Acids, Glucose and Phenol Red, MR-121-D)
ミネラルオイル	
 (Sigma や Acros から購入できる。いくつかのロットを試して発生効率の良
いものを選ぶ。)	
 
妊娠マウス	
 
ヒアルロニダーゼ	
 (Sigma,	
 H4272)	
 
	
 
機 器 	
 
ハサミ	
 
ピンセット（World Precision Instruments 社 No5 など、先端の鋭利なものが使いやすい）	
 
実体顕微鏡	
 
注射筒（1ml-5ml）	
 
ステンレス製注射針（26-30 ゲージ（卵管膨大部切開用）、23 ゲージ（卵管灌流用）、18 ゲ
ージ（子宮灌流用）。ACUFIRM 1400LL-18 blunt version や 1400LL-23 blunt version な
ど）
35-mm ディッシュ (Falcon 353001)	
 
4-well ディッシュ	
 (Greiner 627170) 	
 
パスツールピペット	
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吸引チューブ（Drummond 社製	
 フナコシ社より販売	
 2-040-000）	
 
インキュベータ−（37℃/ 5% CO2)	
 
	
 
操 作 手 順 	
 
注意事項：
胚へのダメージを抑え培養時の発生効率をあげるために、すべての操作は出来る限り手早
くおこなうこと。胚の回収は顕微鏡下でおこなうが、この時の光量も控えること。	
 
乾燥を避けるため、母マウスから摘出した卵管あるいは子宮は胚の回収直前まで FHM 等に
浸しておく。	
 

準 備 ： 	
 	
 
注射筒に FHM または M2 培地を適量とり、使用直前までインキュベーターで温めておく。	
 
35-mm ディッシュに FHM および KSOM でメディアドロップ（約 10µl）をつくりミネラルオ
イル注１をディッシュに 1.5-2ml 程度注いで全体をカバーする。ディッシュをインキュベー
タ−に静置して温める。	
 
マウスピペットの準備をする。パスツールピペットの細い部分をバーナーで熱し、やわら
かくなったところで火からはずして引っ張る。アンプルカッターで適度な長さに切り、先
端をバーナーの炎で軽くあぶって丸くする。吸引チューブの先のプラスチックキャップを 1
ml のフィルターチップに取り替えて、吸引チューブにパスツールピペットを取り付ける（写
真１）。	
 
	
 
注 1	
 

ミネラルオイルは FHM で一度洗う。50ml チューブに FHM を 3-5ml、残りはミ
ネラルオイルを満たしてしっかりと転倒混和する。遠心後、上清を新しい 50ml チ
ューブに移して使う。	
 

	
 
	
  	
  	
  	
  写真１	
 マウスピペット	
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（ I） 	
 
1.

受精卵の回収
妊娠マウスを適切な方法で安楽死させ、腹腔をひらく。卵管は体側部分、腎臓の
近くに位置し、卵巣と子宮の間にある。子宮をピンセットでつまみ上げると、子
宮に沿って子宮間膜がつながっているのがわかる。そのまま、ハサミやピンセッ
トの先端で膜と子宮を離す。

2.

卵管と卵巣を切り離す。利き手と反対の手（ハサミをもたないほう）で、卵管に
なるべく近い部分の子宮をピンセットでつまんで少しひっぱる注 1。引っ張ること
によって、卵管と卵巣の間がわかりやすくなるので、そのままハサミで注意深く、
確実に両者の間を切る。

3.

卵管近くで子宮を切り、卵管を取り出す。子宮を少しだけ卵管に付けて切り取る
ことで、後述の卵管采（灌流のための卵管の入り口）を見つける手がかりとなる。

	
 
以下は実体顕微鏡下で操作をおこなう	
 
4.

卵管を 4-well ディッシュに移す。卵管の途中部分の膨らみ（卵管膨大部）を注射
針で切り裂く。卵管膨大部から、卵丘細胞に包まれた受精卵の塊がでてくる。

5.

卵管を 4-well ディッシュからとりだし、残った培地の中にある受精卵の塊をマウ
スピペットでピペッティングしてほぐす。早い時期の受精卵はピペッティングで
はほぐしきれないのでヒアルロニダーゼ処理（∼0.3mg/	
 ml,	
 30sec−1min）により
卵丘細胞を取り除く。

6.

マウスピペットを使って受精卵を FHM のメディアドロップへ移す。FHM および
KSOM のドロップへ何度か移動させることで洗浄をおこない、最後に KSOM に
移して培養する。	
 

	
 
注 2	
 卵管から離れた部分をひっぱると卵管が途中でちぎれてしまう。	
 
	
 
	
 
（ II） 	
 
1.

受 精 後 2.5 日 ま で の 胚 の 回 収 （ 2 細 胞 期 胚 -m orula）
上記(Ⅰ)1-3 までをおこなう。

	
 
	
  	
  	
  	
  以下は実体顕微鏡下で操作をおこなう
2.

卵管を 4 well ディッシュに移す。利き手に注射針を取り付けた注射筒を、反対側
の手でピンセットをもって卵管采を探す。慣れないうちは子宮側から卵管をたど
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っていくと見つけやすい。
3.

卵管采に注射針を挿入し、培地を流して灌流をする。

4.

卵管を 4 well ディッシュからとりだし、残った培地の中にいる胚をマウスピペッ
トで FHM のメディアドロップへ移す。FHM および KSOM のドロップへ何度か
移動させることで洗浄をおこない、最後に KSOM に移して培養する。

	
 
（ III） 	
 
1.

受 精 後 3.5 日 -着 床 前 ま で の 胚 の 回 収 （ blastocyst）

適切な方法で安楽死させた妊娠マウスから子宮を摘出する。上述(Ⅰ)-1 のとおり
子宮間膜を取り除いた後、子宮と卵管の間および子宮頸部をハサミで切る。

	
 
	
  	
  	
  	
  以下は実体顕微鏡下で操作をおこなう	
 
2.

取り出した子宮を 35-mm ディッシュに移す。注射針を子宮頸部に挿入し、培地を
流して灌流をする。

3.

子宮をディッシュからとりだし、培地の中からマウスピペットを使って FHM のメ
ディアドロップへ移す。FHM および KSOM のドロップへ何度か移動させること
で洗浄をおこない、最後に KSOM に移して培養する。
	
 
（文責）津村明子	
  柊卓志	
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Recovery and culture of mouse preimplantation embryos
Introduction
After fertilization, the zygote develops into 2-, 4- and 8-cell stage embryos, morula and
blastocyst. The expanded blastocyst hatches out from zona perucida and implants in the
uterus at around embryonic day 4.5 (E4.5). These preimplantation embryos can be
recovered and cultured with simple techniques.
About 10 embryos are recovered from a pregnant mouse. Zygotes and embryos until
E2.5 can be recovered from oviducts, and blastocysts can be recovered from uteruses.	
 
	
 
Reference. Manipulating the mouse embryo: A laboratory manual. Andreas Nagy et al.
Cold Spring Harbor Laboratory Press; Third edition

Reagents and animals
FHM or M2 medium (FHM; Chemicon MR-024-D, M2 media; Sigma M7167)
KSOM (Zenith Biotech, ZEKS-050. Chemicon/ Millipore KSOM equivalent; EbmryoMax
KSOM with 1/2 Amino Acids, Glucose and Phenol Red, MR-121-D)
Mineral oil (Available from Sima and Acros etc.)
Pregnant female mice
Hyaluronidase (Sigma, H4272)

Equipment
Watchmaker forceps
Scissors
Needles (26-30 gauge for cutting ampula, 23 gauge for flushing oviducts, 18 gauge for
flushing uteruses)
Syringes (1-5ml)
Stereomicroscope
Tissue culture dishes, 35mm x 10mm (Falcon, 353001)
Tissue culture dishes, 4 well (Greiner, 627170)
Pasteur pipettes
Aspirator tubing (Drummond, 2-000-000)
Incubator (37℃, 5% CO2)	
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Procedure
N.B.：
In order to reduce damages to embryos, every procedures should be done as quickly as
possible. Strong light intensity can be harmful to embryos.
When oviducts and uteruses are dissected out, keep them in FHM or M2 media until
recovering embryos.

Preparations： 	
 
Warm syringe with FHM or M2 medium at 37℃	
 before use.
Make media drops (10µl) on 35-mm dish and the dish with mineral oil. Place the dish
in incubator to warm.
Heat thin part of a pasteur pipette on the flame, and pull it to make a mouth pipette.
Replace a plastic part on aspirator tubing with 1-ml filter tip, and insert the mouth
pipette into the tip.

	
 
	
 	
  	
  	
  mouth	
 pipette

（ I） 	
 

1.

Recovery of zygotes

Sacrifice a pregnant mouse humanely, and open the abdominal cavity. Pick up
a uterus with a fine forceps, and remove mesometrium and fat around the
uterus and the oviduct with the edge of forceps or scissors.

2.

Pick up a uterus at the very edge to the oviduct with fine forceps, and pull it a
little bit to clarify the position between the ovary and the oviduct. Cut the
middle position with scissors.	
 

3.

Cut uterus at close position to the ovary.
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Work under the stereomicroscope
4.

Place the ovary in 4-well dish. Cut ampulla with a needle. Zygotes surrounded
by cumulus cells will come out.

5.

Take out the ovary from the dish, and isolate each zygotes by pipetting with a
mouth pipette. For early stage zygotes, hyaluronidase treatment (∼0.3mg/ml ,
incubate for 30 sec - 1 min) will be helpful for the isolation.

6.

Transfer the zygotes with mouse pipette into FHM drops from the dish. Wash
zygotes by transferring them into FHM and then KSOM several times, and
finally place the zygotes into KSOM drop.

（ II） 	
 
1.

Recovery of 2-cell em bryos to m orulas
Recover the oviducts from a pregnant mouse as written above ( (Ⅰ) 1-3 ).

	
  	
  	
  	
  Work under the stereomicroscope
2.

Place the ovary in 4-well dish. Flush medium through the infundibulum with
the syringe and needle.

3.

Take out the ovary from the dish. Transfer the embryos with mouse pipette
into FHM drops from the dish. Wash embryos by transferring them into FHM
and then KSOM several times, and finally place the embryos into KSOM drop.

（ III） 	
 
1.

Recovery of blastocysts

Sacrifice a pregnant mouse humanely, and open the abdominal cavity. Pick up
a uterus with a fine forceps, and remove mesometrium and fat around the
uterus with the edge of forceps or scissors. Cut the cervix and between the
uterus and the oviduct.

	
  	
  	
  	
  Work under the stereomicroscope
2.

Place the uterus in 35-mm dish. Flush medium through the cervix with the
syringe and needle.

3.

Take out the uterus from the dish. Transfer the embryos with mouse pipette
into FHM drops from the dish. Wash embryos by transferring them into FHM
and then KSOM several times, and finally place the embryos into KSOM drop.
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written by Akiko Tsumura and Takashi Hiiragi
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インジェクションシステム
文責・高岡勝吉

機 器 	
 
・	
 微分干渉型倒立顕微鏡（例：Leica DM IRB。 対物レンズ構成は、x2.5/0.07 N PLAN、
x10/0.30FLUOT AR、x40/0.75/PL APO）
・	
 マイクロインジェクション用マニピュレーター(例:Leica マイクロマニピュレーター。
機械式でも電動式でもどちらでも可)
・	
 インジェクションピペット
	
  	
  	
  自作(例：WPI TW120-4、120F-4)
	
  	
  	
  市販(例：サンキョーメディック インジェクションピペット)
	
  	
  	
  のどちらでも可
・	
 フェムトジェットインジェクター(エッペンドルフ)
シリンジ(例：ハミルトン製シリンジ オートサンプラー用)でも可
・	
 ホールディングピペット
自作(例：ナリシゲ G-1.2, GD-1.2)
市販(例：サンキョーメディック ホールディングピペット)
・	
 ホールディング圧力調節シリンジ
(例：ハミルトン製シリンジ オートサンプラー用)
・	
 免震台(空気圧を用いた免震台がベストだが、αGEL 等の防振素材を敷くことで振動を減
らすことができる)
・	
 プーラー(例：ナリシゲ PN-30。細く鋭い針が必要なのでマグネット式が望ましい)
・	
 マイクロフォージ(例：ナリシゲ MF-900)	
 
	
 
	
 

＊インジェクションピペットの作成方法
1.

ガラス管(WPI TW120-4)の両端を軽くアルコールランプであぶり、軽く丸める。

2.

プーラーにセットし、引く(ダイアルの値は装置によってばらつくが、下図のよう
なピペットが望ましい)。
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3.

ピペットをマイクロフォージで下図のように曲げる(20

くらい)と完成。

＊ホールディングピペットの作成方法
1.

ガラス管(ナリシゲ G-1.2)の両端を軽くアルコールランプであぶり、軽く丸める。

2.

プーラーにセットし、引く(ダイアルの値は装置によってばらつく)。

3.

ガラス管の間を垂直に切断する(下図)

	
 
	
 
4.

マイクロフォージでピペットの先を丸める(下図)。
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5.

ピペットをマイクロフォージで下図のように曲げる(20

くらい)と完成。

＊インジェクション装置の設置

図１.マイクロインジェクター全体図	
 
	
  マニピュレーターを、倒立顕微鏡を挟むようにセットする。左側のマニピュレーターは
右下のホールディング圧力調節シリンジにつながっていて、左手で左のマニピュレーター
を操作しながら、ホールディングの圧力を調節できる。
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図 2.ステージ上拡大図	
 
図 1 右下のホールディング圧力調節シリンジは、図 2 左のホールディングピペットとつな
がっており、左手でピペットを操作しながら圧力を調節できるようになっている。
図 1 左のフェムトジェットインジェクターは右のインジェクションピペットとつながって
おり、ホールディングと同様。

	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
図 3.フットスイッチ図	
 
フェムトジェットインジェクターとつながっており、足でこれを踏むことで、目的の間だ
けインジェクションすることが可能。	
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インジェクター
至フェムト	
  

ホールディング

ジェット
至ホールデ
ィング圧力
調節シリンジ
図 4.ステージ上をさらに拡大した図	
 

インジェクター
ホールディング

DNA or RNA…

図 5.図 4 の漫画	
 
	
  胚をホールディングでつかみながら、インジェクターの先を胚に刺す。インジェクター
内の圧力はフェムトジェットで制御されており、フットスイッチを踏んだときのみ、圧力
がかかり、DNA,RNA が出る仕組みになっている。

＊インジェクションの開始
1.

受精卵をインジェクションチャンバー上の培地の中に入れて、インジェクション
を行う。一回にチャンバー上に出す受精卵は 20-50 個が望ましい。15 分を越えて
受精卵を常温に曝すのは避けたい。インジェクションに失敗すると、細胞の内容
物が外に出てくる。3 個連続で失敗した場合は、インジェクションピペットを変え
ることで改善できる。

2.

インジェクション後、翌日までインキュベーター(37℃, CO2 5%)で培養し、2 細胞
になったものだけを、偽妊娠マウスにトランスファーする。
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shRNA による遺伝子ノックダウン法
平手	
  良和、佐々木	
  洋
熊本大学発生医学研究所
分化制御分野
原理
siRNA と呼ばれる 21〜23 塩基長の二本鎖 RNA は、標的となる mRNA を分解することに
よって遺伝子発現を阻害（ノックダウン）する。shRNA は siRNA の前駆二本鎖 RNA で、
ヘアピン構造を持つ。shRNA 配列を U6 あるいは H1 プロモーター下におくことで、RNA
ポリメラーゼ III による転写が行われ、shRNA が合成される。shRNA は Dicer の働きによ
り siRNA となる。着床前胚では、shRNA 発現プラスミッドを環状のまま雄性前核に注入
することで標的遺伝子のノックダウンを行うことができる(Haraguchi et al. Mol. Reprod.
Dev. 68, 17-24 (2004))。この場合、shRNA はゲノムにインテグレートされることなく発現
する。そのため、ゲノムへのインテグレートが前提となるトランスジェニックマウス作成
のように低効率になることもなく、実質的にインジェクションに成功した全ての胚でノッ
クダウンが期待される。shRNA 同様、siRNA のインジェクションによっても着床前胚での
遺伝子ノックダウンを行うことができるが（Kim et al. BBRC 296, 1372-1377 (2002)）、
shRNA プラスミッドには siRNA にはないメリットがある。例えば、shRNA はプラスミッ
ドの形なのでいくらでも増やせて経済的であること。また、ある遺伝子の培養細胞と着床
前胚における働きを知りたい時、shRNA プラスミッドのインテグレートによる ES や EC
細胞由来のノックダウン細胞株の作成とともに、同じ shRNA プラスミッドのインジェクシ
ョンによるノックダウン胚の解析が可能なことが挙げられる。	
 
	
 
I.	
 	
 shRNA プ ラ ス ミ ッ ド 購 入 の 手 引 	
 
shRNA 発現プラスミッドは自作も可能であるが（次項参照）、The RNAi Consortium
(TRC)で作製された shRNA プラスミッドが、MISSION shRNA という名前でシグマ	
 アル
ドリッチから販売されている（http://www.sigmaaldrich.com/）。ヒト 1 万 8 千種類、マウ
ス 1 万 6 千種類の各遺伝子について 5 種類以上の shRNA がデザインされており、50%以上
のノックダウン効果が確認されたクローンには”validated!”の表示がある。ただし、バリデ
ートされているクローンであっても、解析上十分なノックダウン効果を示すとは限らない。
したがって、バリデートされているクローンが数種類ある場合、その中で最も高いノック
ダウン効果を示すクローンを選別する必要がある。選別のためには、293T などの培養細胞
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を用いて shRNA とその標的遺伝子(タグ付き)、および、shRNA による発現レベルへの影
響を受けないコントロール遺伝子の co-transfection を行い、ウェスタンブロットにより標
的遺伝子のノックダウンレベルの検証を行う。あるいは、個々のバリデート付き shRNA の
インジェクションを行い、16-32 細胞期で固定し、標的遺伝子に対する抗体を用いた免疫染
色によってノックダウンレベルの比較を行う。	
 
購入については、1 遺伝子につき 2 クローン以上を購入する場合、5 クローンセットで購
入するほうが割安となる。shRNA による表現型の特異性を確認するために、通常同じ遺伝
子の二つ以上の標的配列に対する shRNA を用いて検証を行うことを考えると、5 クローン
セットで購入するほうが割安である。	
 
TRC の shRNA クローンには、先発の TRC1 と後発の TRC2 バージョンがある。レンチ
ウィルスでノックダウンを行う場合、WPRE 配列が挿入された TRC2 のベクターのほうが
shRNA の発現が高い。TRC1 でノックダウンが確認された shRNA 配列は TRC2 にも含ま
れていることが多いので、shRNA プラスミッドからレンチウィルスを作製する可能性があ
る場合、TRC2 のクローンを選ぶようにする。	
 
	
 
II.	
 	
 shRNA プ ラ ス ミ ッ ド の コ ン ス ト ラ ク シ ョ ン （ shRNA 配 列 が 既 知 の 場 合 ） 	
 
	
  shRNA 配列が既知の場合、TRC で使われている pLKO.1-puro ベクターを使用して、
shRNA プラスミッドを自作することができる。pLKO.1-puro の empty ベクターはシグマ
から入手可能である。(我々は試したことがないが、addgene からも入手可能なようであ
る。)	
 
（参考）pLKO.1 TRC Cloning Vector Protocol (Addgene)
http://www.addgene.org/plko

試 薬 	
 
制限酵素（AgeI、EcoRI）	
 
DNA 精製キット(Zymoclean など)	
 
電気泳動用アガロース	
 
DH5α コンピテントセル	
 
DNA Ligation kit version 2.1 (Takara)
TE (pH8.0)
SOC
アンピシリン含有 LB プレート	
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機 器 	
 
ヒートブロックまたは PCR 装置	
 (95℃)	
 
ウォーターバス(70℃、42℃)	
 
インキュベーター(37℃)	
 
アガロース電気泳動装置	
 
	
 
	
 
操 作 手 順 	
 
1.	
 以下の 2 種類のオリゴ DNA を合成する。	
 
Forward oligo:
5’-CCGG-21bp sense-CTCGAG-21bp antisense-TTTTTG-3’
Reverse oligo:
5’-AATTCAAAAA-21bp sense-CTCGAG-21bp antisense-3’

例えば、shRNA 配列が AATGCCTACGTTAAGCTATAC の場合、オリゴ配列は以下の
ようになる。
Forward oligo:
5’-ccggAATGCCTACGTTAAGCTATACctcgagGTATAGCTTAACGTAGGCATTtttttg3’
Reverse oligo:
5’-aattcaaaaaAATGCCTACGTTAAGCTATACctcgagGTATAGCTTAACGTAGGCATT-3’

2. オリゴ DNA を 20 µM になるよう ddH2O で溶解する。
20 µM Forward oligo

5 µL

20 µM Reverse oligo

5 µL

10x NEB buffer 2

5 µL

ddH2O

35 µL

3. PCR 装置で 95℃、4 分間インキュベートする。	
 
	
 
4. 70℃に設定したウォーターバスに移して 10 分間インキュベート後、ウォーターバスの電
源を切り、室温になるまで数時間放置し、オリゴ DNA をアニーリングさせる。	
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5. pLKO.1-puro を AgeI で消化する。
	
  	
  pLKO.1-puro

6 µg

	
  	
  10x NEB buffer 1

5 µL

	
  	
  AgeI

1 µL

	
  	
  ddH2O で 50 µL に合わせる。

37℃で 2 時間インキュベート。	
 
	
 
6. Zymoclean kit (Zymo research)などを使用して、DNA を精製する。	
 

7. pLKO.1-puro を EcoRI で消化する。
	
  	
  AgeI 消化済 pLKO.1-puro

全量

	
  	
  10x NEB buffer for EcoRI

5 µL

	
  	
  EcoRI

1 µL

	
  	
  ddH2O で 50 µL に合わせる。
	
  	
  37℃で 2 時間インキュベート。	
 
	
 
8. Zymoclean kit などを使用して、DNA を精製する。

9. 0.8%アガロースで電気泳動し、7 kb のバンドを切り出す。

10. Zymoclean kit などを使用して、ゲル片からベクターDNA を抽出・精製する。

11. TE を用いて DNA 濃度を 20 ng/µL に合わせ、分注後、−20℃で保存。	
 
	
 
12. アニールしたオリゴ DNA とベクターのライゲーションを行う。
	
  	
  	
  アニール済みオリゴ DNA

	
  	
 

0.3 µL

	
  	
  	
  AgeI/EcoRI 消化 pLKO.1-puro ベクター

0.3 µL

	
  	
  	
  DNA Ligation kit version 2.1 Solution I

0.6 µL

13. 15℃で 30 分間インキュベートする。	
 
	
 
14. 15 µL の DH5α コンピテントセル(Toyobo)を加え、on ice で 30 分間インキュベート。
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15. 42℃、45 秒間ヒートショック処理。

16. on ice で 2 分間インキュベートする。	
 
	
 
17. 150 µL の SOC を加え、37℃で 1 時間インキュベートする。

18. 50 uL をアンピシリン含有 LB プレートにまく。

19. 37℃で一晩インキュベートする。

20. シングルコロニーをピックアップし、ミニプレップ法でプラスミッド DNA を抽出する。	
 
	
  	
  （注）shRNA プラスミッドは非常に収量が低いことがある。	
 
	
 
III.	
 	
 シ ー ク エ ン ス の 確 認 	
 
shRNA プラスミッドを自作した場合は必ずシークエンスを行う。TRC の shRNA クローン
はシークエンス済みであるが、クローン取り違えの可能性があるので、シークエンスする
ことをお勧めする。	
 
	
 
試 薬 	
 
シークエンスプライマー (配列下記)
BigDye version 3.1
Hi-Di ホルムアミド
3M 酢酸ナトリウム (pH5.2)
125mM EDTA (pH8.0)
99.5%および 70%エタノール
5×seqRxE solution A (Invitrogen #12238)

＊参考
sigma MISSION shRNA 用シークエンスプライマーの配列は以下の通りである。
CGA TAC AAG GCT GTT AGA GAG

装 置 	
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サーマルサイクラー
冷却遠心機
ヒートブロック
シークエンサー	
 (ABI 3730xl など)	
 
	
 
操 作 手 順 	
 
1. 96 well plate に以下の反応 mixture を準備する。
DNA

（150-300 ng）

primer (3 pmol/µL)

2

5×seq. buffer

	
  	
 

4

Big Dye version 3.1

2

ddH2O

	
 
20 µ L

	
  	
  	
  	
  	
  	
 

2. 以下の PCR プログラムで反応を行う。
98℃	
  5 min
	
  ↓
98℃	
  10 sec
60℃	
  4 min
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  ↓
4℃

3. プログラムが終了する前に以下の準備を行う。
・	
 遠心機の冷却	
 
・ホルムアミド（Hi-Di）を溶かす。
・	
 EtOH/EDTA/NaOAc の準備
	
 

3 M NaOAc	
  	
  	
 

	
 

125 mM EDTA	
  	
  2µL
99.5% EtOH	
  	
 

2µL
	
  	
  mixture を作っておく（サンプル+5 くらい。

50µL	
  	
  	
 

mixture は白濁する）

	
 
4.	
 反応済みサンプルに 54 µL/well で上記 mixture を加える	
 
	
 
5.	
 アルミテープでふたをし、転倒混和 4 回。	
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6.	
 遮光し、室温で 15 分置く。	
 
	
 
7.	
 3,000 rpm、45 分、	
 4℃で遠心する。(プレートを使用しないとき max speed, 20 min, 4℃)	
 
	
 
8.	
 プレートを裏返し（プレートの下には紙を敷く）、800 rpm で 10 分間遠心する。	
 
	
 
9.	
 DNA ペレットに 35 µL 70% EtOH を加えて洗浄し、3,000 rpm で 15 分、4℃で遠心す	
  	
  	
  	
  	
  	
 
る。(プレートを使用しないとき max speed, 20 分, 4℃)	
 
	
 
10.	
 プレートを裏返し（プレートの下には紙を敷く）、800 rpm で 10 分間遠心する。	
 
	
 
11. Hi-Di ホルムアミドを 10 µL 加え、DNA を溶解する。	
 
	
 
12.	
 95℃、2 分間で熱変性させる。	
 
	
 
13.	
 5 分間氷冷する。	
 
	
 
14.	
 ABI3730xl シーケンサーにサンプルをセットし、シークエンスを行う。

＊	
 ほとんどの場合この条件で読めるが、shRNA の配列によってはヘアピンの前で止まっ
て読めないことがある。その場合は、以下の条件で試すと読めることが多いが、とても
時間がかかる。	
 
	
 
・	
 mixture
DNA

（150-300 ng）

primer (3 pmol/ul)

2

5×seq. buffer

4

Big Dye version3.1

2

5×seqRxE solution A

4

H 2O
20 µL

(Invitrogen #12238)
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・	
 PCR プログラム
	
  	
  96℃	
  5 min
	
  ↓
	
  50℃

5 sec

	
  60℃

4 min

	
  96℃	
  10 sec
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  60℃	
  10 min
	
  ↓
	
  4℃

Ⅳ.	
 	
 shRNA プラスミッドの精製	
 
Qiagen midi や maxi で精製したプラスミッドをそのまま注入すると若干毒性を持つこと
が多いので、通常のトランスジーンの精製の要領で、アガロースゲル電気泳動により精製
を行う。	
 
（ 参 考 ） Manipulating the Mouse Embryo. A Laboratory Manual. 2nd Edition 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 
(Cold spring harbor laboratory press)
	
 
注意事項：
７０％エタノール、インジェクションバッファーはすべて、フレッシュ milliQ(１分間以
上出しっぱなしにした後で採取する)で作成すること。また、長期(半年など)にファルコン
チューブに保存した injection	
 buffer などは毒性を持つことがあるので、作成後数カ月た
ったら作りかえる。	
 
インジェクションは PBS で行うので、最終的な DNA 濃度の調整には PBS を用いる。
PBS は細胞培養用グレードを用いる。プラスミッド DNA を直接 PBS に溶解するのは困難
なので、一度インジェクションバッファーに溶かすのがよい。	
 
	
 
試 薬 	
 
低融点アガロース	
  (Invitrogen #15517-014 または-022)	
 
エチジウム・ブロマイド（EtBr）	
 
Thermostable β-Agarase (1 unit/µL; ニッポンジーン)
10M-Ammmonium acetate
5M-NaCl
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フェノール・クロロホルム
クロロホルム
2-butanol
Injection buffer (10mM TrisCl pH7.5, 0.1mM EDTA)
99.5%および 70% エタノール
PBS(-)
Millipore MILLEX-GV（SLGV013SL）

器 機 	
 
アガロース電気泳動装置
ウオーターバス	
 68℃,	
 55℃
吸光光度計（nanodrop など）
冷却遠心機	
 
	
 
操 作 手 順 	
 
1.

キ ア ゲ ン で 抽 出 ・ 精 製 し た プ ラ ス ミ ッ ド DNA を 0.9% Low Melting Point
Agarose/TAE で電気泳動する。アガロース由来の毒性を最小限にするために、最終的
に切り出すゲルの体積は可能な限り少なくしたい。そのため、20 µg の DNA を 2-3 cm
の幅のウエル（2-3 ウエル分）にのせて泳動する。その結果、オーバーロードになるの
で、バンドが太くならないように、150V で 1 時間泳動したら止める。ゲルを EtBr で
染色して、Dark Reader あるいは長波長の UV で可視化してバンドを切り出す。バン
ドは、３本見えはずである。移動度が早い物から、covalently closed circular (ccc),
linear, open circular と考えられるので、もっとも移動度が早い (低分子量側)ccc のバ
ンドを切り出す。ゲルはなるべく小さく切りだすこと。

	
 
	
 
2.

68˚C のウオーターバスで 30 min 保温して、ゲルを完全に溶解する。時々撹拌し、室
温で一瞬遠心しておとす操作を繰り返す。蓋の裏などにアガロースを含む溶液がつい
て、冷えて固まらないように注意する。β-agarase は融けたゲルしか分解できない。

3.

55˚C のウオーターバスに入れて 15 分待つ。

	
 
4.

Thermostable β-agarase を 2 µL 添加する。ゲルが冷えて固まらないように、酵素添加

29

後、すばやく撹拌して、ウオーターバスにもどす。混ぜたときに水につからない部分
にゲルがつかないように注意すること。

5.

55˚C でオーバーナイト保温（数時間で消化されるが、通常 o/n で行なっている）	
 
	
 

6.

フェノール抽出(消化したアガロースの沈澱を防ぐため、以下 14 までの操作はすべて
室温で行なう。フェノール等は、必要量をとって、あらかじめ室温に温めておく)。フ
ェノール抽出時は、上層が白濁するので、白濁がなくなるまで遠心すること。	
 

	
 
7.

フェノール：クロロホルム抽出	
 

	
 
8.

必要があれば 2-butanol で抽出して体積を 300µl 以下に減らす。

9.

クロロホルム抽出	
  ｘ２回

10. 最終的な液体の容積をピペットマンで吸って測る。1/3 容の 10 M Anmonium acetate
を加える(終濃度 2.5M)。DNA+Anmonium acetate の容量の２倍容のエタノールを加
える。	
  	
  	
  体積

µL

1/3 vol of 10 M Ammmonium acetate
2 vol of Ethanol (室温)

µL

µL

	
 
11. すぐに室温で遠心、15 krpm, 20 分間。この操作により、消化されたアガロースを除く。
冷えているとアガロースは沈殿してしまう。

12. 上清を捨て、沈殿(柔らかく崩れ易いので注意)に 1 mL の 70% Ethanol を（トランス
ジェニック専用、室温）加え、５分室温で遠心し上清を捨てる。この操作を繰り返し、
合計２回洗う。最後にかるく遠心してエタノールを底に集め、ピペットマンですって
完全にのぞく。	
 
	
 
13. 沈澱に Injection buffer 200 µL を添加し、よく溶かす。	
 
	
 
14. 5M-NaCl を 4 µL、Ethanol を 400 µL 加え、混ぜる。DNA 量が多い場合、ここで、
すぐに沈殿が見える。
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15. -20˚C で１時間冷やす。

16. 遠心 15 krpm, 10 min, 4˚C
	
 
17. 沈殿を 70% Ethanol （トランスジェニック専用、室温）で 12 の要領で２回洗い、エ
タノールを完全にのぞいた後、室温で 5−10 分風乾する。

18. Injection buffer を 42 µl 加え、溶かす

19. 1.5-2 µl とって、nanodrop で濃度を測定する。(blank は	
  injection buffer で行うこと)
	
 
20. 最終濃度	
 10 ng/µL の溶液が 200 µL 以上(250-350 µL)できるように適当量を取って
PBS(-)で希釈。残りは−20℃に保存。

21. Millipore MILLEX-GV	
  （SLGV013SL）で濾過。

22. 40-50 µL ずつ分注し、−20℃で保存。

23. 残りのサンプルの 5 µL (50 ng)を泳動し写真を撮影。
	
 
IV.	
 	
 shRNA プ ラ ス ミ ッ ド の イ ン ジ ェ ク シ ョ ン
RNA プラスミッドは、トランスジェニックマウス作製と同じように雄性前核にインジェク
ションする。DNA インジェクションの詳細については他稿に譲る。Haraguchi ら(2004)に
よると、10 ng/µL の shRNA プラスミッドをインジェクションすることで最も効率的に遺
伝子をノックダウンすることができる。DNA インジェクションなので、ノックダウンはモ
ザイク状になることがある。コントロールとして、non-target shRNA または、egfp shRNA
のインジェクションを必ず行う。いずれもシグマから入手可能である。参考までに、配列
は以下のとおりである。
non-target	
 shRNA（CCGGCAACAAGATGAAGAGCACCAACTCGAGTTGGTGCTCTTCATCTTGTTGTTTTT）
egfp	
 shRNA（CCGGTACAACAGCCACAACGTCTATCTCGAGATAGACGTTGTGGCTGTTGTATTTTT）	
 
	
 
※ダブルノックダウンについて	
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2 種類の遺伝子に対する shRNA プラスミッドを 7.5 ng+7.5 ng の計 15 ng/µL で混ぜてイン
ジェクションすることにより、ダブルノックダウンを行うことが可能である。ただし、15
ng/µL でインジェクションを行うと DNA の毒性のために発生異常になることがある。その
ため、必ず 15 ng/µL の non-target shRNA または egfp shRNA でコントロール実験を行う
こと。
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通電法を用いたインジェクション
文責・高岡勝吉

原 理 	
 
	
  インジェクションピペットの先端から電気を流すことで、インジェクションピペットが
接する細胞膜がもろくなり、割球／細胞への針の導入がスムーズになります。これによっ
て、力学的ダメージが軽減され、受精卵から胚盤胞に至るまでの個々の細胞にインジェク
ションが可能になります。同じような効果をえるもので、ピエゾを用いた方法もあります
が、まだ試したことがないので、どちらがいいのかは不明です。
	
  プロトコールのルーツは、Magdalena Zernica-Goetz 研→Janet Rossant 研→濱田研で
すが、濱田研で所有していた装置に合わせるため、常時電気を流し続けている点等、大幅
な修正を加えています。

機 器 	
 
・	
 微分干渉型倒立顕微鏡（例：Leica DM IRB。 対物レンズ構成は、x2.5/0.07 N PLAN、
x10/0.30FLUOT AR、x40/0.75/PL APO）
・	
 マイクロインジェクション用マニピュレーター(例:Leica 社 マイクロマニピュレーター。
機械式でも電動式でもどちらでも可)
・	
 インジェクションピペット
	
  	
  	
  	
  自作(例：WPI 社製, TW120-4、120F-4)
	
  	
  	
  	
  市販(例：サンキョーメディック社 インジェクションピペット)
	
  	
  	
  	
  のどちらでも可
・	
 フェムトジェットインジェクター(エッペンドルフ)
シリンジ(例：ハミルトン社製,シリンジ オートサンプラー用)でも可
・	
 ホールディングピペット
自作(例：ナリシゲ社製, G-1.2, GD-1.2)
市販(例：サンキョーメディック社 ホールディングピペット)
・	
 ホールディング圧力調節シリンジ
(例：ハミルトン製シリンジ オートサンプラー用)
・	
 免震台(空気圧を用いた免震台がベストだが、αGEL 等の防振素材を敷くことで振動を減
らすことができる)
・	
 プーラー(例：ナリシゲ社製, PN-30。細く鋭い針が必要なのでマグネット式が望ましい)
・	
 マイクロフォージ(例：ナリシゲ社製,MF-900)
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・	
 銀/塩化銀電極(プローブ電極側＆chas 側の両方、WPI 社製,MEH2SFW12,MEH2RW)
・	
 cyto721(WPI 社製、この型番のものは販売終了している, Intracellular amplifier)	
 
	
 
試 薬 	
 
・	
 mRNA(例：ambion 社製, mMessage mMachine kit SP6 を用いて合成)や DNA
・	
 培地(例：Whittingham modified medium, M2, M16 等, SIGMA 社製 )	
 

＊インジェクション装置の設置
	
 

図１.マイクロインジェクター全体図	
 
マニピュレーターを、倒立顕微鏡を挟むようにセットする。左側のマニピュレーターは右
下のホールディング圧力調節シリンジにつながっていて、左手で左のマニピュレーターを
操作しながら、ホールディングの圧力を調節できる。
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図 2.ステージ上拡大図	
 
図 1 右下のホールディング圧力調節シリンジは、図 2 左のホールディングピペットとつな
がっており、左手でピペットを操作しながら圧力を調節できるようになっている。
図 1 左のフェムトジェットインジェクターは右のインジェクションピペットとつながって
おり、ホールディングと同様。また Cyto721 プローブ電極(図 3 左下)も図 2 右のインジェ
クションピペットとつながっている。

図 3.図２の漫画	
 
	
  インジェクションピペット内の白金電極は DNA(RNA)溶液に浸す。
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図 4.cyto721 の図	
 
	
  インジェクションピペットと左下のプローブ電極、培地内の白金電極と chas を接続して
いる。電源を入れた後、全ての装置とインジェクションする胚を準備した後、左上の
(Normal/Break)レバーを Normal にして、電気をかける。

図 5.フットスイッチ	
 
	
  胚をホールディングでつかみながら、インジェクターの先を胚に刺す。インジェクター
内の圧力はフェムトジェットで制御されており、フットスイッチを踏んだときのみ、圧力
がかかり、DNA,RNA が出る仕組みになっている。
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＊インジェクションの開始
1.

上図(図 1~5)のように装置をセッティングする。

2.

インジェクションチャンバー上の培地中に目的の胚を入れる。

3.

cyto721 の電源を入れて、左上の(Normal/Break)レバーを Normal にする。

4.

フェムトジェットの設定を行う。コンスタントフロープレッシャー(Pc)は 15(0 に
するとインジェクションピペット内に培地が逆流するので)、インジェクションプ
レッシャー(Pi)はお好みで。

5.

胚をホールディングピペットでキャッチしながら、インジェクションピペットを
胚に刺す。

6.

核内か細胞質に先端が入れば、フットスイッチを踏んで、目的の量だけ DNA や
RNA を入れる。

7.

胚から素早くインジェクションピペットを抜く。

8.

次の胚に刺す。

9.

一回にチャンバー上に出す受精卵は 20-50 個が望ましい。15 分を越えて受精卵を
常温に曝すのは避けたい。インジェクションに失敗すると、細胞の内容物が外に
出てくる。3 個連続で失敗した場合は、インジェクションピペットを変えることで
改善できる。

10. インジェクションピペットの細胞への入りやすさ（電流の量）は図 4 の capacity
で調節できる。
11. インジェクション後、翌日までインキュベーター（37℃, CO2 5%）で培養し、2
細胞になったものだけを、偽妊娠マウスにトランスファーする。
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凝集キメラを用いたキメラマウスの作製
原 理 	
 
2 種類の遺伝的に異なる 8 細胞期胚の透明帯を除去し、物理的に接触させて培養すると、凝
集塊ができる。この凝集胚を、仮親へ移植すると、2 種類の遺伝的に異なる細胞からなるキ
メラ個体を作製することができる（Tarkowski, AK, 1961）。8 細胞期の 2 倍体胚間で凝集
キメラを作製した場合、どちらの胚も胚体外組織を含むすべての細胞系譜に寄与する能力
がある。近年、ノックアウトマウスなどの遺伝子変異マウスの表現型解析を目的に、野生
型細胞の存在下における変異細胞の動態や挙動を詳細に検討するためには、重要な手法の
一つとなりつつある。ヘテロ変異マウス同士を交配し、得られた 8 細胞変異胚と野生型 8
細胞期胚とを凝集させたキメラ胚を解析することによって、注目する変異型細胞の表現型
が細胞自律的か、非自律的かを決定することができる。注意すべき点として、ES 細胞注入
キメラとは異なり、2 倍体胚間凝集キメラは、どちら由来の細胞でも、すべての細胞系譜に
寄与可能なため、遺伝子型決定を胚体外組織である卵黄嚢内胚葉などを用いて行うことが
できない。従って、解析に先立って、ホモ変異胚由来であることを判別できるような適当
な分子マーカーが必要となる。また、使用する野生型 8 細胞期胚として、GFP やβ-gal 遺伝
子をユビキタスに発現するトランスジェニックマウスを利用することで、野生型及び変異
型細胞のキメラマウス内での分布を容易に同定することが可能である。
詳 細 は 、 Nagy, A., Gertsenstein, M., Vintersten, K., and Behringer, R. (2003).
Manipulating the Mouse Embryo. A Laboratory Manual. 3rd ed. (Cold Spring Harbor
NY, Cold Spring Harbor Laboratory Press) などを参照すること。

試 薬 	
 
・KSOM/AA 培養液
・胚培養試験済み軽質ミネラルオイル(Sigma M8410 等)
・酸性タイロード液（Sigma T1788 等）（小分けして-20℃保管）
・M2 培養液

機 器 	
 
・炭酸ガスインキュベーター
・実体顕微鏡

操 作 手 順 	
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（ I） 	
 

1.

凝集用プレートの作製

KSOM/AA 培養液の小滴（15 µl 程度）を 35 mm プラスチックディシュの中にい
くつか並べる。胚培養試験済み軽質ミネラルオイルで小滴を完全に覆う。

2.

37℃ CO2 インキュベーター内に 1 時間程度静置して、培養液などが安定するのを
待つ。凝集用ニードル（DN-90, BLS 社）をエタノールで消毒後、実体顕微鏡下で、
35mm プラスチックディシュの中に突き刺し、胚を凝集させるための深いくぼみ
を彫る。1 枚あたり、30 個ほどのくぼみをもつディシュを、凝集キメラ作製予定
数分だけ（数枚程度）作製する。

3.

使用するまでの間、数時間~1 晩、37℃ CO2 インキュベーター内に静置し、平衡
状態にしておく。

（ II） 	
 

1.

透明帯の除去

プラスチックディシュの中に、M2 培養液 2 滴と酸性タイロード液の 3 滴、１滴あ
たり 50~100 µl 量を置く。胚盤胞胚を M2 培養液小滴中に入れ、酸性タイロード
小滴液中に、ピペットを用いて数秒間隔で、順次 3 回浸した後、新しい M2 培養
液中に入れる。

2.

胚盤胞胚を M2 培養液内でピペッティングすることで、透明体を完全に除去した
後、別なプラスチックディッシュ上に移し、追加の 2~3 滴の M2 培養液内で十分
に洗浄する。

3.

胚盤胞は、更に、2~3 滴の KSOM/AA 中でも洗浄する。洗浄を終えた胚は、くっ
つき易いので、ある程度の間隔をあけて、大きな培養液ドロップ中に置く。凝集
用プレートに移すまでに、KSOM/AA 中でインキュベーターに保管する。

（ III） 	
 

2 倍体胚間の凝集胚の作製
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1.

キメラを作製したい 2 種類の胚を凝集用ディシュの 1 つのくぼみに移す。

2.

2 種類の胚が物理的に接触することを確認し、24 時間、37℃ 5% CO2 インキュベ
ーター内に静置し、凝集胚を培養する。

3.

翌日、胚の生存を確認後、交配後 2.5 日目の偽妊娠したメスの子宮に移植する。
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着床前胚の蛍光免疫染色
原理
抗原タンパク質に対する一次抗体の特異的結合と、一次抗体の免疫グロブリンを認識する
蛍光標識二次抗体を利用して、タンパク質発現を蛍光シグナルにより観察する方法である。

試 薬 	
 
M2 medium (Sigma M7167)
PBS + 0.2% goat serum
PBS + 2% goat serum
PBS + 0.2% TritonX-100
40% glycerol in PBS
一次抗体：抗原を特異的に認識する抗体。
蛍光標識二次抗体：一次抗体の免疫グロブリンを認識する蛍光標識された抗体。
核染色蛍光色素（DAPI, Hoechest など）
Mineral oil, mouse embryo tested (Sigma M8410)

機 器 	
 
解剖・胚操作用の実体顕微鏡
観察用の共焦点レーザー顕微鏡など
4ºC 冷蔵庫

操 作 手 順 	
 
注意事項：
胚は未コートのプラスチックディッシュの上に、各バッファーのドロップを作り
（80~100µl）、その中を移動させていく。
胚の移動には適度に引き伸ばした glass capillary を用いる。次に処理するバッファーを先
に吸い、その後に胚を吸って移動させていく。

（ I） 	
 

1 日 目 	
  胚 の 固 定 、 Perm eabilization、 ブ ロ ッ キ ン グ 、 一 次 抗 体 反 応

1.

着床前胚を M2 medium 中に回収する。

2.

4% PFA で 30 分間固定する。
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3.

胚を PBS + 0.2% goat serum で洗浄する。2 分間 x 3 回。

4.

胚を PBS + 0.2% Triton X-100 で 30 分間処理する（Triton X-100 によりドロッ
プだと表面張力が保たれずに広がってしまうため、3.5 cm Dish に PBS + 0.2%
Triton X-100 を 2ml 程加えて用いる）。

5.

胚を PBS + 0.2% goat serum で洗浄する（前ステップと同様に 3.5 cm Dish を用
いる）。2 分間。

6.

胚を PBS + 0.2% goat serum で洗浄する。2 分間 x 3 回。

7.

胚を PBS + 2% goat serum で 30 分間ブロッキングする。

8.

一次抗体をブロッキングバッファー（PBS +2% goat serum）で適度に希釈し、胚
と反応させる。２つの一次抗体を反応させる場合は、作製動物種が異なることを
確認しておく。ドロップはミネラルオイルでカバーし、乾燥を防ぐ。4ºC, Over
night。

（ II） 	
 

2 日 目 	
  胚 の 洗 浄 、 二 次 抗 体 反 応 、 洗 浄 、 観 察

1.

胚を PBS + 0.2% goat serum で洗浄する。2 分間 x 3 回。

2.

蛍光標識二次抗体をブロッキングバッファー（PBS +2% goat serum）で適度に希
釈し、胚と反応させる。２つの二次抗体を反応させる場合は、標識蛍光色素の励
起光が重ならないように選択する（Alexa488 vs Alexa594 など）。ドロップはミネ
ラルオイルでカバーし、乾燥を防ぐ。RT, 1 時間。

3.

胚を PBS + 0.2% goat serum で洗浄する。2 分間 x 3 回。

4.

胚を 40% glycerol/PBS で置換する。10 分間 x 2 回。

5.

核を DAPI or Hoechest/40% glycerol/PBS で染色する。10 分間。
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6.

胚を 40% glycerol/PBS の入った 35mm glass bottom dish に移動させる。

7.

共焦点顕微鏡で胚を観察する。

・一次抗体の反応を室温で 1 ~ 2 時間で行っても良い。

・一次抗体の種類が異なるサンプルを同時に扱う際は、それぞれ異なる glass capillary を
用いる。

・シグナルが弱い場合は、蛍光シグナルを増幅するために、Peroxidase 標識二次抗体と蛍
光標識チラミドを利用する方法など試みる価値はある。
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Recombineering 法による BAC・プラスミッド DNA の改変
原理
Neal G. Copeland らによって開発された方法（PNAS 97, 5978-5983, 2000）で、λファー
ジの持つ DNA 組換え酵素を利用して、大腸菌内で相同組換えを起こすことにより、BAC
やプラスミッドの改変を行なう方法である。λPL プロモーターの制御下に組換え遺伝子 exo,

bet, gam を発現する様に、増殖能を持たなくしたλファージを大腸菌のゲノムに組み込ん
である。 このプロモーターからの遺伝子発現は、cI857 という温度感受性のレプレッサー
蛋白によって制御されており、32℃の培養条件では、組換え遺伝子の発現は抑制されてい
るが、42℃で１５分処理することにより、十分な量の組換え蛋白が作られる。exo は 5’-3’
エキソヌクレアーゼで DNA 断片の末端を１本鎖にする。bet は作られた１本鎖 DNA を保
護する。gam は大腸菌の RecBCD を阻害することにより、導入した直鎖化 DNA の分解を
防ぐ。
最新の情報や試薬は recombineering のホームページ http://recombineering.ncifcrf.gov/か
ら入手できる。

試 薬 	
 
大腸菌：SW102---DH10B 由来で、Becombineering の組換え酵素の遺伝子を持つ。
滅菌済み MilliQ： 50ml のファルコンチューブに 35-40ml 程度入れ、氷で十分に冷却して
おく。

機 器 	
 
１５ｍｌのファルコンチューブ（氷で十分に冷却しておく）
200ml の三角フラスコ（大腸菌の培養用）
42℃のウオーターバス（shake できるもの）
トミーの小型の遠心機に、ファルコン用のローターをいれ、0℃に設定しておく。
BIORAD Gene pulser、キュベットは氷上で冷却。

操 作 手 順 	
 
注意事項：
指示がない限り、すべての操作を 0℃、氷水中あるいは氷上で行う。また、ボルテックス等
の激しい操作は行なわないこと。
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（ III） 	
 
1.

SW 102 コ ン ピ テ ン ト セ ル の 作 成

2 ないし 4ml の LB（＋抗生物質）で、32℃ 、 200rpm で（BAC/プラスミッド
を持った）SW102 の前培養を 1 晩行なう。菌がコンフルエントになっていること。

2.

200ml の三角フラスコに 30ml の LB（＋抗生物質）と前培養液 0.6ｍｌを加え、
32℃ 、 200rpm で培養する。

3.

定期的に OD600 を測定（培養に用いたのと同じロットの LB をブランクにする事）
し、OD600=0.6 になったところで、次のステップに進む。実際には、培養開始後
3.5 時間を目安として培養を止めているが、現在まで良好な結果を得ている。

4.

フラスコを 42℃のウオーターバスにつけて、正確に 15 分間静かに震とう培養を
続ける。

5.

フラスコを氷水に 10 分間つけて、よく冷やす。静かに震とうしてよく冷やす。42℃
のウオーターバスの水を入れ替えて、氷をいれて震とうしてもよい。

6.

培養液を１２ｍｌ取って、冷却してある１５ｍｌのファルコンチューブに入れ、
トミーの小型遠心機で、3000rpm、0℃、5 分間遠心する。

7.

デカンテーションにより、上清を捨てる。最後に少しふって、ファルコンの口の
部分にたまっている液体を振り落とす。

8.

冷却した milliQ を１ｍｌ加え、氷水中で、円を描く様に静かにふって沈澱をほぐ
す。ウオーターバスの水を入れ替えて、氷水にしてある場合、これを用いてを震
とうしてもよいが、あわ立たない様に注意する。沈澱がほぐれるまで、10 分以上
かかる。（くわえる milliQ の量を少なくした方が、沈澱が早くほぐれる様に思わ
れる）

9.

沈澱が完全にほぐれたら、冷却してある milliQ を９ml（合計 10ml）加え、2-3
回転倒混和する。

10. トミーの小型遠心機で、3000rpm、0℃、5 分間遠心する。
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11. ７‐８を繰り返す。（合計 2 回 milliQ で洗うことになる）

12. 最後は、ファルコンの口に残っている液体をペーパータオルに吸い込ませて除く。

13. およそ、50-100ul の上清が残るので、沈澱をこれに静かに懸濁する。最初に比べ
ると比較的早く懸濁できるはずである。出来上がったコンピテントセルは保存で
きないので、なるべく早く（数時間の内に）使用する。

（ IV） 	
 

エレクトロポレーション

1.

エッペンチューブを氷上でよく冷却し、コンピテントセルを 50ul いれる。

2.

導入したい DNA(50-300ng 程度)をコンピテントセルの中に加え、ピペットマンの
先で静かに混ぜる。

[注意]BAC DNA は大きく、粘性が高いので、導入効率は非常に低い。SW102 に導入
する際には、BAC が分解していないことと、コンピテントセルとよく混ざってい
ることが重要である。そのため、DNA は手でミニプレップし、冷凍保存すること、
また、コンピテントセルの中央に加えてよく混ぜることが大切である。

3.

ジーンパルサーを次の条件にセットする。
Voltage: 1.75kV
Capacitance: 25uF
Resistance: 200Ω

4.

コンピテントセル・DNA を冷却したキュベット（１ｍｍ）のそこに入れ、外部の
水滴をペーパータオルなどで速やかに拭きとり、ジーンパルサーにセットして、
パルスを加える。

5.

すぐに LB	
  1ml を加えて大腸菌液を回収し、カルチャーチューブに入れて、32℃ 、
200rpm で 1 時間震とう培養する。

6.

培養液を 10ul, 100ul, 残りの 3 種類に分けて LB+抗生物質のプレートにまく。こ
の場合の抗生物質は、導入した DNA 断片に存在しているものだけにする。32℃
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で培養する。

7.

翌日、コロニーを十分大きくしてから、ミニプレップのための培養を行なう（大
腸菌の増殖が、通常のものに比較して遅い様に思われる）。ミニプレップに用いる
コロニーの大きさは大小取り混ぜておいた方がよい。

8.

場合によっては、元のプラスミッドに由来するバンドが顕著に見られる場合があ
るが、それが、無視できるものを選んで次のステップに進む。また、いずれのク
ローンも無視できない場合には、ミニプレップしたプラスミッドを大腸菌に再導
入して用いる

9.

大きなプラスミッドを作成している場合は、各段階の大腸菌のグリセロールスト
ックを作成しておいた方がよい。
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コンディショナル・ターゲティングベクターの迅速作製法	
 
	
 
概 要 	
 
コンディショナル・ターゲティングベクターの作製にあたりゲノム上に loxP サイトを導入するには、
適切な位置に制限酵素切断部位を設けて loxP リンカーを挿入する、といった比較的面倒な作業
が必要になる。そこで我々は TAKARA/Clontech 社の In-Fusion™ HD Cloning Kit を利用し、簡便
に、しかも制限酵素切断部位によらず好きな位置を選んで loxP サイトを導入する方法で、コンディ
ショナル・ターゲティングベクターを作製している。
In-Fusion™ HD Cloning Kit(TAKARA/Clontech)は、末端に最小 15 塩基の相同領域を持つ複
数の直鎖 DNA 断片を融合・連結するシステムである。これを利用して、High-Fidelity の PCR で作
製したホモロジーアーム断片を、制限酵素もライゲースも使用せずにターゲティングベクターにクロ
ーニングする。このとき、PCR プライマーの 5ʼ端にあらかじめ loxP 配列の一部を組み込んでおき、
In-Fusion™反応によって、一気に PCR 断片の連結部に loxP 配列が出来上がるように設計するの
がポイントである。
以下に示す例は、薬剤耐性マーカー遺伝子として Puromycin を搭載したクローニングベクター
（LF-Pgk-puro-F in pMulti）を用意し、In-Fusion キットによるコンディショナル・ターゲティングベク
ターの作製を行ったものである。

試 薬 	
 
In-Fusion™ HD Cloning Kit (TAKARA/Clontech)
High-Fidelity PCR 酵素 (TAKARA 社 PrimeStar シリーズ、TOYOBO 社 KOD シリーズ etc.)
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ベ ク タ ー 設 計 	
 
右図クローニングベクターの２カ所のマ
ルチクローニングサイトに、それぞれ、相同
組替えのためのホモロジー配列(long arm と
short arm)をクローニングする。この例では、
AscI と PacI の間に 5 kb の long arm 配列を
クローニングする。なお、long arm を 3 kb と
2 kb に内分する位置に、loxP 配列が挿入さ
れる設計となっている（右下図）。

操 作 手 順 	
 
1.

右上図のクローニングベクター(LF-Pgk-puro-F in pMulti)を、AscI 及び PacI で消化してリニア
ライズする。

2.

long arm(5 kb)内の断片①(3 kb)と断片②(2 kb)
を、それぞれ別個に増幅できるように PCR プラ
イマーを設計する。このとき、各プライマー配列
の 5ʼ側に In-Fusion 反応のための通常 15~20
塩基の相同配列を付加する。実際に用いたプ
ライマー配列は、以下の通りである。

断片①
Upper primer 1 (52 mer):ベクターの AscI 側断端 20 塩基と相同な配列を含む。
5ʼ-GAGCTCGTTTAAACGGCGCGCC-genome sequence (30 mer)
AscI

Lower primer 1 (56 mer)：loxP 配列の一部を含む。
5ʼ-GTATAgcatacatTATACGAAGTTAT-genome sequence (30 mer)

断片②
Upper primer 2 (56mer)：loxP 配列の一部を含む。
5ʼ-GTATAatgtatgcTATACGAAGTTAT-genome sequence (30 mer)
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Lower primer 2 (50 mer):ベクターの PacI 側断端 15 塩基と相同な配列を含む。
5ʼ- ATACCGTCGACCTTAATTAA-genome sequence (30 mer)
PacI

断片①の Lower primer 1 側と断片②の Upper primer 2 側が In-Fusion 反応で融合するとき、loxP
全長配列が生成するようにプライマー設計を行っている（下図参照）。プライマー設計の際には、
新たに生成される loxP 配列が、既にクローニングベクター（LF-Pgk-puro-F in pMulti）に組み込ま
れている loxP 配列と同じ向きになるように注意する。
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3.

PCR は High-Fidelity の酵素 (TAKARA 社 PrimeStar™シリーズ、TOYOBO 社 KOD シリーズ
etc.)を使用し、ゲノム DNA もしくは BAC を鋳型として増幅する。

4.

PCR 増幅によって得られた断片①と断片②、及び 1.でリニアライズしたクローニングベクター
の三者をそれぞれ精製したのち、In-Fusion 反応で三者を一気に融合させ、「断片①-loxP断片②」の構築がベクターの AscI-PacI 間に挿入された形にする。なお、In-Fusion™反応はキ
ットの Manufacturerʼs protocol に従って実施する。

5.

接合部の配列をシークエンスにより確認する。

6.

一方、loxP 配列の挿入が不要な Short arm の方は、PCR で増幅したゲノム断片を、In-Fusion
法、もしくは通常の制限酵素切断-ライゲーション法により、もう一方のマルチクローニングサイ
トに挿入する。

（文責：國府 力）
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Mini-transposon を用いたターゲティングベクターの構築
原 理 	
 
transposase の認識配列を両端にもつ DNA 断片を作成し、ターゲット DNA の様々な箇所
に挿入することができる。in vitro で反応をさせることが可能であり、必要な Tn5 や Tn7
由来の transposase complex がコマーシャルに販売されるようになって簡便に本方法を利
用できるようになっている。ターゲティングコンストラクトを作成する場合、マウスゲノ
ムのある範囲を plasmid などに subcloning し、そのあと、G418/Kan 耐性遺伝子や lox P, Frt
配列をもつ mini-transposon を本方法を用いて組み込むことで目的とするターゲティング
ベクターを容易に作成することができる。
	
  Tn5 や Tn7 trasnposase の特色としてターゲット DNA の数百万塩基対をサーベイし、
認 識 配 列 に あ た る と DNA か ら 解 離 す る こ と が 知 ら れ て い る 。 し た が っ て こ れ ら の
transposon は数百万塩基対にたかだかひとつしか挿入されないこととなる(Peters and
Craig, 2001)。in vitro の反応でもこの性質が保持されているので plasmid base での実験で
は２カ所以上に挿入された分子はほとんど無いとされている。経験上１−２％の割合でダブ
ルに挿入されたクローンが出てくるが実質的には問題とならない。
	
  BAC 上での相同組換えを用いて選択マーカや lox P などのモジュールを組み込む方法で
は、ひとつの実験でデザインしたコンストラクトひとつのみが作成される。本方法では様々
な場所にモジュールが組み込まれたセットが一晩で作成され、大腸菌ストックのかたちで
保存できる。異なる allele を作成したい場合や、あるコンストラクトのターゲティング効
率が低い、あるいは PCR が困難などの問題が出てきた場合に別のコンストラクトに乗り換
えることができる。

試 薬 	
 
・	
 EZ-Tn5 transposase (Epicentre TNP92110)
・	
 TnsABC* (New England Biolab): 本稿を作成する際に NEB 社の web サイトで確認し
ようとしたところ、この酵素が discontinued になっていて代替品が見つからない。NEB
社に問い合わせたところ、製造元から販売許可が下りないとのことで再開の目処がたた
ないとのこと。pGPS21loxFrtNeo を Tn7 由来ではないもの（例えば Mu など）に version
up する必要がある。一応、Tn5 由来の PGK-EM7-G418 も作ってあるが、それを用いて
遺伝子改変マウス作成までは至っていません。
・	
 mini-transposon: pGPS21loxFRTNeo (Aoyama et al., 2005)
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・	
 pMODloxZeoΔAmp3 (Aoyama et al., 2005): pUC ori をもつ plasmid で lox P-Zeo-lox P
の minitransposon (Tn5 由来)をもつ。Amp 耐性は破壊している。Zeo (50-100 mg/ml)
耐性。通常の E. coli で生育可能。Addgene に寄託済み(執筆時点で entry number がも
らえていません)。
・	
 Plasmid miniprep/制限酵素での check など、通常の分子生物学実験の基本試薬と設備
・	
 Promega Wizard システム、QIAGEN などの 96 well で plasmid isolation ができるシ
ステムがあると効率的。
・	
 大腸菌：BAC maintenance 用に開発された DH10B を用いている。pUC ベースの多コ
ピーベクターであっても 25-kb まで維持、増殖できている。大きな plasmid を持たせた
場合には培養温度を 32℃にしている。
・	
 pGPS21 base の plasmid を殖やすには pir-116 遺伝子をもつ大腸菌（EC100D pir-116:
Epicentre から入手可能）が必要。
・	
 大腸菌生育用培地 GS96 (MP Biomedicals)、寒天培地 (LB-low salt: 5g NaCl per l:
Lennox formula)
・	
 抗生物質：Amp (50 mg/ml in 50 % ethanol), Kan (25 mg/ml in DW), Tet (12.5 mg/ml
70 % ethanol), Chm (12.5 mg/ml in 70 % ethanol), Zeo (100 mg/ml solution from
Invitrogen: Zeo is highly carcinogenic!). Zeocin は低塩濃度培地を要求するとされてい
るので Lennox LB を使う。
・	
 sequence primer :
MODNeoCla 5’-TGCAGCCCGGGTACCGAGCTCGAATTCATC-3’
MODNeoSal 5’-CGAAGTTATGTCGACCTGCAGGCATGCAAG-3’
GPS-N2 5’- TCAGTTTACAACTATTCTGTCTAGTTTAAG-3’
GPS-S2 5’- GTTCCCATCTATTTTGTCACTCTTCCCTAA-3’
MODNeoXXX は pMODloxNeoDAmp3 の 挿 入 サ イ ト の チ ェ ッ ク に 、 GPS-X2 は
pGPS21loxFRTNeo の挿入サイトのチェックに用いる。

操 作 手 順 	
 
１．	
 pMODloxZeo3Damp を Pvu II で切断、電気泳動で 0.84-kb の断片を回収、適当な方
法でアガロースより精製する。私たちは QIAGEN gel purification kit で精製している。
２．	
 acceptor vector と mini-transposon を反応させる。
1 µl 10 x reaction buffer (添付のもの)
0.4 µg acceptor DNA（オーダーがあっていればよい）
0.04 µg minitransposon （オーダーがあっていればよい）
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1 µl EZ-Tn5 transposase
final 10 µl w/ MilliQ

・37℃で２時間、反応後、1 µl stop soln を加え、vortex
・90 µl TE, 100 ul phenol/chloroform を加え vortex, 遠心分離、水相を新しい
チューブへ
・1 µl 20 mg/ml glycogen, 10 µl 10 M NH4OAc を加え vortex, 250 µl ethanol を
加え vortex
・遠心分離でペレットを回収、70 % ethanol で一回洗浄
ethanol を飛ばしたあと、10 µl の milliQ 水もしくは 1 mM Hepes-Na (pH 7.2)に
溶解
・このうち、2 µl を大腸菌に electroporation で導入。SOC 培地で２時間、32℃
で生育後、適当に希釈して LB+Zeo+Amp プレートに播く。32℃で一晩~24 時間、
培養。
・10- ~ 20-kb のサイズの acceptor の場合、100 個程度のコロニーを拾えば全領域
をカバーできる（500-bp、塩基配列が読めるとした場合）。大腸菌を 24 well plate
で 1ml/well の GS96+Zeo 培地で培養する。クラボウの DNA 単離装置があるので
使用している。現有機器の状況に合わせて培養容器や方法を検討して下さい。
・plasmid miniprep 後、minitransposon の両端に anneal する primer を用いて
sequence を読み、minitransposon の挿入位置を決定する。

3.5 µl 5x sequence buffer (400 mM Tris-Cl pH 9, 10 mM MgCl2)
1 µl miniprep DNA
20 pmole primer (ABI protocol より増えている)
1 µl BigDye ver 3.1
final 20 µl, with DDW

96℃ 5 sec/60℃ 4 min
の反応条件で 60-99 cycle。99 cycle だと 10 時間ほどかかるのでスタートの時刻と
翌朝の開始時刻で適宜調整すればよい。

PCR 反応後、EtOH 沈殿などで未反応 dye を取り除き、シークエンサーにかける。
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私たちは 96 well titer plate が遠心できる遠心機を用い、PCR plate ごと、3500
rpm 20 min で EtOH 沈殿、70 % EtOH 洗浄（２回）を行い、ABI3100 で読んで
いるが問題なく sequence が得られている。

sequence 解析ソフトを用いて各クローンの挿入位置を決定すると同時に、ターゲティング
ベクターの構造に問題がないかをチェックする。

Zeo 領域を欠損させて lox P をひとつにする場合には、in vitro で Cre recombinase を作用
させる方法、あるいは Cre を発現する大腸菌に transformation して回収する方法、どちら
でも構わない。どちらの場合でも、Cre recombinase の反応産物は様々な混合物で電気泳
動してもスメアな像しか得られないが、反応産物を通常の大腸菌 (DH10B など)に再導入す
ると１種類の plasmid のみになる（Zeo で選択してはいけない）。
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ES 細胞の培養と相同組換え
竹本龍也（大阪大学）	
 
奥田智彦	
 (大阪大学、現・塩野義製薬株式会社)	
 
原 理 	
 
	
  相同組換えは、DNA 配列が一定の長さにわたって同一である部位でおこる組換えであり、
この反応を利用して、染色体の数 kb にわたる領域を別の塩基配列によって置換することが
可能である。これを応用して染色体上にある特定の遺伝子の改変を行うのが遺伝子ターゲ
ティングである。ES 細胞を用いて相同組換えを行い、組換え ES 細胞を初期胚に導入する
ことで、目的遺伝子を改変した個体を作成することができる。ES 細胞での相同組換えを成
功させるためには、(i)ES 細胞の未分化能を保持したまま培養すること、(ii)組換え体を効率
よく同定することである。ここでは、ES 細胞の培養法、ターゲティングベクターの導入、
相同組換え体のスクリーニングの方法を示す。
	
 
ES 細 胞 の 培 養
	
  ES 細胞の未分化状態を維持するために、Leukemia Inhibitory Factor (LIF)を培養液中
に添加する。さらに feeder 細胞を下敷きとして一緒に培養することで、より安定に ES 細
胞を維持することが可能である。Feeder 細胞としては、マウス胎児繊維芽細胞(MEF)や
STO 細胞を用いる。組換え体のスクリーニングに使用する薬剤に対し、耐性になるように
改変しておく。ここでは NHL7 細胞(Neo 耐性遺伝子・Hyg 耐性遺伝子・mLIF 遺伝子の発
現ベクターを導入した STO 細胞)を使用する。Feeder 細胞として用いる際には、マイトマ
イシン C 処理、あるいは γ 線照射を行い、細胞増殖を停止させておく。ES 細胞は非常に増
殖が早くまた解糖系による代謝が高いので、培養液の交換は毎日 2 回行う。また、高密度
または低密度での培養は細胞を分化させ、また染色体の安定性を損なうので、2 日ごとに経
代する。
	
 
ES 細 胞 へ の タ ー ゲ テ ィ ン グ ベ ク タ ー の 導 入 	
 
	
  エレクトロポレーションにより ES 細胞へターゲティングベクターを導入する。ES 細胞
は、トリプシン処理を行い単一細胞にしておく。この際、後で述べるよううに、Feeder 細
胞の培養皿への接着性を利用して、できるだけ Feeder 細胞を除去しておく。
	
 
相 同 組 換 え 体 の ス ク リ ー ニ ン グ 	
 
	
  導入されるターゲティングベクターには、薬剤耐性遺伝子が選別マーカーとして用いら
れることが多い。ここではネオマイシン耐性遺伝子を利用した場合を例に示す。
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試 薬 	
 
・	
 ES 細胞（R1(Nagy, A), R-CMTI-1(DS ファーマバイオメディカル) など）
・	
 Feeder 細胞 (STO 細胞 (NHL7; Neo-R, LIF-+, from Kondoh’s Lab.), MEF (Neo-R)
など)
・	
 DMEM (High Glucose, L-Glutamine, NaHCO3 含有)・・・ES１系統あたり 5L 程度
DMEM-20 :ES 用 (DMEM 400 ml, FBS 100 ml, +PS, +b-Mercaptoethanol (3.5
µl/500 ml), +NEAA, +Nuc, +LIF ( 107 units/ml を 50 µl/500 ml))
	
  	
  	
  ES 細胞選択時には、さらに 50x G418 を 10 ml 加える。
DMEM-10 :Feeder 用 (DMEM 450 ml, FBS 50 ml, +PS)	
 
	
 
・	
 FBS (ES 用)・・・ES１系統あたり 1.5L 程度
・	
 FBS (Feeder 用)・・ES１系統あたり 0.2L 程度、ES 用のものと共有できればそれで
もよい。	
 
・	
 100x NEAA (non-essential amino acids) solution・・・Invitrogen #11140-050 も可
Glycine
75 mg
L-Alanine
89 mg
L-Asparagine H2O
150 mg
L-Aspartic Acid
133 mg
L-Glutamic Acid
167.6 mg
L-Proline
115 mg
L-Serine
105 mg /100 ml DW, 濾過滅菌
10 ml ずつ分注、Store at –20 °C	
 
・	
 100x Nucleoside
Adenosine
80 mg
Guanosine
85 mg
Cytidine
73 mg
Uridine
73 mg
Thymidine
24 mg /100 ml DW, 濾過滅菌
10 ml ずつ分注、Store at –20 °C	
 
・	
 b-Mercaptoethanol
・	
 LIF (Murine Leukemia Inhibitory Factor); ESGRO (Invitrogen)	
  	
  107 units/ml
のもの
・	
 10x CMF (Ca2+, Mg2+ Free; PBS の代替)
NaCl
40 g
KCl
2g
Na2HPO4・12H2O
0.6 g
Glucose
5g
Phenol Red
5 mg /500 ml DW, オートクレーブ
Add 1N NaOH to adjust pH to 7.4 (オレンジ色)	
 
	
 
・	
 10x HCMF (HEPES 入り CMF)
HEPES
NaCl
KCl
Na2HPO4・12H2O
Glucose

11.9 g (Final conc. 10 mM)
40 g
2g
0.6 g
5g
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Phenol Red
5 mg
Add 1N NaOH to adjust pH to 7.4	
 
	
 
・1x CMF
10x CMF
50 ml
Autoclaved DW
450 ml
Add 1N NaOH to adjust pH to 7.4	
 
	
 
・	
 1x CMF-EDTA
10x CMF
50 ml
0.5 M EDTA
1 ml
Autoclaved DW
449 ml
Add 1N NaOH to adjust pH to 7.4

/500 ml DW, オートクレーブ

/500 ml

(Final conc. 1 mM)
/500 ml

・1x HCMF
10x HCMF
50 ml
Autoclaved DW
450 ml /500 ml
Add 1N NaOH to adjust pH to 7.4	
 
	
 
・	
 1x HBSS (HCMF +Ca2+, Mg2+)
10x HCMF
50 ml
CaCl2
0.07 g (Final conc. 1 mM)
MgSO4・7H20
0.123 g (Final conc. 1 mM)
Autoclaved DW
450 ml /500 ml
Add 1N NaOH to adjust pH to 7.4	
 
	
 
・	
 0.1% Gelatin solution (ゼラチンコート済み dish を用いる場合は不要)
gelatin (Sigma)
0.5 g /500 ml DW, オートクレーブ	
 
	
 
・	
 10x Trypsin-EDTA (Roche)
0.5% Trypsin
10 ml ずつ分注, Store at –20 °C
・	
 1000x PS (penicillin, streptomycin)
Penicillin G potassium (Meiji)
Streptomycin sulfate (Meiji)

106 units
1 g /10 ml DW、濾過滅菌
1 ml ずつ分注、Store at –20 °C

・	
 1M HEPES・・・Invitrogen#15630-106 も可
HEPES
23.8 g
Phenol Red
1 mg /100 ml DW, オートクレーブ
Add 1N NaOH to adjust pH to 7.4 (オレンジ)	
 
	
 
・	
 2x Freezing Medium (Exp. for 2 weeks)
D-20
39 ml
1M HEPES
1 ml
DMSO (Hybri-Max, Sigma)
10 ml /50 ml
1N NaOH
数滴 （to adjust pH to 7.4）
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・	
 50x G418 Solution（ネオマイシン耐性遺伝子をもつベクターの場合）
G418 (Geneticin, Sigma)
1.25 g (実効重量、実重量の 70%程度)
10x CMF
10 ml
1M HEPES
1 ml /100 ml
1N NaOH
数滴 （to adjust pH to 7.4）濾過滅菌
10 ml ずつ分注、Store at –20 °C

・	
 Mitomycin C Solution
Mitomycin C (Sigma)
2 mg (1 バイアル)
1x CMF
2 ml バイアルに注射器で注入、濾過
滅菌
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0.5 ml ずつ分注、Store at –80 °C
・	
 Proteinase K solution
Proteinase K (Merck)
DW

・	
 Cell lysis solution
2M Tris Cl
5M NaCl
10% SDS
0.5M EDTA
20 mg/ml ProK solution
DW

100 mg
5 ml (Final conc. 20 mg/ml)
1 ml ずつ分注、Store at –20 °C

1.25 ml
1 ml
2.5 ml
0.5 ml
1.25 ml
42.5 ml

(Final conc. 50 mM)
(Final conc. 100 mM)
(Final conc. 0.5%)
(Final conc. 5 mM)
(Final conc. 0.5 mg/ml)
/50 ml
10 ml ずつ分注、Store at –20 °C	
 

	
 
	
 
	
 
機器	
 
	
 
・	
 倒立型顕微鏡（クリーンベンチ内に入れられる程度の大きさのもの、
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  位相差対物レンズ	
  x5、x10、x20 が必要）
・	
 エレクトロポレーション装置（Bio-Rad GenePulser など。）
・	
 エレクトロポレーションキュベット（0.4cm 幅、Bio-Rad #165-2088 など）
・	
 8 色程度のカラーマーカーペン
・	
 ピペットマン	
  P1000、p100、P20	
  および	
  ８~１２連マルチチャンネルピペット
・	
 1.5 ml マイクロチューブ
・	
 スクリューキャップチューブ	
  15 ml、50 ml
・	
 96 穴プレート（丸底）
・	
 細胞培養用 Dish	
  10cm、6cm
・	
 細胞培養用平底プレート	
  96 穴、24 穴、６穴	
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操 作 手 順 	
 
(I)

ES 細 胞 の 培 養

1 	
  ス ケ ジ ュ ー ル （ タ ー ゲ テ ィ ン グ ベ ク タ ー の 導 入 ま で ） 	
 
	
 
１日目：NHL7 細胞おこし (10cm dish４枚）
２日目：NHL7 細胞培地交換
３日目：NHL7 細胞（10cm dish）２枚から Feeder 細胞 6cm dish ３枚作製
	
  	
  	
  ：同	
  １枚から 10cm dish６枚に継代
４日目：ES 細胞を起こし、Feeder 細胞（6cm dish ３枚）上にまく。
	
  	
  	
  ：NHL7 細胞培地交換
５日目：ES 細胞培地交換（朝、夜）
	
  	
  	
  ：NHL7 細胞（10cm dish）３枚から Feeder 細胞（6cm dish）10 枚作製
	
  	
  	
  ：同	
  ２枚を 10cm dish 10 枚に継代
６日目：ES 細胞培地交換（朝）
	
  	
  	
  ：ES 細胞（6cm dish ２枚）を、Feeder 細胞（6cm dish 10 枚）上に継代
	
  	
  	
  ：NHL7 細胞培地交換
７日目：ES 細胞培地交換（朝、夜）
	
  	
  	
  ：NHL7 細胞（10cm dish）８枚から Feeder 細胞（6cm dish）25~30 枚作製
	
  	
  	
  ：同	
  １枚から 10cm dish１~２枚に継代（1/5~1/8 希釈、以後、通常の継代）
８日目：ES 細胞培地交換（朝）
	
  	
  	
  ：ES 細胞に electroporation、Feeder 細胞（6cm dish）25 枚にまく

	
 
ES 細胞	
 

１日目	
  ２日目	
  ３日目	
  ４日目	
 
	
 

	
 

	
 

ES 細 胞

５日目	
 
	
 

６日目	
 
■■	
 

７日目	
 
	
 

８日目	
 
■■■■■	
 

を起こす	
 

	
  ↓	
 

■■■■■	
 

	
  ↓	
 

□□□□□	
 

	
  	
  ↓	
 

□□□	
 

□□□□□	
 

Electroporation	
 

	
 

□x25 枚	
 

Feeder 細胞	
 

	
 

NHL 細 胞 	
 
を起こす	
 

●●●	
 
	
  ↑	
 

	
  ↓	
 
○○○○	
 

	
 

●●●●●	
 

●x30 枚	
 

	
 

●●●●●	
 

	
  	
  ↑	
 

	
 

	
  ◇◇	
 

	
  	
  ↑	
 

◇◇◇◇	
 

	
 

	
 

	
  ◇◇◇	
 

◇◇◇◇	
 

	
 

	
  ◇	
 

	
 

	
 

	
 

	
  ↓	
 

	
  ◇◇	
 

	
  ◇	
 

	
 

○○○	
 

	
  	
  ↓	
 

	
  ↓	
 

○○○	
 

○○○○○	
 

○○	
 

２日おきに	
 
継代	
 

○○○○○	
 

	
 

	
 

	
 
○	
 ：NHL 細胞（まいた直後）、◇：コンフルエントの NHL 細胞、●：Feeder 細胞（6cm	
 dish）、	
 
□：ES 細胞（6cm	
 dish,	
 まいた直後）、■：増殖した ES 細胞（6cm	
 dish）	
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2 	
  NHL7 細 胞 の 継 代
	
  	
  10x Trypsin をとかしておく
	
  	
  DMEM-10 を 37℃に加温しておく
1． ほぼコンフルエントになった NHL7 細胞（10cm dish）の培地を除く。
2． 1xCMF	
  5 ml で２回洗う。
3． 0.5xTrypsin を 2 ml 加え、よく混ぜて 37℃で５分間 incubate する。
4． DMEM-10 を 3 ml 加え、よく混ぜ、ピペッティングし、single cell にする（検鏡
する）。
5． 50 ml チューブに移し、1,000 rpm、5 min. 遠心。上清を除去する。
6． チューブの外から細胞のペレットを軽くたたいてペレットをほぐす。
7． DMEM-10 を 6~8 ml 加え、細胞を suspend する。
8． あらかじめ DMEM-10 を 9 ml 加えた 10cm dish に細胞懸濁液を 1 ml 加え、よ
く混ぜる。
＊	
 NHL7 細胞は２~3 日で 6~8 倍に希釈して継代するとよい。
＊	
 コンフルエントに達してしまった NHL7 細胞は、使用をさける。	
 
	
 
	
 
3 	
  Feeder 細 胞 の 作 製
	
  	
  Mitomycin C (1mg/ml)をとかしておく
	
  	
  DMEM-10 を 37℃に加温しておく
1． ほぼコンフルエントになった NHL7 細胞（10cm dish）の培地を除く。
2． 新しい DMEM-10 を 5 ml 加える。
3． Mitomycin C (1mg/ml)液を 50 µl を、P-100 ピペットマンで培地全面に少しずつ
滴下する。
4． 液が均一になるように、よく混ぜる。
5． インキュベーター内で 37℃で 2.5 時間 incubate する（長すぎると細胞が死ぬ）。
6． この間に、必要枚数の培養 dish を、0.1% Gelatin 液でコートする（最低 10 分間
以上。底面を覆う程度の 0.1% Gelatin 液を dish に入れ、クリーンベンチ内に静
置する。細胞をまく直前に Gelatin 液を除去する）。
7． 培地を除去し、1xCMF 5 ml で 3 回洗う。
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8． 0.5xTrypsin を 2 ml 加え、よく混ぜて 37℃で５分間 incubate する。
9． DMEM-10 を 3 ml 加え、よく混ぜ、ピペッティングし、single cell にする（検鏡
する）。
10． ヘモサイトメーターで細胞数を数える。
11． 50 ml チューブに移し、1,000 rpm、5 min. 遠心。上清を除去する。
12． チューブの外から細胞のペレットを軽くたたいてペレットをほぐす。
13． 6cm あるいは 3.5cm dish にまく場合、細胞数が 2x105 個/ml になるように
DMEM-10 を 加 え る 。 24 穴 dish に ま く と き は 1x105 個 /ml に な る よ う に
DMEM-10 を加える。
14． 6 cm dish の場合、2x105 個/ml 懸濁液を 4.5 ml (細胞数 9x105 個)
3.5cm dish の場合、2x105 個/ml 懸濁液を 1.5 ml (細胞数 3x105 個)
24 穴 dish の場合、1x105 個/ml 懸濁液を 1.0 ml 入れて(細胞数 1x105 個)、
インキュベーター内で 37℃、一晩 incubate する。
15． 翌日、Feeder 細胞が薄く単層に広がっていることを確認する。	
 
	
 
＊	
 Feeder 細胞は、こころもち薄めにまいた方がきれいな ES 細胞のコロニーができ
やすい。また、まいた Feeder 細胞間に少しなら隙間があっても大丈夫である。
＊	
 作製した Feeder 細胞は、2~3 日に一度培地を交換してやることで、１週間程度ま
で使用可能であるが、それより古くなったものは潔く捨てる方がよい。
＊	
 Mitomycin C は制がん剤であるが、変異原性物質なので、使用時は手袋をはめて、
取り扱いには細心の注意を払うこと。	
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4 	
  ES 細 胞 の 解 凍
DMEM-20 (G418-、ES 用) を 37℃に加温しておく
1． あらかじめ 50 ml チューブに DMEM-20 を 10 ml 入れておく
2． 凍結保存された ES のチューブを、37℃で加温し、融解させる。
3． 融解した細胞を DMEM-20 入りチューブに移し、懸濁する。
4． 1,000 rpm、5 min. 遠心。DMSO を除くために、上清を完全に除去する。
5． DMEM-20 を 1 ml 加え、ピペッティングにより細胞を suspend する。
6． Feeder 細胞の培地を除去し、ES 細胞の懸濁液をそのまま加える。
7． Dish を揺らさないようにそっとインキュベーターに戻し、培養する。	
 
	
 
	
 
5 	
  ES 細 胞 の 継 代 （ ６ cm dish で 継 代 す る 場 合 ）
前日に、必要枚数の Feeder 細胞を作製しておくこと。
10x Trypsin をとかしておく
	
  	
  DMEM-20 を 37℃に加温しておく
1． ES 細胞を検鏡し、細胞の集塊が視野の 40~60%を占めるようになったら継代する
（dish あたり細胞 2~3x106 個程度になっているはずである）。ただし、細胞の集
塊をあまり大きくしすぎてはならない。
2． ES 細胞を Trypsin 処理する２時間前に、ES 細胞の培地を交換する。
3． 培地を除き、1xCMF-EDTA で細胞を洗う。
4． もう一度 1xCMF-EDTA で細胞を洗う。
5． 6 cm dish１枚あたり１ ml の 0.5x Trypsin を加え広げて、37℃で５分間 incubate
する。検鏡し、細胞の集塊がほぐれかけているのを確認する。
6． Dish を穏やかに揺り動かして、細胞がはがれてくるのを確認する（はがれなけれ
ば、加温を続行）。
7． DMEM-20 を２ ml 加え、よく混ぜ、ピペッティングし、single cell にする（検鏡
する）。
8． 50 ml チューブに移し、1,000 rpm、5 min. 遠心。上清を除去する。
9． チューブの外から細胞のペレットを軽くたたいてペレットをほぐす。
10． DMEM-20 を 25 ml 加え、細胞を suspend する（細胞濃度約 1x105 個/ml 程度に
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する）。
11． あらかじめ作製しておいた Feeder 細胞の培地を除き、その上に細胞懸濁液を５
ml ずつまく。
12． 以後、少なくとも継代日の翌日の朝および夜には培地を交換する（培地はすぐ黄
色くなるので、それまでには培地交換すること）。場合によっては継代日の夜にも
培地交換する。

＊	
 ES 細胞の継代の際には、Feeder 細胞の除去は必要ない。
＊	
 ES 細胞のコロニーの状態をチェックし、分化したコロニー（細胞間の境界が見え、
扁平なコロニーを作る）の数が少ないことを確認する。未分化な状態のよいコロニ
ーは、丸く盛り上がって細胞間の境界が見えず、位相差顕微鏡で検鏡したとき陰影
がついて光って見える。	
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(II)

ES 細 胞 へ の タ ー ゲ テ ィ ン グ ベ ク タ ー の 導 入

6 	
  ES 細 胞 へ の Electroporation
小さすぎない ES 細胞の集塊がたくさんあることを確認する（細胞数が合計
1x108 個以上は必要）。
10x Trypsin をとかし、0.5x Trypsin を必要枚数分 (10 枚分) 用意しておく
DMEM-20 (ES 用) を 37℃に加温しておく
1xHCMF, 1xHBSS を氷上で０~４℃に冷やしておく
1． ES 細胞を Trypsin 処理する２時間前に、ES 細胞の培地を交換する。
2． ES 細胞を 1xCMF-EDTA で２回洗う（dish 4~6 枚ずつくらいがやりやすい）。
3． 6 cm dish１枚あたり１ ml の 0.5x Trypsin を加え、よく混ぜて 37℃で５~７分
間 incubate する。
4． 細胞がはがれてきたら、DMEM-20 を２ ml 加える。
5． 10 回程度ピペッティングし、細胞をおおよそ single cell にする（検鏡する）。
6． 6 cm dish２枚分の細胞を 50 ml チューブに移し、DMEM-20 を 5 ml 加え、細胞
を suspend する。
7． 細胞懸濁液を、そのまま培養用 10cm dish にいれ、インキュベーター内で 37℃、
10 分間 incubate する（この間に Feeder 細胞は選択的に dish に接着するので、
次の操作で大部分が除去される）。
	
  	
  →この間に、残りの細胞についても２．からの処理を開始させるとよい。
8． この上清を dish の底に２~３回吹き付けるようにして非接着細胞を懸濁液として
回収し、10cm dish２枚分程度の懸濁液（合計 20 ml）を 50 ml チューブに移す。
	
  	
  →すべての細胞の処理が終わるまで、チューブは氷上においておく。
9． 1,000 rpm、４℃、5 min. 遠心。上清を除去。
10． チューブの外から細胞のペレットを軽くたたいてペレットをほぐす。
11． チューブ１本あたり 40 ml の氷冷 1xHCMF を加え、細胞を suspend する（合計
５本）。
	
  	
  →FBS が残ると Electroporation の効率を下げるため、なるべく大量の 1xHCMF
で洗う。
12． 1,000 rpm、４℃、5 min. 遠心。上清を除去。
13． チューブの外から細胞のペレットを軽くたたいてペレットをほぐす。
14． チューブ１本あたり 20 ml の氷冷 1xHCMF を加え、細胞を懸濁する。
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15． チューブ２本半分の懸細胞濁液を 1 本のチューブにまとめる（合計 2 本）。
16． 細胞懸濁液の一部をとり、ヘモサイトメーターで細胞数を数える。
17． 1,000 rpm、４℃、5 min. 遠心。上清を完全に除去。
18． 氷冷 1xHBSS を 0.5 ml 加え、チューブをはじいて細胞を懸濁する。
19． 細胞が 2x107 個/ml の濃度になるように、氷冷 1xHBSS を加え、細胞を懸濁する。
（細胞の氷冷は、細胞の保護よりも、細胞相互の接着を妨げて単一細胞状態を保
つのが目的）
—ここまでで ES 細胞の準備が完了—
Electroporation キュベットを氷上におく
ターゲティングベクター (1 µg/µl) を 1.5 pmol ずつ 1.5 ml チューブに分注する
→15 kbp のベクターなら、15 µl になる。
（この DNA 濃度は重要で、濃度を上げるとゲノムの複数箇所にベクターが組み
込まれた ES 細胞の割合が増える）	
 
20． ターゲティングベクター1.5 pmol が分注された 1.5 ml チューブに、ES 細胞懸濁
液を 500 µl 加え、ピペッティングして混ぜる。
21． 氷上に 10 分間静置する。
22． チューブの底に沈んだ細胞を懸濁し、氷冷しておいた Electroporation キュベッ
トに 500 µl ずつ入れる（５本）。
23． キュベットの周りの水滴をよく拭き取り、電極にセットする。	
 
24． 0.2 kV、960 µF の条件でパルスをかける。
25． キュベットを氷上に戻し、10 分間静置。
26． この間に Feeder 細胞の培地を dish あたり４ ml の DMEM-20 に変えておく。
27． 50 ml チューブに DMEM-20 を 23 ml とる。
28． Electroporation された細胞（500 µl x 5 本）をすべて加える（2x105 個/ml）。
	
  	
  →培地を少量とって、キュベット内を洗い流すようにとるとよい。
29． 6 cm dish 1 枚あたり１ml ずつまく。
30． よく混ぜて、インキュベーター内で incubate する。
31． 以後、少なくとも翌日の朝および夜には培地を交換する（培地はすぐ黄色くなる
ので、それまでには培地交換すること）。場合によっては当日の夜にも培地交換す
る
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＊なるべく朝はやくからはじめて、昼過ぎには終了するようにすること（G418
加えるタイミングを調整しやすくするため）。	
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(III)

相同組換え体のスクリーニング

7 	
  ス ケ ジ ュ ー ル （ ES コ ロ ニ ー Pick up お よ び Freeze stock 作 製 ま で ）
	
 
	
 ９日目：ES 細胞培地交換（朝）、ES 細胞の状態チェック
	
  	
 
	
 

	
  ：ES 細胞選別開始（G418+、夕方？）
	
  	
  ：NHL7 細胞継代（10cm dish ２枚）

10 日目：ES 細胞培地交換（G418+、朝、夜）
	
  	
 

	
  ：NHL7 細胞培地交換

11 日目：ES 細胞培地交換（G418+、朝、夜）ES 細胞の状態チェック
	
  ：NHL7 細胞継代（10cm dish 10 枚）

	
  	
 

12 日目：ES 細胞培地交換（G418+、昼？）
	
 

	
  	
  ：NHL7 細胞培地交換

13 日目：ES 細胞培地交換（G418+、朝、夜）
	
  	
 

	
  ：NHL7 細胞（10cm dish）8 枚から Feeder 細胞（24 穴プレート）10~12
枚作製

	
  	
 

	
  ：同	
  １枚を 10cm dish ２枚に継代

14 日目：ES 細胞培地交換（G418+、朝、夜）
	
  	
  	
  ：ES 細胞コロニーPick up 開始・・ES 細胞の状況によっては前後すること
あり
	
  	
  	
  	
  	
  （選別した ES 細胞コロニーを、Feeder 細胞（24 穴プレート）上に継
代）
	
  	
 

	
  ：NHL7 細胞培地交換

15 日目：ES 細胞培地交換（G418+、朝、夜）
	
  	
  	
 

：ES 細胞コロニーPick up（２日目）

	
  	
  	
 

：NHL7 細胞継代（1/5~1/8 希釈、以後、通常の継代）

16 日目：ES 細胞培地交換（G418+、朝、夜）
	
  	
  	
 

：ES 細胞コロニーPick up（３日目）

	
  	
  	
  ：ES 細胞 Freeze stock 作製（１）
・・ES 細胞の状況によっては前後するこ
とあり

68

17 日目：ES 細胞培地交換（G418+、朝、夜）
	
  	
  	
 

：DNA 用 ES 細胞培地交換（G418-、昼）

	
  	
  	
 

：ES 細胞コロニーPick up（４日目）

	
  	
  	
 

：ES 細胞 Freeze stock 作製（２）

18 日目：ES 細胞培地交換（G418+、朝、夜）
	
  	
  	
 

：DNA 用 ES 細胞培地交換（G418-、昼）

	
  	
  	
 

：ES 細胞 Freeze stock 作製（３）

19 日目：ES 細胞培地交換（G418+、朝）
	
  	
  	
  ：DNA 用 ES 細胞培地交換（G418-、昼）
	
  	
  	
 

：ES 細胞 Freeze stock 作製（４）

	
  	
  	
  ：ES 細胞 DNA prep.（１）
・・ES 細胞の状況によっては前後することあり
20 日目：DNA 用 ES 細胞培地交換（G418-、昼）
	
  	
  	
 

：ES 細胞 DNA prep.（２）

21 日目：DNA 用 ES 細胞培地交換（G418-、昼）
	
  	
  	
 

：ES 細胞 DNA prep.（３）

22 日目：DNA 用 ES 細胞培地交換（G418-、昼）
	
  	
  	
 

：ES 細胞 DNA prep.（４）	
 

	
 
	
  ＊この条件で選別した場合、およそ合計 100~200 個のコロニーが Pick up でき
ればよい。
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8 	
  ES 細 胞 の G418 に よ る 選 別
	
 
DMEM-20 (G418 添加、ES 用) を 37℃に加温しておく
	
 
1． Electroporation 翌日の朝、培地交換の際に検鏡し、ES 細胞の状態を確認する。
このころはまだはっきりとしたコロニーがわかりにくいことが多い。
＊	
 同日の夕方頃からコロニーが確認できるようになる。コロニーが見えだして、少し
大きくなりだした頃が G418 添加のタイミングである（図 8-1）。

2． 同日夕方~翌日の早朝ごろ、G418 入り DMEM-20 に培地を交換する。
3． 以後、同様に毎日朝と夜の２回、培地 (G418 添加 DMEM-20)を交換し、ES 細胞
の状態を観察する。
4． G418 添加から２日後あたりから、大量の ES 細胞が死滅しはじめる（図 8-2）。大
部分の ES 細胞が死んだら、培地交換は１日１回でもよい。
5． G418 添加から４日後あたりから、G418 耐性の ES 細胞コロニーが現れ始める。
ES 細胞コロニーの採取の準備を始める（Feeder 細胞づくりなど）。	
 
	
 

	
  	
  	
  	
  	
  	
 
	
  	
  	
  	
  図 8-1	
  G418 を添加するタイミングの ES 細胞	
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  図 8-2	
  G418 添加後２日目の ES 細胞	
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9 	
  ES 細 胞 の Pick up
	
 
	
  	
  	
  前日に Feeder 細胞を 24 穴 dish に 10~12 枚程度作製しておく
	
  	
  	
  DMEM-20 (G418 添加、ES 用) を 37℃に加温しておく
	
  	
  	
  P20 および P1000 ピペット、８あるいは 12 連マルチチャンネルピペットを用意し
ておく
	
  	
  	
  カラーマーカーペン（８色程度）を用意しておく
	
  	
  	
  96 穴丸底プレート（蓋付き）を用意しておく
	
  	
  	
  10x Trypsin をとかし、2x Trypsin を必要分用意し、リザーバーに入れておく
	
  	
  	
  1xCMF を必要分用意し、リザーバーに入れておく
	
 
1． 肉眼でも見える程度まで成長したコロニーが出現し始めたら、コロニー採取を開
始する（G418 添加後４日後程度から）。ただしあまり極端にコロニーが大きくな
るまで放置しない。
2． コロニー採取操作の２時間前に、ES 細胞の培地を交換する。このとき 24 穴 dish
の Feeder 細胞の培地も DMEM-20（G418 添加）0.9 ml/well に変えておく。
3． 顕微鏡（低倍率）で dish を残らずスキャンするように観察し、コロニーをカラー
ペンで○印でかこみマーキングし、dish ごとの番号をふる。すべての dish につい
てこの作業を行う。

＊	
 ES 細胞のコロニー採取は３~５日かけて行うので、採取する日ごとにマークする
ペンの色を変える。ES cells cloning log を作成し、細胞の状態や採取日などを記
録する。

4． 後のクローニング操作のために、コロニーの大きさをなるべく大きさをそろえる
ため、マークをもとに再び細胞を観察し、Pick up するコロニーを決定し、cloning
log にコロニー採取番号をふる。24 穴 dish にも番号をふっておく。

＊	
 このとき、状態の悪いコロニーや死にかけのコロニーを採取しないよう、必要なら
20 倍の対物レンズをもちいて観察し、確認する。
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5． 顕微鏡をエタノール噴霧により消毒し、クリーンベンチ内にセットする。
6． 96 穴丸底プレート 12well に、1xCMF を 25 µl ずつ入れる。
7． Dish を顕微鏡にセットする。○印を目安にコロニーを視野に入れる。
8． P20 ピペットを 2 µl にセットし、プッシュロッドを押し込んだ状態でチップの先
をコロニーの近くに持っていく。
9． 顕微鏡で観察しながら、イエローチップの先端でまわりの Feeder 細胞ごとコロニ
ーを囲むように掻き取り、削り取るようにしてコロニーを吸いとる。
10． 目視でコロニーがとれていることを確認し、1xCMF が 25 µl 入った 96 穴丸底プ
レートのウエルにコロニーをいれる。
11． ６．からの操作を同様に 12 回繰り返し、12 コロニーを採取する。
12． マルチチャンネルピペットで、コロニーの入ったウエルに 2x Trypsin を 25 µl
ずつ入れ、数回ピペッティングして混ぜて、37℃で５分間 incubate する。
13． マルチチャンネルピペットで、DMEM-20 を 50 µl 入れ、６~10 回ピペッティン
グし、細胞を分散させる。
14． 顕微鏡で観察し、細胞が single cell（あるいはある程度細かく）なっていること
を確認する。
15． P1000 ピペットで全量をそのまま 0.9 ml/well の DMEM-20 がはいった Feeder
細胞つき 24 穴 dish にまき、軽く数回ピペッティングし細胞をよく分散させる。
16． Dish を揺らさないようにそっとインキュベーターに戻し、培養する。
17． 12 コロニー分の採取およびトランスファーが終わったら、次の 12 コロニー分に
ついても５．から同様の作業を繰り返し、めぼしいコロニーをすべて採取する（96
コロニー/日くらいが限界）。この作業を３~４日繰り返す。
＊	
  キメラマウス作製から germ line transmission という後の過程でのよい結果を得
るためには、この段階で適切な大きさのコロニー採取することと、コロニー採取か
ら Trypsin 処理に至る一連の作業を手際がよくすることが非常に重要である。	
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10 	
  ES 細 胞 の 凍 結 保 存
	
 
	
  	
  	
  	
  DMEM-20 (G418 添加、ES 用) を 37℃に加温しておく
	
  	
  	
  	
  10x Trypsin をとかし、0.5x Trypsin を必要分用意しておく
	
  	
  	
  	
  2x Freezing Medium を用意しておく（氷上）
	
  	
  	
  	
  クライオチューブに ES 細胞の凍結保存通し番号を記入し、準備しておく
	
  	
  	
  	
  ゼラチンコートした 24 穴 dish を必要量用意しておく（Feeder 細胞は不要）
	
  	
  	
  	
  細胞凍結用バイセルあるいは発泡スチロール容器を必要量準備しておく
	
 
1.

操作の２時間前に、ES 細胞の培地を交換する。

2.

24 穴 dish に Transfer した ES 細胞を観察し、適当な大きさまでコロニーが育っ
てきたものを選び、dish のウエル上に凍結保存通し番号を書く（この番号が最終
的な ES 細胞のコロニー番号になる）。

3.

選んだウエルの ES 細胞の培地を除去する。８ウエルずつ程度がやりやすい。

	
  	
  →複数のウエルを連続して操作する場合、ES 細胞のコンタミをさけるため、アス
ピレーターの先にイエローチップをつけ、１ウエルごとに使い捨てる。
4.

ES 細胞を 1xCMF-EDTA で２回洗う（１~２ml）。

5.

１ウエルあたり 0.1 ml の 0.5x Trypsin を加え、よく混ぜて 37℃で５分間 incubate
する。

6.

この間にクライオチューブに DMEM-20 を 0.2 ml ずつ、ゼラチンコートした 24
穴 dish に 0.8 ml/well ずつ入れておく。

7.

P1000 ピペットで、DMEM-20 を 0.3 ml 加える（処理したウエルすべて）。

8.

P1000 ピペットを 350 µl にセットし、泡立てないようにていねいに５~６回ピペ
ッティングし、細胞を分散させる。

9.

0.2 ml の細胞懸濁液を、DMEM-20 が 0.2 ml 入ったクライオチューブにいれ、ピ
ペッティングしてよく混ぜる。

10. 残りの 0.2 ml の細胞懸濁液を、DMEM-20 が 0.8 ml 入った 24 穴 dish にいれ、
ピペッティングしてよく混ぜる。Dish のウエル上にクライオチューブと同じ凍結
保存通し番号を書く。
11. Dish を揺らさないようにそっとインキュベーターに戻し、培養する（DNA 調整
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用）。
12. ES 細胞が入ったクライオチューブに、2x Freezing Medium を 0.4 ml いれ、ピペ
ッティングして細胞を軽く懸濁する。
13. 細胞凍結容器に入れ、-80℃フリーザー内で overnight 凍結させる。
	
  	
  →-80 ℃ フ リ ー ザ ー 内 で ３ ヶ 月 程 度 は 問 題 な く 保 存 で き る の で 、 ES 細 胞 の
Genotyping が終わるまで-80℃フリーザー内に置いておいても差し支えない。た
だし、それより長期に保存する場合は液体窒素内に保存すること。
14. 残りのウエルの ES 細胞についても、３．からの作業を同様にくりかえす。	
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11 	
  ES 細 胞 か ら の の DNA の 調 製 .
	
 
Cell lysis solution を準備する
	
 
1． DNA prep.用に植え継いだ 24 穴 dish の ES 細胞は、その後１日１回培地
（DMEM-20; G418-）交換し、２~４日培養する。ES 細胞が分化してしまっても
かまわない。
2． 視野の 80~90％を ES 細胞の集塊が占める（隣接する集塊同士がつながってしま
う）ようになれば、そのウエルの細胞の培養を中止し、細胞を 1xCMF で洗う。	
 
	
 
＜ES 細胞は，細胞外基質の分泌や細胞骨格に乏しいので、SDS-Proteinase K 処
理と、簡単な Phenol 処理(手で数 10 秒震盪でよい)の組み合わせで容易に DNA を
抽出できる。DNA 抽出操作は、組換え体選別の規模や、研究室ごとのプロトコル
の違いに応じてさまざまな選択肢がある。RNase を効率よく作用させるためには、
SDS での細胞の溶解時に、Protease K を加えずに RNase を加えて加温し、その
後で Proteinase K を加える。以下は、著者の一人が組換え体を選別した際の実施
例である＞
	
 
3． Cell lysis solution をウエルあたり 0.5 ml 加え、37℃インキュベーター内で加温。
半日~overnight（プレートの残りの細胞すべて lysis させるまで、数日まで
incubate 可）。
4． 細胞が完全に溶けたら、粘性のある液を操作しやすいように先を少し切った
P1000 チップを用いて溶液を回収し、２ml チューブにとる。
5． 10 µg/µl の RNase A solution を 1 µl 加え、よく混ぜて 37℃で 30 分加温。
6． 0.5 ml の TE 飽和フェノールを加え、8~12 時間 rotator などで緩やかに混和する
（室温でよい）。
7． 15,000 rpm, 5 min の遠心後、先を少し切った P1000 チップで上層（水層）を回
収し、新しい２ml チューブにとる。
8． 同様に 0.5 ml の TE 飽和フェノール・クロロホルムを加え、8~12 時間 混和（室
温）。
9． 同様に遠心後、先を少し切った P1000 チップで水層を回収し、新しい２ml チュー
ブにとる。
10． エタノールを 1 ml 加え、穏やかに転倒混和し、DNA を析出させる。
	
  	
  	
  	
  （エタノールによる DNA の析出に必要な塩類は、lysis solution からの持ち込み
によっているのでやや低めに設定されている。状況に応じて NaCl を補足する）
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11． 充分量の線状 DNA が析出したら、イエローチップで絡め取るように DNA をと
り、1ml の 70%エタノール内に分散させ、wash する。（もし、DNA 量が少ない
ときは、5000 rpm、1 min.程度遠心し、ppt.として沈殿させる。）
12． 5000 rpm、1 min.遠心、できるだけ上清をすてる。減圧乾燥はしない。
13． Ppt.の DNA に 50 µl の DW、1/10TE などを加え（つまり低い塩濃度のもとで）、
37℃に加温して溶かす。
14． およその DNA の濃度を測定する。
	
  	
  １~２µg/µl の濃度になるよう DNA 溶液を調整する。

＊	
 この DNA 溶液を用いて、PCR 反応や Southern blotting 解析を行い、組換え
体を同定する。	
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ES 細胞の注入によるキメラマウスの作製
原 理 	
 
ES 細胞は、胚盤胞胚内に直接注入することで、ホスト胚と ES 細胞の 2 種類の遺伝的に異
なる細胞からなるキメラマウスを得ることができる（Gardner, RL, 1968）。一般的に、遺
伝子組み換えを導入した変異 ES 細胞から、変異ゲノム由来の生殖系列細胞を持つキメラマ
ウスを効率的に得るための手法として広く普及した。ES 細胞を桑実胚又は、胚盤胞胚内に
注入した場合、胚本体、羊膜、卵黄嚢中胚葉、尿膜、及び尿膜由来の胎盤にのみに寄与す
る。一方、使用したホスト胚（桑実胚又は、胚盤胞胚）は、すべての組織に寄与する能力
がある。つまり、ES 細胞は、栄養外胚葉由来の組織（胚体外外胚葉、栄養膜巨大細胞、外
胎盤錐や胎盤の栄養膜）や原始内胚葉由来の組織（臓側内胚葉や卵黄嚢の内胚葉）には寄
与しないため、これらの組織は、すべてホスト胚由来となる。この特性を利用することで、
胚体外と胚本体における遺伝子機能を区別するための表現型解析手法の一つとして広く利
用されている。胚体外組織と胚本体の両方で発現する遺伝子の場合、野生型胚にホモ欠損
ES 細胞を注入する方法とホモ欠損胚に野生型 ES 細胞を注入する方法の 2 通りの組み合わ
せを行うことで、胚体外と胚本体のどちらの機能に表現型が依存しているのかを判別でき
る。ホストとしてホモ変異胚を使用する場合には、キメラ胚の卵黄嚢内胚葉のみを単離し
て、ホスト胚の遺伝子型を決定することもできる。また、ホストとして使用する胚やレシ
ピエント側の ES 細胞に、GFP やβ-gal 遺伝子をユビキタスに発現させることで、野生型及
び変異型細胞のキメラマウスでの分布を容易に同定することが可能である。
詳 細 は 、 Nagy, A., Gertsenstein, M., Vintersten, K., and Behringer, R. (2003).
Manipulating the Mouse Embryo. A Laboratory Manual. 3rd ed. (Cold Spring Harbor
NY, Cold Spring Harbor Laboratory Press) などを参照すること。

試 薬 	
 
・ES 細胞培養用培地
・0.2%EDTA 添加 PBS
・0.25％トリプシン (0.2%EDTA 添加 PBS 中; invitrogen 社など)
・25%フッ化水素酸 (46~48% ステラケミファ等)
・胚培養試験済み軽質ミネラルオイル(Sigma M8410 等)
・KSOM/AA 培養液

機 器 	
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・実体顕微鏡
・マイクロピペットプラ−
・毛細管研磨機
・マイクロフォージ
・倒立顕微鏡/マイクロマニュピュレーター装置
・炭酸ガスインキュベーター

操 作 手 順 	
 
（ I） 	
 

1.

注 入 用 ES 細 胞 の 準 備

ES 細胞は、mouse embryonic fibroblast フィーダー上で、未分化能性が維持され、
分化していない状態で培養された細胞を使用する。最近では、invitrogen 社等か
ら、マウス ES 細胞培養用の血清・試薬などが市販されており、一式購入すること
で、良い状態で ES 細胞を培養することができる。

2.

注入当日朝にコンフルエント近く（午後には、完全なコンフルエント）になるよ
うに、前日、又は前々日に ES 細胞を mouse embryonic fibroblast フィーダー上
にまいておく。

3.

0.2%EDTA 添加 PBS で ES 細胞を洗浄後、0.25％トリプシン中で、37℃で 5 分間
程度（ES 細胞がディシュから完全に剥がれ、バラバラになるまで）インキュベー
トする。ES 細胞培養用培地を等量以上加えて、先細ガラスピペットで、5~6 回
ピペッティングし、細胞を完全にバラバラにする。

4.

ES 細胞を培養用 10cm ディシュに移し、37℃で 10~15 分間静置する。その間に
フィーダー細胞はより選択的にプラスチックディシュに接着するが、ES 細胞は浮
遊している。注意深く、ES 細胞を含む上清培養液を回収する。

5.

回収した ES 細胞懸濁液を 1,000 rpm、4℃、5 分間遠心し、上清を廃棄後、500 µl
の ES 細胞培養用培地に懸濁する。氷上に 30 分間静置する。死滅した細胞は浮遊
しているため、上清 300 ~400 µl 程度を廃棄し、沈殿した細胞に 500 µl の ES 細
胞培養用培地に再度懸濁する。氷上にて静置し、2~3 時間以内に使用する。ES
細胞を室温で放置すると、再凝集してしまい、注入が困難になるので、4℃で保管
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すること。

（ II） 	
 

1.

ガラス針の作製

ガラス毛細管（Narishige G-1 1X90mm ガラスキャピラリー）をマイクロピペッ
トプラ−を用いて適当な径になるように、セッティングを行う。注入用ピペットの
場合、外径が 30 µm 程度、内径が 10~15 µm のサイズに、保持用ピペットの場合、
外径が 100 µm 程度のサイズになるようにアンプルカッターで先端をカットする。

2.

注入用針は、研磨機を用いて約 60 度の傾きで研磨する。研磨後、シリンジの先端
にアダプターを介して針を取り付け、フッ化水素中でバブリングさせることで、
針の先端を鋭利にする。ミリ Q 水でバブリングさせ、フッ化水素を完全に取り除
く。マイクロフォージを用いて、注入用針の先端を 30 度程度屈曲させる。

3.

保持用針をマイクロフォージにセットし、鋭利なカット面を、内径が 15~30 µm
になるように融解する。マイクロフォージを用いて、針先を 30 度程度屈曲させる。

(III)

1.

ES 細 胞 の 胚 盤 胞 へ の 注 入

トリプシン処理済み後、ES 細胞培養用培地中、4℃で静置した ES 細胞を使用す
る。20 分以上室温に放置すると細胞が凝集し、注入しにくくなる。

2.

シリコンリングとスライドガラスで作製したマイクロインジェクション用チャン
バーに、KSOM/AA 培地と ES 細胞懸濁液の小滴を作り、軽質ミネラルオイルで
完全に覆う。

3.

20~30 分以内に注入できるだけの胚盤胞を 37℃ 5% CO2 インキュベーター内か
ら取り出して、チャンバー上の KSOM/AA 培地中に分注する。

4.

保持用ピペット内に KSOM を吸引し、細胞の大きさ(ES 細胞はフィーダー細胞よ
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り小さい)と形態（ES 細胞はフィーダー細胞より均一な球形）を見ながら、20 個
程度の ES 細胞を選別し、注入ピペット内に少量の ES 培地と一緒に吸引する。

5.

1 個の胚盤胞を保持用ピペットで保持し、内部細胞塊側が時計の 6 時又は 12 時の
どちらか一方の位置に来るように配置する。注入用ピペットを赤道面に位置し、
内部細胞塊側に触れないように、2 つの栄養膜細胞の間に、一度で素早く挿入する。

6.

胚盤胞中に ES 細胞を適当な細胞数（5~20 個程度）をゆっくり注入する。寄与率
の高いキメラを作製したい場合には、15 個程度の ES 細胞を注入する。

7.

注入用ピペットを引き抜くと、胚盤胞は一旦収縮することで、ES 細胞が内部細胞
塊と接触する。注入を終えた胚盤胞は、まとめて 5 % CO2, 37 ℃のインキュベー
ター内で培養する。数時間後には、胚盤胞は元のように拡張している。

8.

ES 細胞注入後の胚盤胞は、生存を確認後、当日の夕方、交配後 2.5 日目の偽妊娠
したメスの子宮に移植する。
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トランスジェニックマウスの作製
<イ ン ジ ェ ク シ ョ ン の 準 備 >	
 
	
 
(I)

インジェクションチャンバーの作製

準備するもの
穴あきスライド: 微分干渉用にスライドグラス（松浪硝子 Cat#S-2111）中央に直径 2cm
の穴を開けたものを使用する。ホフマンの場合は 35mm ディッシュを使用する。
カバーグラス: 松浪硝子 Cat#C024241
ミツロウ
100％	
  エタノール
アルコールランプ
ホットプレート
ピンセット（No. 5）

インジェクションチャンバーの作製
1. ビーカーに入れた少量のミツロウを 70℃で溶かす。
2. アルミホイルを敷いたホットプレートを 70℃に温める。
3. 穴あきスライドグラスを並べる。
4. スライドの穴の周囲４カ所に少量のミツロウを垂らす。
5. カバーグラスを 100％エタノールに浸し、アルコールランプで火炎滅菌する。
6. スライドグラスの穴を塞ぐように被せる。
7. クリーンベンチ内で紫外線による殺菌を行った後、染色瓶にいれて保管する。

インジェクションチャンバーの再利用
1. 使用したチャンバーは、スライドグラスを折らないように注意してカバーガラスを
外し、ある程度の数になるまで保管しておく。
2. 金属製容器に、洗剤と使用済み穴あきスライドグラスをいれ、超音波洗浄機にかけ
る。ミツロウがとれるまで、洗浄を繰り返す。
3. mQ ですすいだ後に、乾燥させて保管する。

(II) 	
  イ ン ジ ェ ク シ ョ ン ピ ペ ッ ト の 作 製
準備するもの
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キャピラリー管（WPI Cat#TW100-4 など）
プラー（ナリシゲ PN-30 など）
マイクロフォージ（ナリシゲ MF-900 など）

インジェクションピペットの作製
1. キャピラリー管の両端をバナーで軽く炙ることで、角を滑らかにする。
2. プラーにセットし、最適条件で引く。
*	
  同じ機器を使用している研究室に条件を聞き、それを参考に最適条件を決定する。
*	
  引いただけでは先端に穴が開いていないが、インジェクション直前にホールディン
グピペットにぶつけることで先端を折る。
3. マイクロフォージにセットし、先端約 1mm を角度が 10~20

になるように曲げる。

(III) 	
  ホ ー ル デ ィ ン グ ピ ペ ッ ト の 作 製
準備するもの
キャピラリー管（ナリシゲ Cat#G-1.0 など）
プラー
マイクロフォージ

ホールディングピペットの作製
1. キャピラリー管の両端をバナーで軽く炙る。
2. プラーにセットし、最適条件で引く。
*	
  同じ機器を使用している研究室に条件を聞き、それを参考に最適条件を決定する。
3. マイクロフォージにセットし、先端外径が約 90µm の部分で垂直に切断して、先端
を丸める（先端内径 20µm 程度）。
4. 先端約 1mm を角度が 10~20

になるように曲げる。

(IV) 	
  イ ン ジ ェ ク シ ョ ン 用 DNA の 精 製
	
  DNA の精製度はインジェクション効率に直接影響する。目野研では以下の方法でインジ
ェクション用 DNA を調製している。またプラスミドベクターの一部の配列が導入遺伝子の
発現を抑制する可能性があるため、インサート部分のみを切り出してインジェクションに
用いる。
DNA の 調 製
1. プラスミド DNA を塩化セシウム密度勾配超遠心法により精製する。
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2. インサート部分を切り出す適当な制限酵素で消化、ゲル電気泳動で目的断片を分離
する。
3. DNA 抽出キットを用いて精製（BIO101 社 GeneClean II, cat#1001-400 など）す
る。
4. T5E0.1 溶液 (5mM Tris, 0.1mM EDTA)で溶出する。

DNA の 濃 度 測 定
	
  DNA 濃度を正確に測定するため、以下の方法で濃度を決定する。
1. λファージ DNA を 0.25、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0ng/µl
になるように 2.5% Ficol/TE 溶液に溶かしてスタンダードとする。
2. 精製した DNA 断片を適度に希釈した後、1、2、3、4µl を 2.5% Ficol/TE 溶液で
10µl にする。
3. 0.8%アガロースにスタンダード各 10µl とともに 3 分間電気泳動する。
4. 各バンドの太さと明るさを比較し、DNA 溶液の濃度を決定する。
5. 1-4ng/µl になるよう T5E0.1 溶液で調製し、インジェクションに用いる。

<イ ン ジ ェ ク シ ョ ン >	
 
	
 
試 薬 	
 
・	
 MWM 培地：調製後１~２週間以内に使い切る。M16 や KSOM 培地でも代用可。
・	
 ミネラルオイル（Sigma Cat#M-8410）

器 具 	
 
・	
 胚操作用マウスピース、チューブ、ピペット
・	
 35mm ディッシュ
・	
 インジェクションチャンバー
・	
 インジェクションピペット
・	
 ホールディングピペット
・	
 マイクロローダーチップ（Eppendorf、microloader, cat#5242956.003）
・	
 マイクロピペット
・	
 27G 針付 1ml シリンジ（テルモ、cat#SS-10N2713）
・	
 インジェクションシステム（倒立顕微鏡、マニピュレーター等）
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・	
 フェムトジェット (Eppendorf、cat#5247000.013)

操 作 手 順 	
 
(I)

インジェクションチャンバーのセットアップ
1. 	
 裏返した 35mm ディッシュのフタの上に、チャンバーを置く。	
 
2. 3-5µl の MWM 培地をチャンバーの中央に滴下し、ミネラルオイルで覆う。
3. インジェクション直前まで 37℃、5% CO2 インキュベーターで保温する。

(II)

ホールディングピペットのセットアップ
1. 1ml 針付シリンジに MWM 培地を吸入し、ホールディングピペットの尾端から気
泡が入らないように注入する。
2. 空気圧インジェクターに連結した左側のキャピラリーグリップに挿し込んで固定
した後、マイクロマニピュレーターに装着する

(III)

インジェクションピペットのセットアップ

1. DNA 溶液は使用前に軽く遠心 (10,000rpm,10min)する。
2. 遠心後の DNA 溶液の上層をマイクロローダーチップで 1µl 吸い、チップをインジ
ェクションピペットの尾端から挿し込むことで、先端部に DNA 溶液を注入する。
3. フェムトジェットのキャピラリーホルダーにインジェクションピペットを固定し
た後、マイクロマニピュレーターに装着する。

(IV)

前 核 に DNA 溶 液 を 注 入 す る

1. ヒアルロニダーゼ処理を行うことで、受精卵に付着した卵丘細胞を取り除く。
2. インジェクションチャンバー内の MWM ドロップに受精卵が入れ、ステージにセ
ットする。
3. ホールディングピペットの先端が水平になるよう微調整しながらセンタリングす
る。
4. 受精卵にピントを合わせ、ホールディングピペットを卵と同じ高さまで下げる。
5. 	
 ホールディングピペットを近づけても卵が動かない程度に空気圧を調整する。
6. ホールディングピペットの先端が MWM ドロップの右側のミネラルオイル中に突
出するようステージを動かす
7. インジェクションピペットの先端が水平になるよう微調整しながらセンタリング
する（この時点ではオイル中に浸けない）。
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8. フェムトジェットを陽圧にする (1000hPa 程度)。
9. ホールディングピペットの先端にピントを合わせ、インジェクションピペットを同
じ高さまで下げる。
10. フェムトジェットでフラッシングしながらインジェクションピペットをホールデ
ィングピペットの先端に当てることで、インジェクションピペットの先端に適度
な穴をあける。
	
  	
  *	
  先端径や形状は経験的に決定する。
11. インジェクションピペットの先端から空気が全て抜け、DNA 溶液が流出するのを
確認したら、ステージを右に動かしてピペットの先端を MWM ドロップ内に入れ、
フラッシングを停止する
12. フェムトジェットの圧力を適度に調整する。
13. インジェクションは対物レンズ

40 倍で行う。

14. ホールディングピペットを受精卵に近づけ、卵本体が変形しない程度の陰圧にし
て卵を保持する。
	
  	
  *	
  雄性前核が右側にくるように保持する
15. 前核にピントを合わせ、インジェクションピペットの先端がピントに合うように
上下に微調整する。
16. 前核に DNA 溶液を注入する。
	
  *	
  核小体にピペットの先端が当たらないように注意する。
	
  *	
  DNA 溶液を大量に注入すると発生率が低下するため、前核が僅かに膨らむ程度
でよい。
	
  *	
  １回にチャンバーに乗せる受精卵の数は約 40 個として、30 分でインジェクショ
ンを終えることができる数を目安とする。
17. インジェクションを終えた卵は 35mm ディッシュの MWM ドロップ中に移し、
37℃、5％ CO2 インキュベーター内で一晩培養する。
18. 2 細胞期へ正常発生している卵を選別し、偽妊娠雌の輸卵管に戻す。
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マウス精管切除
原理
精液は、液体成分である精漿と細胞成分である精子で構成されており、精管切除を行うこ
とにより精子のない精漿のみの精液を排出する雄マウスを作製できる。精管切除雄マウス
と交尾することで、雌マウスは妊娠していないが胚を受け入れられる状態（偽妊娠）とな
り、胚を移植することが可能となる。

実 験 動 物 	
 
マウス：雄 ICR(6-9 週齢)

試 薬 	
 
麻酔剤（ここでは生理食塩水で 10 倍に希釈したネンブタールを使用）
	
 
機 器 	
 
解剖用ハサミ
解剖用ピンセット
糸付縫合針
動物用体重計
ツベルクリン用シリンジ（麻酔用）
27 G 注射針（麻酔用）
ホットプレート
ガスバーナー（アルコールランプ）

操 作 手 順 	
 
注意事項：
麻酔の量に注意する。
精管切除後のマウスは、1 匹ずつケージに入れる。

(I)

麻酔
1.

雄マウスの体重を測定し、体重に合わせて麻酔を腹腔内注射する。（体重 1 g 当た
り 0.1 mL を目安にし、調節して使用する）

87

2.

麻酔が効いてきたら手術台に仰向けに置き、0.1 %オスバン溶液あるいは 70 %エ
タノールで下腹部を消毒する。

(II)

精管切除
1.

下腹部の真ん中辺りの皮膚および腹壁を切開し、片側の脂肪に包まれた精巣・精
巣上体・精管を体外に露出させる。

2.

バーナーでピンセットの先端をあぶり、そのピンセットで精管の 2 カ所をつまん
で焼く。

3.

焼いた 2 カ所の内側をハサミで切り取り、精巣・精巣上体・精管を腹腔内に戻す。

4.

反対側の精管も同様に焼き、切り取る。

5.

腹壁と皮膚を縫合し、37 ℃に設定したホットプレートでマウスが目覚めるまで暖
める。

6.

マウスが覚醒したら、1 匹ずつケージに入れる。

7.

2〜3 週間後に交尾に用いる。

参考文献
・Nagy A. et al (2002)：Manipulating the Mouse Embryo, A Laboratory Manual
(Third edition). Cold Spring Harbor Laboratory Press. ISBN 0-87969-591-9.
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マウス子宮内胚移植
原理
自然交配で受精した胚は卵管内で発育しながら子宮に移動して着床する。体外で作製した
胚も、胚の発育段階と合わせた環境の子宮内に移植することによって産子を得ることがで
きる。胚移植には偽妊娠レシピエント雌の卵管膨大部に移植する方法と子宮に移植する方
法があるが、ここでは子宮に移植する方法について解説する。
雌マウスは精管切除雄マウスを交配することで雌自身の未受精卵は退行すると共に胚を受
け入れられる状態となる。胚盤胞を子宮に移植する場合には、交尾後 2.5 日の偽妊娠レシピ
エント雌が適している。1 匹の偽妊娠レシピエント雌には、左右の子宮にそれぞれ 5〜10
個ずつの胚を移植することができる。移植数が少ない場合は過大児の生まれる危険性が高
く、生まれてきても母親が育児放棄する可能性が高い。また、移植数が多すぎる場合には
発育不良の子ができたり、子を産まなくなったりする危険性があるため、適切な数の胚を
移植しなければならない。

実 験 動 物 	
 
マウス：雌 ICR(6-9 週齢)
マウス胚盤胞(媒精後 90~96 時間)

試 薬 	
 
麻酔剤（ここでは生理食塩水で 10 倍に希釈したネンブタールを使用）

機 器 	
 
解剖用ハサミ
解剖用ピンセット
糸付縫合針
クレンメ
動物用体重計
ツベルクリン用シリンジ（麻酔用）
27 G 注射針（麻酔用）
26 G 注射針
ホットプレート
パスツールピペット
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操 作 手 順 	
 
注意事項：
麻酔の量に注意する。
胚をピペット内に充填してから移植までをできるだけ短時間で行う。

(I)

偽妊娠雌マウスの作製
1.

発情期の雌マウスを精管結紮雄マウスと同居させ、交配する。

2.

翌日、膣栓を確認したものを偽妊娠雌マウスとして移植に用いる。膣栓確認日を
0.5 日とし、交尾後 2.5 日に移植を行う。

(II)

麻酔
1.

偽妊娠雌マウスの体重を測定し、体重に合わせて麻酔を腹腔内注射する。
（体重 1 g
当たり 0.1 mL）

2.

麻酔が効いてきたら手術台に仰向けに置き、0.1 %オスバン溶液あるいは 70 %エ
タノールで下腹部を消毒する。

(III)
1.

移植胚の準備
ピペットに培地と胚を吸う。
（このとき胚を吸う前に空気を少し入れておくと、移
植する際の目安となる。）

2.

(IV)
1.

ピペットの先端が他のものに触れないようにそのまま置いておく。

子宮内胚移植
背側左側の真ん中辺りの皮膚を切開し、卵巣の見える腹壁周辺を 5 mm ほど切開
する。

2.

ピンセットで脂肪塊をつまみ、脂肪に包まれた卵巣・卵管・子宮を体外に露出さ
せる。
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3.

クレンメで脂肪塊をつまみ、子宮が体内へ戻らないように固定する。

4.

ピンセットで子宮を押さえながら、卵管との接合部より 2-3 mm 下に血管を避け
て 26 G 注射針を刺し、穴を開ける。

5.

注射針を刺した穴から目を離さないようにしながら、胚の入ったピペットを穴に
挿入し、空気のところまで吐き出し、胚を入れる。

6.

ピペットの中に胚が残っていないことを確認する。

7.

静かにクレンメを外してピンセットで脂肪をつまんで卵巣・卵管・子宮を腹壁内
に戻し、腹壁を縫合する。

8.

必要に応じて反対側の子宮にも同様の方法で移植を行う。

9.

皮膚を縫合し、麻酔が覚めるまで、ホットプレートで暖める。

(V)

妊娠確認
1.

胚移植後 10〜13 日目に移植を行った雌マウスの膣内に綿棒を差し込む。

2.

出血の有無を確認する。胚が着床していると胎盤形成の兆候として膣内に出血が
見られる。出血が確認できた場合、妊娠したと判定することができる。

参考文献
・McLaren A. et al (1956)：Studies on the transfer of fertilized mouse eggs to uterine
forster-mothers. I. Factors affecting the implantation and survival of native and
transferred eggs. J.Exp.Biol. 33, 394-416
・Nagy A. et al (2002)：Manipulating the Mouse Embryo, A Laboratory Manual
(Third edition). Cold Spring Harbor Laboratory Press. ISBN 0-87969-591-9.
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マウス卵管内胚移植
	
  受精卵から桑実胚（0.5~2.5dpc）は、交尾後 0.5 日の偽妊娠マウスの卵管膨大部に移植
することで、移植胚由来の産仔を得ることができる。トランスジェニックマウス作製のた
めにマイクロインジェクションした胚の場合は、3~5 割程度が着床し出産に至るため、一
腹辺り 10 匹程度の産仔となるように移植する胚の数を調整する。移植胚の発生ステージに
関わらず、偽妊娠マウスは交尾後 19.5 日目に出産する。
	
  偽妊娠マウスが自力で出産できない場合や育仔放棄の可能性もあるため、偽妊娠マウス
の交配の同日に里親用雌マウスも交配しておくとよい。

準 備 す る も の 	
 
桑実胚までの着床前胚（胚回収は、他項を参照のこと）
着床前胚用培地（MWM など）
精管結紮マウス
雌マウス（ICR 等のクローズドコロニーを使用）
麻酔薬（ソムノペンチル、生理食塩水で 5mg/ml に調整したもの）
70％	
  エタノール
手術器具
低温用ホットプレート
ガラス管（ヘマトクリット採血管、例えば Hirschmann Laborgerate 9100175。）
ハート型アンプルカッター
対物マイクロメーター
胚操作用チューブ（例えば、Drummond 吸引チューブ。マウスピース、アメゴム管、ピペ
ットホルダーからなる。）
実体顕微鏡（例えば、オリンパス SZX7 + プランアポ x1 対物レンズ+ 薄型 LED 透過照明
架台、落射型ファイバー照明装置）

胚 移 植 用 ピ ペ ッ ト の 作 製 	
 
1.

ガスバーナーを種火にし、ガラス管を回転させながら中央をあぶる。

2.

ガラスが柔らかくなったら、左右に引っぱる（適当な外径、内径にするには、経験
が必要）。

3.

アンプルカッターで二等分する。
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4.

実体顕微鏡下、対物マイクロメーターで先端を計り、外径が 200μm のものを胚移
植用ピペットとする。

5.

卵管に傷をつけないよう、先端の切り口をバーナーで熱して丸める。
* 移植用ピペットの長さは個人の好みによる。
* 個人の好みによりピペットの細い部分の途中から角度（45

程度）をつける場合

もある（図１）。
	
  	
  	
  	
  図１

卵 管 采 移 植 	
 
1. 	
 	
 移植の前夜、発情した雌マウスを精管結紮マウスのケージに入れる。
2.

翌朝、プラグチェックを行い、交配が成立している雌マウスを移植に用いる。

3.

希釈ソムノペンチルをマウス腹腔内に注射し、麻酔をかける。

4.

70％エタノールで後背部を消毒し、体毛を剃る。

5.

落射照明の実体顕微鏡下、移植用ピペットの先端に、胚を気泡の間に置くように
して吸引する（図２）。

− ピペットの肩を過ぎた辺りまで MWM を吸引する。
− 小さい気泡を２つ吸引する。
− なるべく少量の MWM 培地と一緒に 15~20 個の胚を吸い上げる。
− ３つめの気泡を吸引する。
	
 

図２

6. マウスをうつ伏せにして、頭が左側に来るように実体顕微鏡下に置く（左利きの人
は反対に）。
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7. 胸椎と腰椎の境目あたりの背部皮膚を正中に 1cm 程度、ハサミで切開する（図３）。
	
  	
  図３

8. 皮膚を左右に動かし、体壁の下に見える卵巣もしくは脂肪塊を探す（図４）。
	
  	
  図４

9. ピンセットで体壁をつまみ、卵巣の上の筋層を小さく切開する。
10. 卵巣周囲の脂肪塊をつまんで引き出し、脂肪塊をクレンメで止める（図５）。
	
  	
  図５
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11. 落射照明の実体顕微鏡下で、卵巣嚢の下にある卵管采（卵巣に隣接して存在して
いる）と膨大部を探す（図６）。
	
  	
  図６

	
  	
  	
 

矢印は、卵管采を示している。

12. 卵管采が右側になるようにマウスの位置を調整する（左利きの人は反対に）。
13. 大きな血管に注意しながら、ピンセット (No.5)で卵管采の上の卵巣嚢に穴をあけ
る。
14. 卵管采に移植用ピペットを挿入し、３つ全ての気泡が膨大部に入るまで吹き込む
（図７）。*大量に培地を吹き込むと受精卵が逆流して失われる。
	
  	
  図７

矢印は、膨大部中の気泡を示している。

15. クレンメを外し、卵巣、卵管、子宮を体壁内に押し戻し、縫合する。
16. 反対側の卵管にも同様に移植する。
17. 皮膚を縫合クリップでとめる。
18. 覚醒するまで 37℃に設定したホットプレート上で保温し、ケージに戻す。
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着床後胚の回収
	
 
概 説 	
 
解剖の手技は人によって様々で、最終的には自分がやりやすい方法を見つけるのがベスト
です。本稿では、E5.5 については別手技も紹介しているので、最適な自己流を見つけ出す
ヒントにして下さい。	
 
	
 
試 薬 	
 
DMEM(DMEM High Glucose 1
Dulbecco’s PBS(-)

) （GIBCO code:21063）

（日水製薬 code:05913）

パラホルムアルデヒド(粉末)

（ナカライテスク code:26126-25）

BSA（ナカライテスク code:01863-77）

試 薬 調 整 	
 
・PBS(-)
Dulbecco’s PBS(-) 9.6g を 1L の MilliQ で溶かし、オートクレーブしておく。

・4% PFA in PBS(-)
パラホルムアルデヒドを 60℃に温めた PBS(-)で溶かす。氷上で冷却後、4℃保存。-20℃
で凍結すれば長期保存可能。

・	
 2% BSA in DW
	
  BSA を MilliQ で溶かし、0.22μm フィルターで濾過滅菌する。4℃保存。-20℃で凍結す
れば長期保存可能。

機 器 	
 
ピンセット DUMONT#5 (World Precision Instruments, code:500342)	
  2 本
ピンセット DUMONT#2 (World Precision Instruments, code:500336)	
  2 本	
 
ピンセット DUMONT#55 (World Precision Instruments, code:14099)	
  2 本
ピンセット NAPOX A-5（夏目製作所）

1本

ハサミ NAPOX B-12H（夏目製作所）

1本

バネバサミ NAPOX MB-50-7（夏目製作所） 1 本
タングステン針

1本
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滅菌シャーレ	
  浅型 90

15mm (IWAKI code:SH90-15)	
  1-2 枚

4-well Embryo wash Plate (MyScienseCo,Ltd. code:04056)	
  １枚
	
 
解 剖 	
 
（ I） 	
 

準 備 	
 

・DMEM を室温に戻しておく。
・4Well Embryo wash Plate に 2%BSA を 20-30μl、DMEM を 0.5~1ml くらい入れ
ておく。2%BSA を入れることにより、ディッシュに胚が吸着することを防げる。	
 
・胚を回収する際に使用するチップは、先をカットしあらかじめ 2%	
 BSA でコートして
おく。(胚がチップの内側にくっつくのを防ぐため)	
 
	
 
（ II） 	
 

E5.5	
  	
 

	
  方 法 1	
 
1.

滅菌シャーレに DMEM を適量入れる。

2.

マウスの下腹部を 70%エタノールで拭いてからピンセットでつまみ、正中線と垂直
にハサミを入れ開腹する。

	
 
3.

子宮と産道の間を切り、子宮間膜や脂肪組織を切り離しながら子宮を引っ張りだ
す。

4.

産道から切り離した子宮の先をピンセット(#2)でつまみ、バネハサミで子宮壁を
卵巣に向かって切開する。

5.

子宮と卵巣の間を切断し、子宮を DMEM を入れたシャーレに入れる。この後の作業
は DMEM 中で行う。

6.

脱落膜の頂点から少し内側に入ったところに胚が存在する。上から強めの照明を
当てると周囲と色調が異なる点が見つかるが、それが胚である（ステージが進ん
でいると、胚の周りに赤血球が集まり赤い点に見える）。見えにくいときは、脱落
膜の頂点を少し削ると胚を見つけやすい。

7.

胚を脱落膜の一部ごと取り出し、ピンセット(#55)で胚を極力触らない様にして、
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胚の外側を覆う脱落膜の残りや parietal	
 endoderm をはがす。

8.

胚を、先をカットして 2%	
 BSA でコートしたチップを用いて、用意しておいた DMEM
が入った 4Well Embryo wash Plate に移す。

	
  方 法 ２ 	
 
1.

滅菌シャーレに DMEM を適量入れる。

2.

マウスの下腹部を 70%エタノールで拭いてからピンセットでつまみ、正中線と垂直
にハサミを入れる。

	
 
3.

子宮と産道の間を切り、子宮間膜や脂肪組織を切り離しながら子宮を引っ張りだ
し、最後に卵巣との間で切断する。

4.

子宮を DMEM を入れたシャーレに入れる。この後の作業は DMEM 中で行う。

5.

子宮のふくらみ（脱落膜）ごとにハサミで切り分けていく。

6.

切り分けた子宮の、子宮間膜とは反対側からピンセット(#5)で子宮壁を開き、脱

	
 

落膜を取り出す。

7.

下から強めの照明を当て、脱落膜を上からピンセット(#5)で少し押しつぶすよう
にすると、脱落膜の中央付近に影が見つかる。そこに胚がある。

8.

胚の周りの脱落膜をピンセット(#5)で取り除く。

9.

placental	
 cone のあたりをピンセット(#5)で抑えながら、タングステン針で
parietal	
 endoderm をはがす。

10. 胚を、先をカットして 2%	
 BSA でコートしたチップを用いて、用意しておいた 4Well
Embryo wash Plate に移す。
	
 
（ III） 	
 

E6.5,	
 E7.5
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1.

滅菌シャーレに DMEM を入れておく。	
 

2.

マウスの下腹部を 70%エタノールで拭いてからピンセットでつまみ、正中線と垂直
にハサミを入れる。

	
 
3.

右の子宮をハサミで産道から切り離し、子宮間膜や脂肪組織を切り離しながら子
宮を引っ張りだす。

4.

子宮の切り口をピンセット(#2)でつまみ、ハサミで子宮壁を産道側から卵巣の方
向へ切開し、脱落膜を露出させる。この時、脱落膜を傷つけないよう注意する。	
 
	
 

5.

子宮の切り口をピンセット(#2)でつまんだまま、卵巣に近い位置の子宮をピンセ
ット(#5)で挟み、切り口の方へ向かってピンセットをすべらせ、脱落膜を子宮か
らはがす。	
 
	
 

6.

子宮からはがした脱落膜を、DMEM を入れたシャーレに入れる。	
 

7.

脱落膜の一方はとがっており、もう一方は割れている。胚は脱落膜の中央よりと
がっている側にある。脱落膜の中央にピンセット(#5)の一方の先を突き刺し、も
う一方の先は割れ目に位置させる。突き刺したピンセット(#5)でそのまま脱落膜
をはさみ、脱落膜の割れ目を中央まで広げる。

8.

割れた脱落膜の左右をそれぞれピンセット(#5)でつまみ、脱落膜を左右に半分に
割る。胚は左右どちらかの割いた脱落膜に残る。

9.

placental	
 cone のあたりをピンセット(#5)でつまみ、脱落膜から胚を引きはがす。
（placental	
 cone を資料にする場合は、別の部分をつまんで下さい）

10. placental	
 cone のあたりをピンセット(#5)でつまみ、もうひとつのピンセット(#5)
で parietal	
 endoderm をつまみ、胚からはがす。

11. 胚を、先をカットして 2%	
 BSA でコートしたチップを用いて、用意しておいた 4Well
Embryo wash Plate に移す。
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Whole mount 蛍光抗体法
原 理 	
 
抗 原 抗 体 反 応 を 利 用 し て 、 タ ン パ ク 質 の 存 在 を 可 視 化 す る こ と が で き る 。 In situ
hybridization による転写産物の可視化とどもに、分子機構を解析する上できわめて重要な
実験手法である。in situ hybridization との比較をすると、
優位な点
・	
 タンパク質が存在する組織、細胞のみならず、細胞内の局在まで明らかに出来る。
・	
 post-translational な修飾を反映するような抗体が利用できれば、分子の活性をも可視
化することがきる。
・	
 RNA よりもタンパク質の方が操作に気を遣わなくてすむ。

不利な点
・	
 抗体の調整には時間と労力を必要とする。
・	
 反応条件の最適化と特異性の検定を慎重に行う必要がある。in situ の場合のように
sense probe に対応するコントロール実験がない。
・	
 Whole mount で初期胚を観察する場合、レーザー顕微鏡や、deconvolution に使えるデ
ータを取得できる装置とソフトウェアなどの機器を必要とする。

試 薬 	
 
・	
 4% PFA in PBS: parafolmaldehyde を加水分解して当日調整。glutaraldehyde 固定は
蛍光バックグラウンドが高くなる。
・	
 PBST: Dulbecco PBS (pH 7.4) plus 0.05 % Tween 20
・	
 Phosphatase inhibitors： 0.1 M sodium fluoride, 0.1 M sodium orthovanadate, 0.1 M
β-glycerophosphate を別個に調整。室温で半年程度は保存可能。リン酸化された（ある
いは非リン酸化β-catenin など）を特異的に検出する際に試薬に添加する。E5.5-6.5 の胚
の 観 察 で は phosphorylated Smad1/5/8 で は inhibitors の 添 加 は 不 要 だ が
phosphorylated Smad2/3 の場合は inhibitors 無しでは顕著にシグナル強度が変わる。
・	
 PBST-block：PBST に 0.5 % Perkin-Elmer TSA blocking reagent (FP1020), 1 %
Normal donkey serum, 1 mM NaN3 を加えたもの。TSA blocking reagent を PBST に
加えて 50 度程度で加温、溶解後、donkey serum を加える。15 ml falcon tube に分注し
-20 度で保存。血清は非働化熱処理をしている。二次抗体の由来動物の血清を用いる。1 M
NaN3 を別に作っておき、最後に加える。
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・	
 蛍光標識二次抗体：Jackson ImmunoResearch 社 (和光純薬、岩井化学など代理店)、
Donkey 由来の whole IgG, multilabelling grade の FITC, Cy3, Cy5 標識抗体を使用
(711-095-152 など)。添付の reconstitution method に記されている 1/2 量の milliQ で完
全に溶解後、1/2 量の滅菌 80 % glycerol を添加し、-20 度で保存。
・	
 Gellan gum (Sigma-Aldrich P8169): 微生物由来のゲル化剤で高強度かつ透明度が高い。
シロイヌナズナなどの無菌培養の培地に用いるので周辺の植物研究者に尋ねると分けて
もらえるかもしれない。高い代物ではないが一本買うと何年使えるか、という量が来る。
・	
 Vectashield mounting medium (Vector H-1000): 蛍光褪色防止剤を含む水系封入剤。

機 器 	
 
・	
 4-well plate (Nunc 144444): 1 well あたり 400-500 ml のキャパシティーがあり、実体
顕微鏡下で胚操作を行いやすい。
・	
 32 mm 径のフラットシャーレ (www.flat-glass.co.jp)：ガラス製の dish で上下面が平
面になっていて観察しやすい。胚を洗浄するときに用いると便利。
・	
 Glass bottom 35 mm dish (IWAKI 3910-035): 胚の顕微鏡観察に使用。新品より何度か
使っているものがバックグラウンドが低いように思える。
・	
 Laser 顕微鏡、もしくは wide-field 蛍光顕微鏡と deconvolution software.
・	
 実体顕微鏡、胚操作用のタングステンニードルなど。

操 作 手 順 	
 
1.

還流固定後、子宮より脱落膜を取り出し、発生ステージにあった方法で胚を取り
出す。PBS 中で行う。ライヘルト膜はなるべく除いている。

2.

胚を 4-well plate 内で当日調整した 4% PFA/PBS 中で 3 時間から一晩、固定。固
定後、PBST を等量ほど入れ、Tween-20 となじませる。胚が容器やピペットマン
チップの壁にくっつくことが軽減できる。チップは使う前に PBST で外壁、内壁
ともぬらしておく。チップで PBST を入れたチューブ、もしくはフラットシャー
レで 3 回洗浄。

3.

抗リン酸化抗体を使用する際はこのあとの PBST および PBST-block には終濃度
各 1ｍM の NaF, Na3VO4, β-glycerophosphate を添加したものを用いる。

	
  以下の操作は、E4.5-E7.5 の胚の場合、一腹の胚をまとめて 1.7 ml のエッペンチュ
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ーブ内で行っている。

4.

PBST-block (c. a. 100 µl/1.7 ml チューブ)で 4 度、2 時間以上静置。

	
  	
  この状態で 4℃で数日、保存できるが、抗原、抗体にもよると思われるので初めて
の組み合わせの時はなるべく早く処理するのが無難。

5.

一次抗体を PBST-block に至適濃度に希釈。50-100 µl/1.7 ml チューブの容量で行
っている。胚を移して 4 度で一晩、反応。できればゆっくり振盪する。

6.

1 ml の PBST を加え、静置。3 分程度で胚が底に落ち着くので、実体顕微鏡の下
で見ながら、P-1000 ピペットマンで上清を除く。再度、1 ml の PBST を加え、
同様の操作を行う。上清が多少残るのは気にしない。廃液は 35 mm のディッシュ
に出すなどして、万が一胚を吸ってしまった場合、回収できるようにしたほうが
よい。

7.

新しい 1.7 ml チューブに 1 ml PBST を入れ、洗った胚を P-20 ピペットマンを用
いて移す。なるべく液量を少なくすることと、胚を底に出さず、上から下に沈ん
でいく途中で新しい液に接触する時間を長くとるようにする。６と同様に静置し、
再度 1 ml PBST で洗浄。この操作を繰り返し、チューブ交換２回、洗浄５回程度、
行う。

8.

二次抗体を適当な濃度に PBST-block (100-200 µl/tube)で希釈。胚を移し、4℃で
O/N 反応。アルミフォイルなどで遮光する。phosphatase inhibitors は入れてい
ない。Jackson ImmunoResearch 社の抗体の場合、FITC 標識 1/100 希釈、Cy3
標識 1/500 希釈、Cy５標識 1/250 希釈で反応させている (Leica ASMDW 蛍光顕
微鏡 20x n.a. 0.7/63x n.a. 1.3 あるいは Zeiss LSM510 63x n.a. 1.4 を使用してい
る場合)。

	
  	
  ６−７と同様に PBST で洗浄する。

9.

4 % PFA (必ずしも当日調整でなくても良い)で 10 分固定。３回、PBST で洗浄。
核を染色したい場合、DAPI もしくは TOPRO-3 などの色素が入った PBST で洗
浄する。
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10. 最後の洗浄の際、100 µl 程度の液を残しておく。大体等量の 40 % glycerol/PBST
を加え、30 分程度静置、半分の液(100 µl)を除き、100 µl の 40 % glycerol/PBST
を加える。この操作で徐々に glycerin になじませておく。最終的には 40 % glycerol
in PBST/vectashield 1:1 程度の溶液に置換する。

11. 40 % glycerol in PBST/vectashield 1:1 に胚をなじませている間に、観察用ゲルを
調整する。40 % glycerol in PBST に 0.2 % gellan gum を加え、電子レンジで加
熱して溶解する。これを 500 µl/35 mm glass bottom dish に張る。しばらくする
と固まるので、4 度の冷蔵庫に移してしっかり固める。Gellan gum はある程度の
イオン強度の存在下でゲル化する性質があり、milli Q 内 0.5 % 程度の濃度では室
温でも固まらない。0.4 %の溶液を作っておいて、2 x PBST/80 % glycerol と混和
し、加熱することで作成可能。

12. 実体顕微鏡下、タンクステンニードル（0.5 mm のタンクステンを電解処理し、0.5
mm シャープペンシルをホルダーにしている）を使って 35 mm dish のゲルに切
り込みを入れ、胚を埋めていく。胚をなるべくガラス面に接触させるようにする
のがコツ。倒立顕微鏡のみならず、正立顕微鏡でもディッシュをひっくり返して
観察することが可能。FITC の蛍光は pH が 7 以下になると極端に弱くなるので、
最 後 の gellan gum を Tris-buffered-saline (pH 8.0) で 作 成 す る の も 一 法 。
Vectashield の pH は高い方にふってあると思われる。

13. 観察、イメージ取得後、胚を一度 milliQ ないしは TE を通してから Epicentre 社
の QuickExtract 試薬 20 µl/embryo (<E7.5)で処理し、1-2 µl の lysate を PCR に
供している。
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endocytosis
原 理 	
 
細胞形質膜の一部が細胞内側へくびれ、細胞基質側に落ち込んで膜小胞を形成することに
より、細胞形質膜と細胞外の一部が細胞内へ取り込まれることをエンドサイトーシス（貪
食作用）という。タンパク質や脂質-タンパク質複合体などは細胞表面の受容体に結合し、
受容体との複合体として細胞内に取り込まれる。このとき、一部の液体も同時に取り込ま
れることになる。エンドサイトーシスは細胞外からの巨大分子（トランスフェリン-鉄複合
体やリポタンパク質、免疫グロブリンなど）の取り込みに重要であるのみならず、細胞外
シグナルの受容の制御機構としてのレセプターダウンレギュレーションに中心的な役割を
果たす。また、最近、様々なシグナル伝達において、細胞表層でリガンドー受容体複合体
が形成された後、エンドサイトーシスされてから細胞内メディエーターの活性化を起こし
ていることが見出され、シグナル伝達の正と負の制御におおきな意義をもつことがわかっ
てきた。したがって初期発生の制御を理解する上で、素過程のひとつとしてエンドサイト
ーシスを考慮することが重要となってきた。
	
  培養細胞レベル、あるいは ex plant でのエンドサイトーシスをモニターする様々なツー
ルが近年、開発されている。初期胚のエンドサイトーシスは 1980 年代に、電子顕微鏡観察
に適したマーカーを用いて記述されている (Kugler and Miki, 1985)。この項目では蛍光顕
微鏡によるエンドサイトーシスの観察方法を述べる。

試 薬 	
 
蛍光標識デキストラン：Invitorgen/Molecular Probe 社より各種の蛍光色素で標識された
dextran 分子が販売されている。私たちは分子量 70kDa の dextran で formalin で固定可
能なもの（例えばデキストラン, Fluorescein 70,000 MW, anionic, lysine fixable D-1822
など）を使っている。0.6 % NaCl (mouse tonic saline)に 25 mg/ml で溶解、小分けして−
20℃、遮光保存。
蛍光標識 Transferrin : Invitrogen T2875 など。ヒト血清由来なので取り扱いは気を付け
る。5 mg/ml になるよう、DMEM に溶解、小分けして-20℃、遮光保存。
抗マウス IgG 抗体：Jackson ImmunoResearch 社の multi labeling grade を使用。詳細は
蛍光抗体観察法を参照のこと。
4 % paraformaldehyde: 蛍光抗体観察法を参照
Dulbeccos modified Eagle Medium (DMEM,	
 4.5	
 g/L	
 glucose,	
 584	
 mg/L	
 L-glutamine,	
 110	
 
mg/L	
 Sodium	
 pyruvate)：色素が入っていないものを使用している(e.g.	
 Sigma	
 5030-1L)。
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マウス等張生理食塩水：0.6 % NaCl をオートクレーブ滅菌：静脈注射のさいの溶媒として
用いている。

装 置 	
 
蛍光顕微鏡、実体顕微鏡、胚操作ピンセット、など

方 法 １ ： In utero labeling
妊娠母マウスの血流中に蛍光色素を導入し、胚をラベルする。デキストランで行っている。
生理食塩水に溶解している 25 mg/ml 蛍光デキストラン 100 µl をマウス尾静脈より導入す
る：マウス約 25 g、血量 1.8 ml として大体 1-1.5 mg/ml の血中濃度となる。
所定の時間後（30 分程度で apical vacuole まで達している）、マウスを 4 % PFA で灌流固
定、PBS 中で解剖して胚を取り出す。
さらに 4 % PFA 中で 1-2 時間固定後、蛍光顕微鏡で観察、もしくは蛍光抗体観察の項に準
じて抗体染色を行う。
血流中に導入された分子量 70-kDa の dextran が 10 分程度で visceral endoderm に取り込
まれることから、ライヘルト膜はこの分子に対してバリアになっていないと考えられる。

方 法 ２ ： in vitro labeling
In utero labeling では胚のおかれている生理条件は最適であるが、実験操作は行いにくい。
胚培養のテクニックを活用して in vitro で操作することによって pulse-labeling and chase
など、時系列をあきらかにする観察ができる。
胚を胚培養に適した方法で取り出す。詳細は別項を参照のこと。私たちは 25 mM Hepes
pH7.2 を含む DMEM+10 % FCS 中で解剖している。ライヘルト膜は取り除くが、EPC は
つけておく。
胚を 50 % DMEM/50 % rat serum (DMEM+RS)に移す。8 embryo 程度を 400 µl の培養液
で培養している。炭酸ガスインキュベータでしばらく静置。
labeling mix を準備する。200 µl の 2 mg/ml TMR-dextran in DMEM+RS (16 µl of 25
mg/ml TMR-dextran in saline, plus 184 µl DMEM/RS), 200 µl の 2 mg/ml FITC-dextran
in DMEM+RS、素の 400 µl DMEM+RS を 4-well plate に張っておき、炭酸ガスインキュ
ベータでしばらく平衡化する。
実体顕微鏡の下で、最小限の培地と共に胚を TMR-dextran を含む well に移す。すぐに培
養器に戻し、所定の時間（15-30 min）培養。

106

胚を素の DMEM+RS に移し、洗浄。新しい素の DMEM+RS に移して所定の時間（15-30 min）
培養。この間に最初に取り込まれた TMR-dextran は細胞内のターミナルコンパートメント
に運ばれる。
・	
 次に、FITC-dextran を含む well に胚を移す。野生型の胚の場合、5 min の培養で十分。
素の DMEM+RS で洗い、すぐに 4 % PFA で固定（0 min chase）、あるいは素の
DMEM+RS で所定の時間培養後、4 % PFA で固定。
・	
 そのまま蛍光顕微鏡観察に供する、あるいは、抗体染色を行い、蛍光顕微鏡で観察する。
・	
 ラット血清を用いて培養するのでラット IgG がエンドサイトーシスされており、ラット
由来抗体で染色するのは不可。マウスで使える Lamp2 抗体がラット由来であるため、
lamp2 で染色したい場合にはマウス血清で培養する必要がある。
・	
 ラット血清を惜しんで FCS や KSR を用いて観察したこともあるが、理由は不明だがエ
ンドサイトーシス活性が落ち、visceral endoderm と ectoderm の境界にシグナルがでる
などして上手くそまらないことが多い。ラット血清、あるいは（ずっと大変だが）マウ
ス血清で培養するのが無難と考える。

方 法 3： Im m unoglobulin に よ る エ ン ド サ イ ト ー シ ス の 定 常 状 態 の 観 察 。
Visceral endoderm は母体由来のタンパク質やリポプロテインを取り込んでいる。イムノグ
ロブリンも取り込まれるタンパク質のひとつであり、visceral endoderm の apical vacuole
に運ばれている(Rachman et al., 1984)。イムノグロブリンは内在性のマーカーとしてもっ
とも手軽に、定性的にエンドサイトーシスの状態を評価するのに用いることができる。
・	
 蛍光抗体観察に準ずる。IgG を検出するのに DyLight649/Cy5 標識の抗マウス IgG 抗体
（Jackson ImmunoResearch, 715-495-150 など）を用いる。DyLight649/Cy5 を蛍光色
素として用いる場合、TOPRO-3 は使用できない。	
 

参考文献
Kugler, P., and Miki, A. (1985). Study on membrane recycling in the rat visceral
yolk-sac endoderm using concanavalin−A conjugates. Histochemistry 83, 359-367.
Rachman, F., Casimiri, V., and Bernard, O. (1984). Maternal immunoglobulins G, A and
M in mouse uterus and embryo during the postimplantation period. J Reprod Immunol

6, 39-47.
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SCAT3 を用いたアポトーシス検出法
アポトーシス実行の際には、システインプロテアーゼであるカスパーゼの活性化が生じ、
活性化されたカスパーゼにより様々な基質が切断される。これにより核 DNA の断片化や細
胞の収縮等といった、アポトーシス特有の現象が生じる。カスパーゼの活性化と細胞の形
態変化を同時観察することにより、アポトーシス過程をライブで観察することが可能とな
る。組織におけるアポトーシス動態をライブで観察すれば、アポトーシス細胞の細胞系譜
や周辺細胞との相互作用の観察も可能である。

SCAT3 に よ る カ ス パ ー ゼ 活 性 可 視 化 法

SCAT3 は CFP-YFP (CY) 間で生じる FRET の変化を利用した CY FRET probe である
(Takemoto et al, 2003)。一般的に、このタイプの probe では、ECFP(Donor)励起時の、ECFP
の蛍光画像と Venus(Acceptor)の蛍光画像を同時取得し、その輝度値の比画像を作製するこ
とで、FRET 効率の変化を可視化する。従って、その利用には顕微鏡の種類に関わらず、1
波長励起２波長測光を備えた光学系を備えていることが必須である。そのあたりについて
は以下の参考文献に詳しいので参照されたい。

参考文献）

GFP と バ イ オ イ メ ー ジ ン グ 	
  宮 脇 敦 史 ／ 編
（ 羊 土 社 ） p.185-190.

講 義 と 実 習 生 細 胞 蛍 光 イ メ ー ジ ン グ ― 阪 大・北
大 顕 微 鏡 コ ー ス ブ ッ ク（ 共 立 出 版 ）p.118-128,
268-277.

Takem oto

et

al.,

Spatio-tem poral

activation

of

caspase

revealed

by

indicator that is insensitive to environm ental effects. J.Cell.Biol. 160,

p235-43, 2003.
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必要な機器

1 波長励起２波長(Donor & Acceptor) 測光を備えた光学系（倒立顕微鏡が細胞・組織の観
察には適している。）励起波長は CFP を励起し Venus は励起しない 430-450nm 付近のも
のが望ましい。UV 域近くの 405nm でも使用できるが、励起効率の低さと光毒性には注意
が必要である。

例１）蛍光顕微鏡
励起フィルター440DF20 +ダイクロイックミラー455DRLP を備えたフィルターキューブ
蛍光フィルター：480DF30, 535DF25

例２）共焦点レーザー顕微鏡

励起レーザー：
442 nm diode laser
(458 nm でも代用可能)
ダイクロイックミラー：
455RSP
(458nm 励起の場合はそれより長波長側のもの)
蛍光フィルター：
480BP30 (Donor)
535BP25 (Acceptor)

２波長測光は時間差が生じないよう、高速フィルターホイール等を用いた高速切り替えか、
できれば同時測光が望ましい。特に動きがあるサンプルの場合は、同時測光でないと２波
長の画像がずれてしまい正確な Ratio 測定ができない。
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1)	
  培 養 細 胞 で の 観 察

材料：
SCAT3 発現ベクター (pcDNA3-SCAT3；東京大学大学院薬学系研究科遺伝学教室より供与
可能)
コントロールプラスミド（pcDNA3-SCAT3(DEVG)）
任意の培養細胞
遺伝子導入試薬（細胞ごとに適したものを用いる）
細胞培養用のフェノールレッド非含有培地・血清等（培地の色が無色に近ければなお良い。
メディウムが黄色味を帯びているとバックグラウンドが高くなり S/N 比が悪くなる。）
ガラスボトムディッシュ
細胞死誘導剤（実験目的による）
培養チャンバーを備えタイムラプスイメージングが可能な顕微鏡
画像解析ソフト（下記参照）

方法：
A) タ イ ム ラ プ ス イ メ ー ジ ン グ
１．細胞が張り付くようコーティングしたガラスボトムディッシュ（自家蛍光の低いもの
が望ましい）に、細胞を蒔き込む。
２．SCAT3 発現ベクターをトランスフェクションする。
３．SCAT3 が十分発現しているか蛍光顕微鏡で確認する＊注１。通常トランスフェクション
後 16-24 時間でイメージングには十分な発現量となる。
４．実験の目的に応じて細胞死誘導剤を加え、蛍光倒立顕微鏡に備え付けた培養チャンバ
ー（5%CO2/37ºC）にディッシュを移す。
５．画像取得時の露光時間を決める＊注２。Donor と Acceptor の両画像のシグナルが飽和し
ないようにする＊注３。
６．インターバル 2 分-10 分程度の間隔で、タイムラプスイメージングを行なう＊注２。

注１)	
 CFP, GFP, YFP のどの波長で観察してもよいが、長時間当てすぎると褪色し正確な
ratio が測定できなくなるので注意する。
注２)	
 光毒性と褪色に注意して露光時間およびインターバルを検討する。
注３)	
 シ グ ナ ル 飽 和 し て し ま う と 正 し い Ratio 計 算 が で き な く な る ので、注意が必要
である。
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B) 画 像 計 算
１．A で取得した、Donor (ECFP)と Acceptor (Venus)のデータセットを用意する。
２．Ratio 計算が可能なソフトを用いて、擬似カラー表示された Ratio 画像を作製する＊注 1。
Ratio 値の幅はデータ取得条件により異なるので、擬似カラー表示に適した Ratio 幅を設定
する＊注２。
３．Ratio 値の急激な低下と形態変化により、アポトーシス細胞を同定する＊注３。

注１）例えば以下のようなソフトがある。
＊Metamorph (Molecular Device)
Ratio 計算した画像に輝度値を反映させる IMD (Intensity Modified Display)機能を持
つ。これにより、非常にきれいな Ratio 画像が作成できる。高価。
＊Volocity (Perkin Elmer)
Metamorph とほぼ同等のことができる。ただし非常に高価である。
＊ImageJ (NIH)
フリーウェア。Ratio の計算だけならこちらでも十分である。画像作成には IMD 機能
をもったプラグインが欲しいところ。どなたか得意な方が作って下さるといいのです
が。

注２）最初に、アポトーシス様の形態変化を起こした細胞の輝度値の変化をとって、その
Ratio 値の変化をグラフ化してみる。その値を見て、Ratio 値 の 変 化 が 擬 似 カ ラ ー 表 示 で
際 立 つ よ う に 、Ratio 幅（ た と え ば 2.0 か ら 1.0 の 間 、と い っ た 具 合 ）を 設 定 す る 。

注３）初 め て 行 な う 実 験 の 場 合 は 、 SCAT3(DEVG)の 方 は Ratio が 変 化 し な い こ と
を 確 認 す る 。 もしこちらのコンストラクトも Ratio が SCAT3 と同様に変化した場合は、
その Ratio 変化はカスパーゼによる切断ではなく他の要因（褪色・プローブの非特異的分
解）等による可能性が高く、カスパーゼ活性化を検出しているとは言えない場合があるの
で注意が必要である。

2)	
  SCAT3 トランスジェニックマウス胚を用いた観察
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材料：
SCAT3 トランスジェニックマウス（Yamaguchi & Shinotsuka et al., J. Cell Biol., 195,

1047-60, 2011）

筆者らが開発した CAG promoter 下で SCAT3 を発現する、SCAT3 トランスジェニックマ
ウスを用いる＊注４。胚の培養条件とイメージングシステムさえ確立できれば、生きたマウス
胚でのアポトーシス動態の観察が可能である。胎生８日目胚までは全ての組織で発現が認
められる。

方法：
タイムラプスイメージングおよびその後の画像計算における注意点は培養細胞の場合と同
じであるので、１）を参照されたい。

注４）SCAT3 トランスジェニックマウスは理研バイオリソースセンターより入手可能。

文責：山口良文（東京大学大学院薬学系研究科遺伝学教室）
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マウス生殖細胞の可視化
原理
	
  マウスの始原生殖細胞(Primordial germ cells, PGCs)は、胎齢 7.5 日胚の胚後端部の尿膜
基部領域において、tissue-non-specific alkaline phosphatase (TN-AP)活性強陽性の細胞と
して初めて識別される(Ginsburg et al., Dev., 1990)。PGCs の検出については、AP の活性
染色が一般的に行なわれている。胎齢 7.5 日胚から PGCs が生殖巣に到達する前（胎齢 11
日頃）までの PGCs は、Dppa3/Stella/Pgc7、Pou5f1/oct3/4,	
  Naong 等のいわゆる幹細胞
マーカーによる抗体染色も用いられる（この発生段階の胚体内には、幹細胞マーカー陽性
の細胞が PGCs 以外にはないと考えられるため）。この他にも、PGCs 以外の細胞系譜にも
発現しているが、その胚体内での位置等も含めて c-kit や Sox2 等の発現を指標として PGCs
を検出する場合もある。PGCs が生殖巣に到達した後は、特異的な生殖細胞マーカーとして
ddx4/mvh (Toyooka et al., Mech. Dev., 2000；計画班在籍), Nos2, SSEA1, TRA104
(TRA98)等がよく用いられている（多くの幹細胞マーカーは、生殖巣到達後、胎齢 14 日頃
までに減弱してしまう）。PGC 前駆細胞集団の検出については、Blimp1/Prdm1 の in situ,
或は、Blimp1 や Prdm14 のレポーターマウスがよく用いられている。Blmip1 の抗体染色
は、前駆細胞の段階では推奨しない（おそらく不可らしい）。Ifitm3/fragilis/mil-1 も PGCs
及びその前駆細胞集団を識別することが一応可能で、そのレポーターマウスも存在する
(E7.5 以降が推奨; Tanaka and Matsui, Mech. Dev., 2002; Tanaka et al., Dev. Dyn., 2004;
stock 先: 東北大、松居先生)。Ifitm3/fragilis/mil-1 抗体については、抗原の特異性が低い
ものが多い。ただ、一般的に PGCs のレポーターマウスとしては、deltaPE-oct3/4-GFP マ
ウスが用いられることが多い(Yoshimizu et al., Dev. Growth Differ., 1999)。ここでは、も
っとも汎用されている whole embryo の AP の活性染色の方法について述べる。

試薬	
 
発色試薬：Fast RED TR salt, Naphtol AS-BI, BORAX (すべて Sigma)
---近年は、発売されている AP 染色用の kit の性能が向上し、kit を用いても(Sigma 等)、
良好な結果を得る事ができる。
固定液：	
  ２％パラホルムアルデヒド in PBS + 0.1% Tween20 (pH7.4)
wash 液等：70% EtOH (/H2O)
	
 
	
  	
  	
  	
 

PBS + 0.1% Tween20 (pH7.4)
	
  NTM-T (DIGIII buffer)
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組成
NTM-T

Final conc.

stock

100mM

Tris pH9.5

1M (x10)

100mM

NaCl

5M (x50)

50mM

MgCl2

1M (x20)

0. 1%

Teen20

NTM-T は、作り置きすると、錯塩を作って沈殿が出たり、pH が動いてしまったりするの
で、あまり推奨しません。

機器	
 
ターンテーブル式シェーカー

操作手順	
 
マウス胚の解剖操作については、Manipulating of the mouse embryo 等の protocol 本を参
照。
注意点としては、ライヘルト膜まで除去して endoderm layer （PGCs を含む組織）を露
出させる（反転前）。胎齢 9.5 日前後の PGCs が腸管等を移動している時期では、体壁を取
り除いて、腸管組織（PGCs を含む組織）を露出させる。

Staining for alkaline phosphatase activity in prim ordial germ cells

Fix: 2%PFA in PBS-T (pH7.4, +0.1% Tween20) at 4 degree for 30min-2hr (or O/N)
染まりが悪い時は、短時間で固定する。過固定は厳禁です。
(In the original protocol, added final 0.2% glutaraldehyde to the fixative; Ginsburg et al.,
Dev., 1990)

Rinse with PBS-T for three times (ca. 3min x3)

Incubate with 70% EtOH (/H2O) for 2 hrs at 4 degree with rocking
(you can keep the samples in this step at 4 degree for a few weeks, if you want)

Rinse with PBS-T (a few min x1)

Rinse with NTM-T (DIGIII buffer) for twice
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Incubate with NTM-T for 10 min (with shaking)

Incubate with the AP staining solution with shaking well under the dark
--シェーカーでよく（強く）震盪して下さい。染色液の浸透がよいほど、きれいに染まりま
す。以下に示す染色液については、kit 等のものを代用することも可能です。BORAX は、
バックグランドが高い時に添加してみて下さい。
（通常は、加えなくとも、それほど問題にはなりません。）
なお、染色液は、用事調整です。
AP staining solution (50ml)

30mg Fast RED TR salt (Sigma)
5mg Naphtol AS-BI (Sigma)
+5ml 5% BORAX solution
and up to 50ml with NTM-T (pH9.5)

Signals will develop within 5-10min (in the early stage or more in fetal gonads) at room
temperature.

Check the signals under the microscope and stop the reaction by adding PBS-T before
the background staining developing.

Rinse with PBS-T

(pH7.4)

pH が変わると、若干、色合いも変化することがあります。

Post-fix with PFA（４％等）
濃く染めておけば、whole の embryo の切片を作成することも可能です（その際は、染色液
の浸透性に十分配慮してください。“中”まで染まっていないことが多いです。）whole の
AP 染色後に切片を作成するのではなく、切片にしてからの AP 染色の場合には、若干の“技”
が必要です(AP が熱で失活するため)。

文責：	
  田中	
  聡（熊大	
  発生研）
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whole-mount in situ hybridization (色素法)
文責・高岡勝吉	
 
	
 
原理	
 
	
  	
  一般に in situ hybridization とは、組織や細胞の中の mRNA の存在する部分を染色す
る手法であり、ここでは特にマウス初期胚(8 日以前)の in situ hybridization について記載
する。
	
  まず、目的の mRNA に対して相補的な配列を持ち、Digoxigenin(DIG)と呼ばれる化学基
質を付けた非放射性プローブを作成する。そして、プローブが浸透しやすいように、界面
活性剤やプロテアーゼで処理した後、プローブを目的の mRNA にハイブリダイズさせる。
その後、アルカリフォスファターゼ結合抗 DIG 抗体を用いて、プローブを免疫組織学的に
検出する。最後に、アルカリホスファターゼ反応を用いて色素を沈着させることで、目的
の mRNA の存在する部位を染色することができる。
	
 

試薬	
 
•Tween 20 : Sigma P-9416 ( molecular biology grade, 常温保存)
•hydrogen peroxide : Wako

081-04215 (4°C)

•Proteinase K : Merck 24568 (4°C), stock solution : 10mg/ml in H2O (-20°C)
•Glycine (常温保存)
•Glutaraldehyde : Sigma G-5882、(-20°C)
•Paraformaldehyde : Nakarai 261-26 (electromicroscopy grade, 100g 常温保存)
•Formamide : Merck 1.09684.1000 (4°C)
•Yeast tRNA (RNA typeIV from torula Yeast) : Sigma R-6625 (-20°C)
•Heparin : Sigma H9399 porcine grade II (常温保存)
•CHAPS : Nakarai 07957-22 (常温保存)
•AP-anti-DIG antibody (Roche)
•NBT(Roche)
•BCIP(Roche)

•PBS
•PBT = PBS, 0.1% Tween-20
•Digoxigenin labeled probe : (Roche)
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reagents

•PBS
(20 x PBS stock)

Na2HPO4-12H2O

28.7g

57.4g

NaH2PO4-2H2O

3.3g

6.6g

NaCl

85.0g

170.0g

milli-Q H2O

450ml

900ml

500ml

1000ml

Total
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(I)

全 胚 in situ hybridization 用 DIG プ ロ ー ブ の 作 成

1.

プラスミドの消化：5’末端突出制限酵素を用いて消化する。アンチセンス鎖プロー
ブを合成したい場合は 5’側を、センス鎖プローブを合成したい場合は 3’側を消化
する。消化開始後 2 時間でさらに 20U の制限酵素を加える。

37°C, 4hr
5ug

プラスミド
Buffer

10ul

H2O
BSA or Triton-X100 if necessary
Restriction enzyme

20U(2h)+20U(2h)
Total

100ul

2. Proteinase K処理
37°C, 30min.
template DNA(1 で処理した DNA

100ul

溶液)
8ul

2M Tris (pH7.5)

20ul

10% SDS
10mg/ml ProtenaseK

4ul

dH2O

68ul
Total

200ul

3. Phenol/Chloroformで2回処理(混合/遠心分離)した後、Chloroformで1回処理(混合/
遠心分離)する。

4. 20ulのNaOAcと400ulのエタノールを加えて、-20°Cで3hr~O/N保存。 その後、
遠心分離(15000rpm, 15min).
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5. 白色のペレットを視認後、80% Et-OHで2回リンスする。その後、風乾して10ul
のTEに溶かす。

6. Polymerase 反応：
	
 

反応に用いる4つの試薬を事前に常温にしておく。反応buffer中のスパミジンによ
ってテンプレートDNAが沈殿する可能性があるので。
1-2hr, 37°C
テンプレート DNA

2ul

*H2O

10ul

*transcription buffer 5x (10x)

4ul (2ul)

*10x DIG mix

2ul

RNase inhibitor (40U/ul)

1ul

RNA polymerase (10U/ul, T3 or T7or
SP6)

1ul
Total

20ul

7. エタノール沈殿(part1)
30min. -80°C
0.5M EDTA(PH. 8.0)

1ul

8M LiCl

1ul

Yeast RNA (10ug/ml)

1ul

EtOH

75ul

6 の RNA 溶液

20ul
Total

98ul

	
  	
  30min. -80°C。(この時間は大切。長すぎると目的の RNA 以外も沈殿し、バック
グラウンドが高くなる)
	
  	
  遠心 15000rpm, 15min.
80% Et-OH で二回リンスし、20ul TE に溶かす。

8.

エタノール沈殿(part2)
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30min. -80°C
8M LiCl

1ul

EtOH

75ul

7 の RNA 溶液

20ul
Total

96ul

	
  	
  30min. -80°C。(この時間は大切。長すぎると目的の RNA 以外も沈殿し、バック
グラウンドが高くなる)
	
  	
  遠心 15000rpm, 15min.
80% Et-OH で二回リンスし、20ul H2O(DEPC 処理済、もしくはホルムアルデヒ
ド)に溶かす。

9.

保存

	
  	
  -20°C (霜取り機能付きではない) もしくは-80°C で保存。数年保存が可能だが、長
期保存したプローブは実験に使用する前に電気泳動

10. アルカリ加水分解(必要があれば)
＊ 1kbp よりも長いプローブの場合、アルカリ加水分解することでシグナルが強くな
る場合がある。

	
  	
  0.2M Na2CO3 (212mg/10ml)と 0.2M NaHCO3 (168mg/10ml)を混合物でストッ
ク(-20°C 保存)
1)

50ul の Na2CO3/Na2HCO3 混合物を 50ul の RNA プローブに加える。

2)

時間 T* 、 60°Cでインキュベートする。
*:

T={(starting kb)-(desired kb)}/{0.11 x (starting kb) x (desired kb)}

usually desired kb is 0.5
3ul の 3M NaOAc (pH5.0)と、 5ul の 10% glacial Acetic acid と 375ul of Et-OH を
加える。
3)

沈殿物を 上記(7,8,9)のステップを繰り返す。その後、電気泳動で分解されている
かチェックする(1%アガロースゲル)。
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(II)

全 胚 in situ hybridyzation

全ての行程はおおよそ 3 日かかります。5-8 日胚ではエッペンチューブを用いて、wash に
用いる溶液量は 1ml で行っていますが、他のステージではステージに応じて修正が必要で
す。
(参考文献) Domingos Henrique and David Ish-Horowicz, ICRF Dev. Biol. Unit, Oxford,
UK.

・胚回収
1.

PBS(DEPC 処理済)中で胚回収する。回収した胚を PBS で再度 wash する。

2.

4% paraformaldehyde in PBS(用事調製もしくは-20℃ストック保存)で, 4°C	
  o/n、
固定する。

3.

PBT(0.1%Tween20 in PBS)で二回 wash する。

4.

50% MeOH/ PBT、75% MeOH/ PBT で一回 wash する。そして 100% MeOH で
二回 wash した後、100% MeOH 中–20 ~ -80°C で保存可能 (半年以上).

・1 日目
5.

75%, 50%, MeOH/ PBT の順に washm して、PBT に置換する。

6.

6% H2O2 in PBT で、常温、1hr インキュベート。その後 PBT で wash する。

	
 
7.

1hr の待ち時間の間に、その後使う試薬を調製する。
10µg/ml proteinase K in PBT 処理する(長く処理すると胚がくずれるので注意。む
しろ短い方が良い)。
マウス胚の時間: 6.5 日胚 – 5 分 常温
	
  	
  	
  7.5 日胚– 10 分 常温
	
  	
  	
  10.5 日胚 – 30-45 分

8.

ProK 溶液を除いて、2mg/ml glycine in PBT で 5min 常温でインキュベートした
後、2 回 PBT で wash する。

9.

4% PFA + 0.2% Glutaraldehyde in PBT、常温、20 分で再固定.

10.

PBT で３回 wash する。

11.

50%ハイブリダイゼーション溶液 in PBT、100%ハイブリ液で wash する。
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  ハイブリダイゼーション溶液(用事調製):
Final concn.
Formamide (Merck)

50%

25ml

1.3xSSC

3.25ml

5mM

0.5ml

50µg/ml

50µl

Tween-20 (10%)

0.2%

1ml

CHAPS (10%)

0.5%

2.5ml

100µg/ml

100µl

SSC (20x pH5 w citric acid)
EDTA (0.5M, pH8)
Yeast RNA (50mg/ml) (Sigma R-6625)

Heparin (50mg/ml) (Sigma H-7005)
H 2O

17.5ml
Total

50ml

12.

ハイブリ液に置換して、1 時間以上 65°C でインキュベート(プレハイブリ)。

13.

ハイブリ液を抜いて、1ul の DIG 標識 RNA プローブの入ったハイブリ液
( ~1µg/ml)を入れる。すぐに 65°C に入れる。

14.

65°C で 12 時間以上インキュベーション(これで一日目終了)。

	
  2 日 目
1.

65°C のハイブリ液で二回 wash する(このときできるだけサンプルの温度を 65°C
に保つ)。

2.

65°C のハイブリ液で 15 分インキュベートする。これを二回行う。

3.

65°C の 50%ハイブリ液 in MABT で 10 分インキュベートする。

4.

MABT (=100mM Maleic acid, 150mM NaCl, pH7,5, 0.1% Tween-20)で二回 wash
する。

5.

MABT で 15 分インキュベートする。

6.

MABT + 2% Boehringer Blocking Reagent (BBR)で 1 時間インキュベートする。

7.

MABT + 2% BBR + 20% heat-treated serum で一時間以上インキュベートする。

8.

1ml MABT + 2% BBR + 20% serum + 1/2000 dilution of AP-anti-DIG antibody
(Roche)で、4°C、o/n (もしくは 常温 4 時間) インキュベートする。
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5xMAB(T)=

Maleic Acid (M-0375)

11.6g

29.0g

NaCl

8.7g

21.8g

Tween-20

11g

27.5g

~185ml

411ml

20.5ml (8g)

51ml (20g)

200ml

500ml

H 2O
10N NaOH (NaOH crystal)
Total

	
  	
  	
  ＊MABT を作成する際に、大量の析出が見られるが、PH.7.5 になると溶ける。

3 日目
1.

MABT で 3 回 wash.

2.

10-20ml の MABT で 1 時間インキュベートする。

3.

5ml の NTMT で 10 分インキュベートする。

4.

NTMT を抜く。1ml NTMT + 3.75µl/ml NBT (75mg/ml in Dimethyl Formamide)

3回

2回

+ 3.5µl/ml BCIP (X-phosphate; 50mg/ml in 70% DMF)を入れて反応開始(遮光)。
5.

反応開始後、PBT に置換することにより、適当な時期で反応を止める。その後
4%PFA で再固定する。場合によっては、MeOH シリーズに通すことによって、
シグナルが鮮明になることもある。胚の保存は 80%グリセロール+ 0.1% azide で
4°C で保存する。

NTMT:

5M NaCl

1ml

2M TrisHCl pH9.5

2.5ml

2M MgCl2

1.25ml

10% Tween-20

5ml

H 20

40.25ml
Total

	
 

50ml
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whole-mount in situ hybridization（蛍光法）
文 責 ・ 高 岡 	
 勝 吉 	
 

＊blocking までは色素法と同じです。

参 考 文 献 	
 
・ In Situ Hybridization: A Practical Approach (Practical Approach Series) D.G.
Wilkinson 	
 
・Janet Rossan’s laboratory homepage
	
 
	
 
原理	
 
	
  	
  基本的な原理は ISH 色素法と同じである。本法では、ハイブリダイゼーション後に
HRP 酵素反応による蛍光で検出している。特徴としては、色素沈着法のように細胞間のに
じみがなく、細胞レベルでの検出が可能である。
	
 

試薬	
 
•Tween 20 : Sigma P-9416 ( molecular biology grade, 常温保存)
•hydrogen peroxide : Wako

081-04215 (4°C)

•Proteinase K : Merck 24568 (4°C), stock solution : 10mg/ml in H2O (-20°C)
•Glycine (常温保存)
•Glutaraldehyde : Sigma G-5882、(-20°C)
•Paraform aldehyde : Nakarai 261-26 (electromicroscopy grade, 100g 常温保存)
•Formamide : Merck 1.09684.1000 (4°C)
•Yeast tRNA (RNA typeIV from torula Yeast) : Sigma R-6625 (-20°C)
•Heparin : Sigma H9399 porcine grade II (常温保存)
•CHAPS : Nakarai 07957-22 (常温保存)
•anti-DIG-HRP antibody (Roche)
•Blocking Reagent(Perkin Elmer)
•PBS
•PBT = PBS, 0.1% Tween-20
•Digoxigenin labeled probe : (Roche)
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reagents

•PBS
(20 x PBS stock)

Na2HPO4-12H2O

28.7g

57.4g

NaH2PO4-2H2O

3.3g

6.6g

NaCl

85.0g

170.0g

milli-Q H2O

450ml

900ml

500ml

1000ml

Total
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操作手順	
 
(I)

全 胚 in situ hybridization 用 DIG プ ロ ー ブ の 作 成

1.

プラスミドの消化：5’末端突出制限酵素を用いて消化する。アンチセンス鎖プロー
ブを合成したい場合は 5’側を、センス鎖プローブを合成したい場合は 3’側を消化
する。消化開始後 2 時間でさらに 20U の制限酵素を加える。

37°C, 4hr
5ug

プラスミド
Buffer

10ul

H2O
BSA or Triton-X100 if necessary
Restriction enzyme

20U(2h)+20U(2h)
Total

100ul

2. Proteinase K処理
37°C, 30min.
template DNA(1 で処理した DNA 溶液)

100ul
8ul

2M Tris (pH7.5)

20ul

10% SDS
10mg/ml ProtenaseK

4ul

dH2O

68ul
Total

200ul

3. Phenol/Chloroformで2回処理(混合/遠心分離)した後、Chloroformで1回処理(混合/
遠心分離)する。
4. 20ulのNaOAcと400ulのエタノールを加えて、-20°Cで3hr~O/N保存。 その後、
遠心分離(15000rpm, 15min).
5. 白色のペレットを視認後、80% Et-OHで2回リンスする。その後、風乾して10ul
のTEに溶かす。
6. Polymerase 反応：
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反応に用いる4つの試薬を事前に常温にしておく。反応buffer中のスパミジンによ
ってテンプレートDNAが沈殿する可能性があるので。
1-2hr 37°C
テンプレート DNA

2ul

*H2O

10ul

*transcription buffer 5x (10x)

4ul (2ul)

*10x DIG mix

2ul

RNase inhibitor (40U/ul)

1ul

RNA polymerase (10U/ul, T3 or T7or
SP6)

1ul
Total

20ul

7. エタノール沈殿(part1)
30min. -80°C
0.5M EDTA(PH. 8.0)

1ul

8M LiCl

1ul

Yeast RNA (10ug/ml)

1ul

EtOH

75ul

6 の RNA 溶液

20ul
Total

98ul

30min. -80°C。(この時間は大切。長すぎると目的の RNA 以外も沈殿し、バック
グラウンドが高くなる)
遠心 15000rpm, 15min.
80% Et-OH で二回リンスし、20ul TE に溶かす。

8. エタノール沈殿(part2)
30min. -80°C
8M LiCl

1ul

EtOH

75ul

7 の RNA 溶液

20ul
Total

96ul
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  30min. -80°C。(この時間は大切。長すぎると目的の RNA 以外も沈殿し、バック
グラウンドが高くなる)
	
  	
  遠心 15000rpm, 15min.
80% Et-OH で二回リンスし、20ul H2O(DEPC 処理済、もしくはホルムアルデヒ
ド)に溶かす。

9. 保存
	
  	
  -20°C (霜取り機能付きではない) もしくは-80°C で保存。数年保存が可能だが、長
期保存したプローブは実験に使用する前に電気泳動

10. アルカリ加水分解(必要があれば)
＊ 1kbp よりも長いプローブの場合、アルカリ加水分解することでシグナルが強くな
る場合がある。

	
  	
  0.2M Na2CO3 (212mg/10ml)と 0.2M NaHCO3 (168mg/10ml)を混合物でストッ
ク(-20°C 保存)
1)

50ul の Na2CO3/Na2HCO3 混合物を 50ul の RNA プローブに加える。

2)

時間 T* 、 60°Cでインキュベートする。

	
  	
  *:

T={(starting kb)-(desired kb)}/{0.11 x (starting kb) x (desired kb)}

	
  	
  usually desired kb is 0.5
	
  	
  3ul の 3M NaOAc (pH5.0)と、 5ul の 10% glacial Acetic acid と 375ul of Et-OH を
加える。
3)

沈殿物を上記(7,8,9)のステップを繰り返す。その後、電気泳動で分解されている
かチェックする(1%アガロースゲル)。
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(II)

全 胚 in situ hybridyzation

全ての行程はおおよそ 3 日かかります。5-8 日胚ではエッペンチューブを用いて、wash に
用いる溶液量は 1ml で行っていますが、他のステージではステージに応じて修正が必要で
す。
(参考文献) Domingos Henrique and David Ish-Horowicz, ICRF Dev. Biol. Unit, Oxford,
UK.

・胚回収
1. PBS(DEPC処理済)中で胚回収する。回収した胚をPBSで再度washする。
2. 4% paraformaldehyde in PBS(用事調製もしくは-20℃ストック保存)で, 4°C	
  o/n、
固定する。
3.

PBT(0.1%Tween20 in PBS)で二回 wash する。

4.

50% MeOH/ PBT、75% MeOH/ PBT で一回 wash する。そして 100% MeOH で
二回 wash した後、100% MeOH 中–20 ~ -80°C で保存可能 (半年以上).

・1 日目
5.

75%, 50%, MeOH/ PBT の順に wash して、PBT に置換する。

6.

6% H2O2 in PBT で、常温、1hr インキュベート。その後 PBT で wash する。
1hr の待ち時間の間に、その後使う試薬を調製する。

	
 
7.

10µg/ml proteinase K in PBT 処理する(長く処理すると胚がくずれるので注意。
むしろ短い方が良い)。
マウス胚の時間: 6.5 日胚 – 5 分 常温
	
  	
  	
  7.5 日胚– 10 分 常温
	
  	
  	
  10.5 日胚 – 30-45 分

8.

ProK 溶液を除いて、2mg/ml glycine in PBT で 5min 常温でインキュベートした
後、2 回 PBT で wash する。

9.

4% PFA + 0.2% Glutaraldehyde in PBT、常温、20 分で再固定.

10.

PBT で３回 wash する。

11.

50%ハイブリダイゼーション溶液 in PBT、100%ハイブリ液で wash する。
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  ハイブリダイゼーション溶液(用事調製):
Final concn.
Formamide (Merck)

50%

25ml

1.3xSSC

3.25ml

5mM

0.5ml

50µg/ml

50µl

Tween-20 (10%)

0.2%

1ml

CHAPS (10%)

0.5%

2.5ml

100µg/ml

100µl

SSC (20x pH5 w citric acid)
EDTA (0.5M, pH8)
Yeast RNA (50mg/ml) (Sigma R-6625)

Heparin (50mg/ml) (Sigma H-7005)
H 2O

17.5ml
Total

50ml

12. ハイブリ液に置換して、1 時間以上 65°C でインキュベート(プレハイブリ)。
13. ハイブリ液を抜いて、1ul の DIG 標識 RNA プローブの入ったハイブリ液
( ~1µg/ml)を入れる。すぐに 65°C に入れる。
14.

65°C で 12 時間以上インキュベーション(これで一日目終了)。

	
  2 日 目
1.

65°C のハイブリ液で二回 wash する(このときできるだけサンプルの温度を 65°C
に保つ)。

2.

65°C のハイブリ液で 15 分インキュベートする。これを二回行う。

3.

65°C の 50%ハイブリ液 in MABT で 10 分インキュベートする。

4.

MABT (=100mM Maleic acid, 150mM NaCl, pH7,5, 0.1% Tween-20)で二回 wash
する。

5.

MABT で 15 分インキュベートする。

6.

1ml Blocking Reagent(Perkin Elmer)で wash する。

7.

1.5ml Blocking Reagent で 1 時間インキュベートする。.

8.

Blocking Reagent + 1/1000 希釈の anti-DIG-HRP antibody (Roche)中で
4°C でインキュベートする。 (もしくは 4 時間常温)

o/n,
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5xMAB(T)=

Maleic Acid (M-0375)

11.6g

29.0g

NaCl

8.7g

21.8g

Tween-20

11g

27.5g

~185ml

411ml

20.5ml (8g)

51ml (20g)

200ml

500ml

H 2O
10N NaOH (NaOH crystal)
Total

	
  	
  	
  ＊MABT を作成する際に、大量の析出が見られるが、PH.7.5 になると溶ける。

3 日目
1.

MABT で 3 回 wash.

2.

10-20ml の MABT で 1 時間インキュベートする。

3回

3.	
  1ml の Amplification Buffer(Molecular Probe)で 3 分 wash する。
4.

2

1/1000 希釈の Tyramide-Alexa555+ Amplification Buffer(Molecular Probe)で 30
分、4°C でインキュベートする。

5. 1/20000 dilution of 30%H2O2+ 1/100 dilution of Tyramide-Alexa555+ 100ul
Amplification Buffer(Molecular Probe)で常温 30 分でインキュベートする。
6.

1ml MABT で 3 回 wash する。

7.

0.1M Glysin/H2O(P.H.2.0)で 5 分間インキュベートし、活性をとめる。

8.

PBT で wash し、退職防止剤入りの溶液等に入れて、蛍光観察を行う。
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マウス全胚培養
原 理 	
 
	
  マウス全胚培養法とは、着床後のマウス胚を試験管内で発生させるための方法である。
発生ステージや培養期間に応じて、血清濃度やガスの組成をこまめに変更するのが最適な
方法だが (Methods in Enzymology 476, 185-203, 2010)、我々は 5.5-8.5 日胚を 24 時間程
度発生させるのに、25%DMEM+75％ラット血清、5% CO2（95% air）という条件で簡易
的に培養している。全胚培養法によって、「子宮」に阻まれていた解析法が可能となり、実
験の選択肢を大幅に広げることができる。例えば、蛍光色素で特定の細胞を標識して培養
すれば、その細胞系譜を追跡できる。リポフェクション法やエレクトロポレーション法で
局所的に遺伝子導入して培養することで、異所発現実験が可能となる。あるシグナル経路
を遮断する化学合成阻害剤を培地中に添加すれば、そのシグナル経路の役割を考察できる。
培養装置を顕微鏡に取り付ければ、ライムラプス観察が可能になる。
	
  培養に用いるラット血清は自前で調製する。下行大動脈から採血した血液を、直ちに遠
心して氷冷すると上層が凝固する。これをさらに遠心して凝固成分を除いた血清を全胚培
養に使用する。ラット血清の調製においては、溶血させないようにしなければならない。
溶血によって放出される成分が、胚発生に悪影響を与えるためである。特に血液に過度な
衝撃を与えないように細心の注意を払う必要がある。

試薬等	
 
ラット血清調製用
SD ラット： リタイヤの雄がよい（安価であり、体が大きいため採血量が多い）。採血の前
日の晩からは水のみを与え、餌は与えない。
（食餌によって血糖値がばらつくほか、血清に
油脂の凝固物ができてしまう。）
20ml シリンジ（匹数分）
18G 注射針（匹数分）
15ml ファルコンチューブ（匹数分）
50ml ファルコンチューブ（数本）
解剖用ハサミ（大）
70％エタノール噴霧器
パスツールピペット
ジエチルエーテル（所属機関で麻酔薬として認められている場合）
麻酔瓶：ラットが入る大きさのガラス瓶を用意する。中にキムタオルを敷き、ジエチルエ
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ーテルを垂らしてしみ込ませる。
麻酔管：50ml ファルコンチューブにキムワイプを詰め、ジエチルエーテルを垂らしてしみ
込ませる。
全胚培養用
妊娠マウス：交尾後 5.5-8.5 日
ラット血清：実験系に応じて適量を解凍。
DMEM (NaHCO3)：13.5g/l DMEM powder (Gibco 12800-058), 3g/l NaHCO3。HCl で
pH7.2 にし、濾過滅菌。4℃で保存し、２週間以内に使用。
DH10：8.3g/l DMEM powder (Sigma D5030), 25mM HEPES, 10% FCS, 4.5g/l Glucose,
0.11g/l Na Pyruvate。NaOH で pH7.2 にし、濾過滅菌。50ml ファルコンチューブに小分
けし、-20℃保存可能。解凍後は 4℃で１ヶ月程度使用可能。この DMEM は phenol red 不
含なので、胚回収の視界を妨げない。
35mm ペトリディッシュ
50ml ファルコンチューブ
4-well ディッシュ
解剖道具

機器	
 
ラット血清調製用
15ml および 50ml ファルコンチューブ 用遠心機
ドラフトチャンバー
56℃のウオーターバス
全胚培養用
CO2 インキュベータ：5% CO2 + 95% air, 37℃設定。
チューブローテータ：50ml ファルコンチューブ用。回転軸とファルコンチューブの長軸が
平行になるもの。
実体顕微鏡

操作手順	
 
注意事項：
エーテルが引火性であるため、麻酔及び採血は全てドラフト内で行うこと。室内およびド
ラフト内は、火気厳禁である。
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(III)
1.

ラット血清の調製
ラットを麻酔瓶に入れる。十分な深度の麻酔が得られたら、仰向けに寝かせ、麻
酔の維持のために鼻先を麻酔管に突っ込む。麻酔をかけすぎると心停止して採血
できなくなるので要注意。

2.

腹部に 70%エタノールを噴霧する。腹部をつまみあげ、はさみで横に割を入れる。
筋層を真横に大きく切り開く。

3.

腸を体の横にずらして、採血する腹大動脈にアプローチし易くする。腹大動脈は
脂肪に覆われているので、脂肪を指で両サイドに開裂させ、腹大動脈を露出させ
る。腹大動脈は正中よりわずかに左側に位置しているが、その右に並行する血管
は下大静脈なので、間違えないように。

4.

20ml シリンジに付けた 18G 注射針を下行大動脈に刺し入れ、すぐさまプランジ
ャーをゆっくりと引く。1−2 分間保持し、血液の流入が停滞したら、大動脈から針
を抜く。SD ラットのリタイヤの雄だと、10−15ml 程度の採血が可能である。

5.

シリンジから針をはずし、シリンジの口を 15ml ファルコンチューブの内壁に当て、
内壁を伝うように血液を排出する。このとき凝固や溶血を防ぐため、作業は迅速
かつ丁寧に行い、血液がしぶき立ったりしないように気をつける。ファルコンチ
ューブは直ちに氷冷する。

6.

もう１匹のラットについても 1-5 を行う。シリンジと針は新品に変える。

7.

ファルコンチューブ２本を遠心する（3,000rpm、4℃、15 分）。この間に 1-6 を行
い、最初の遠心が終了したら、氷冷した血液を遠心機にかける。つまり２本単位
で採血と遠心を繰り返す。

8.

採血と遠心が全て終わったら、氷上で２時間以上冷やし（overnight も可）、フィ
ブリンを凝固させる。

9.

滅菌したパスツールピペットをファルコンチューブの内壁に沿って上下させなが
ら、内壁の円周を一周する。こうすることで、ゼリー状の上層がファルコンチュ
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ーブの内壁から乖離する。パスツールピペットの先端が下層に触れると血球が巻
き上がってしまうので注意する。

10. 遠心する（3,000rpm、4℃、15 分）。凝固成分は白い塊となって中間層に確認でき
る。8. の凝固が不十分だと上層が再凝固することがある。この場合は 8. に戻る。

11. 上層の血清が黄白色のものと、溶血して茶褐色になっているものを区別して、ピ
ペットマンで上層の血清を 50ml ファルコンチューブに集める。

12. 遠心（3,000rpm、4℃、15 分）。混入した血球が沈殿するので、上清を別の 50ml
ファルコンチューブに集める。

13. 非働化（56℃、30 分）。このとき、ファルコンチューブのフタを軽く緩め、エー
テルを蒸発させる。

14. -80℃で保存。解凍後の再凍結はしないので、使い切りサイズに分注しておくと良
い。

(IV)
1.

全胚培養
35mm ディッシュにラット血清 1.5ml、DMEM (NaHCO3) 0.5ml を入れ、CO2
インキュベータに入れておく。

2.

DH10 を入れたディッシュの中で子宮から脱落膜を摘出し、脱落膜中にある胚を
取り出す。

	
  	
  [注意] Ectoplacental cone を胚から外さないようにする。胚を傷つけないように細
心の注意を払いながら、Reichert’s membrane をきれいに剥ぐ。１腹分の回収は
20 分程度で済ませられるように、技術を磨く必要がある。

3.

１腹分を回収した時点で、胚を 1.の培地に移す。その後、次の腹の回収を行う。

4.

全ての腹を回収し終えたら本培養に入るが、その前にリポフェクション（目野プ
ロトコール）や蛍光色素標識などの操作を行う。
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5.

本培養の培地を作製する（25% DMEM(NaHCO3) + 75% ラット血清）。阻害剤培
養をしたいときには、ここで阻害剤を加える。

6.

5.5-6.0 日胚の場合は 4-well ディッシュで静置培養する。500µl / well で 20 個は
培養可能である。6.5 日以降は 50ml ファルコンチューブに入れ、ローテータで回
転培養する（30rpm 程度）。6.5~8.5 日胚は、1ml / tube で 20~5 個に調整する。

	
  	
  [注意] あまり胚が多すぎると栄養や酸素が枯渇し、胚発生に悪影響を及ぼす。培
地の黄変が目安になるが、そうならないようにしなければならない。6.5 日以降も
静置培養は可能で、数時間程度ならば問題ない。しかしエアレーションが悪いた
め、長時間培養は避けるべきである。

7.

培養後、PFA 固定する場合は、その前に PBS で何度か洗ったほうが良い。さもな
いと、持ち込まれた血清中の蛋白質がアルデヒド基をマスクしてしまい、固定が
著しく不十分になる。
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着床後胚の培養
概 説 	
 
着床後のマウス胚を培養する方法として、回転培養法をはじめ様々な方法が報告されてい
る。以前は培養前に一部の細胞をラベルなどするなどの胚操作を行い、一定時間後に固定
して結果をみるような研究が主流だった。しかし近年では、その途中経過を追う実験、ラ
イブイメージングが行われる機会が増えてきている。本稿では、ライブイメージングする
ことを前提にした培養法を紹介する。	
 

試 薬 	
 
Cellmatrix TypeⅠ-A (20ml conc.3.0mg/ml pH3.0) （新田ゼラチン）
Dulbecco’s Modified Eagle Medium
Sodium Pyruvate

100mM 100×

Non Essential Amino Acid

（GIBCO, Cat.No.12100-038）

（GIBCO, Cat.No.11360）

1mM 100×

2-Mercaptoethanol (min.98%)

（GIBCO, Cat.No.11140）

（SIGMA, Cat.No.M3148-25ML）

Rat serum	
  （チャールズリバー、ラット胎仔培養用(IC)血清）
	
 
試 薬 調 整 	
 
・	
 Rat serum	
 
凍結した状態で届く。使用前に 4℃でゆっくり溶かす。	
 
（Rat serum は自前で調整可能）	
 
	
 
・	
 2% BSA in DW
	
  BSA を MilliQ で溶かし、0.22μm フィルターで濾過滅菌する。4℃保存。-20℃で凍結す
れば長期保存可能。
	
 
・C 液(再構成用緩衝液)	
 
	
 	
 0.08N 水酸化ナトリウム溶液 100ml に、HEPES4.77g を溶かし、0.22μm フィルターで
濾過滅菌する。4℃保存。

・DMEM(1

)	
 

	
 	
 1 袋(13.4g/1L milliQ)で溶かす。NaHCO3 3.7g を加えた後、HCl	
 で pH を 7.2~7.4 に
調整、0.22μm フィルターで濾過滅菌する。4℃保存。
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・	
 DMEM(5

)	
  	
 

1 袋(13.4g)を 200ml milliQ で溶かし、0.22μm フィルターで濾過滅菌する。

・	
 β-メルカプトエタノール

100mM

	
  14ulβ-メルカプトエタノールを 20ml milliQ で希釈し、0.22μm フィルターで濾過滅菌
する。4℃保存。
	
 
・５倍培地	
 
DMEM(5×)

200ml

Sodium Pyruvate

100mM

14.5ml

MEM-Non Essential Amino Acid
β-メルカプトエタノール

100mM

1mM

14.5ml

14.5ml

・	
 50%血清用培地
DMEM(1×)

50ml

Sodium Pyruvate

100mM 100×

MEM-Non Essential Amino Acid
β-メルカプトエタノール

100mM

1ml（最終濃度 1mM）
1mM

1ml（最終濃度 100μM）

1ml（最終濃度 1mM）

	
 
機 器 	
 
Non-Coat glass bottom 35mmDish

(MATSUNAMI code:D110400)

2ml エッペンチューブ（氷上で十分冷やしておく）	
 
1.5ml エッペンチューブ	
 
ピンセット DUMONT#55 (World Precision Instruments ,Inc. code:500342)
	
 
操 作 手 順 	
 
注意事項：
解剖の準備や、タイムラプス計測を行う場合は機械の立ち上げ等を先に行っておく。
コラーゲンゲルを扱うときは、チップの先は切っておく。
（ I） 	
 

培 地 準 備 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 
²

Rat serum:50%血清用培地=1:1 で混ぜる。混ぜた後、培地は常温で使用する。	
 
l

操作はクリーンベンチ内で行う。1dish あたり 150µl 準備する。	
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l

作った血清入り培地は 4℃で 1 ヶ月保存可能。	
 

	
 
（ IV） 	
 

コ ラ ー ゲ ン ゲ ル の 準 備 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 	
 
²

５倍培地：Cellmatrix TypeⅠ-A：C 液＝２：７：１をこの順番で混ぜる。	
  	
  	
  	
  	
 
（液色が黄色からピンク色に変わる）	
 
l

操作はクリーンベンチ内、氷上で行う。	
 

l

粘性が高く泡が入りやすいので、緩やかにピペッティングする。	
 

	
 
（ V） 	
 

解剖
「着床後胚の回収」を参照	
 

（ VI） 	
 

胚をコラーゲンゲル入り培地に包埋する

1.

ガラスボトムディッシュに胚を移す。	
 

2.

コラーゲンゲル：培地＝1:1(例 50μl:50μl)を作り、常温におく。	
 

	
 

	
  	
  （5-10 分後には固まり出すので、以下の操作は素早く行う）	
 
	
 
3.

胚を移すときに持ち込んだ DMEM を吸い取る。	
 
（吸い取りすぎると胚が自重で変形するので注意する）	
 

	
 
4.

手順 2 で作ったコラーゲンゲル入り培地を胚の上に 100μl たらす。	
 
（泡が入らないように注意する）	
 
	
 

5.

ピンセット(#55)を使い、胚をゲルの中に沈める。なるべく底面に近づけた方がい
いが、底に接しないように注意する。	
 
	
 

6.

静かに CO2 インキュベーターに移す。血清入り培地もインキュベーターに入れる。
ゲルは 20~30 分間程度で完全に固まる。	
 

	
 
7.

ゲルのまわりに、血清入り培地を加える。	
 
（これにより血清がゲル培地に浸透する。量は 100μl でも 200μl でも胚の発生
に大きな変化は見られなかったが、多めの方がより良いと思われる）	
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  図	
  ゲル培地で胚を包埋したときの模式図	
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リポフェクションによる胚への局所的遺伝子導入
原 理 	
 
	
  子宮から回収した胚の局所にプラスミドをトランスフェクトし、全胚培養を行うことで
興味ある遺伝子を発現させ、その作用を調べることが可能である。インジェクションピペ
ットを使用して、リポフェクション溶液を導入したい部位に注入することで、プラスミド
をトランスフェクトする。胚の内腔に面した細胞には、リポフェクション溶液を内腔に注
入することで導入できる。例えば、e6.5 エピブラストに導入する場合は、前羊膜腔にリポ
フェクション溶液を注入する。内腔に面していない細胞にも、胚葉間にリポフェクション
溶液を注入することで導入できる。例えば、e5.5 臓側内胚葉に導入する場合は、臓側内胚
葉とエピブラスト間に注入し、e8.5 側板中胚葉に導入する場合は、内胚葉と中胚葉の間に
注入する。これらの場合、注入部位で内胚葉が水ぶくれの状態になるが、培養の過程で組
織が修復される。
	
  リポフェクション法による導入は、エレクトロポレーションで生じうる焼烙等のダメー
ジが少ないと考えられるが、すべての胚でトランスフェクションが成功するわけではなく、
また、注入した領域でモザイク状にトランスフェクトされる。これまでに様々なリポフェ
クション試薬を試したが、Invitrogen Lipofectamine2000 は e5.5 から e8.5 胚にかけて適
用可能であることを確認している。

試薬等	
 
ガラス管：ナリシゲ G-1 や Drummond Microcaps など。ガラス管を取り付けるホルダーの
径に適合したものを使用する
10cm ペトリディッシュ
60mm ペトリディッシュ
先切りチップ
PBS
DMEM (+HEPES)：phenol red 及び NaHCO3 不含タイプの DMEM に、最終濃度 25mM
HEPES (pH7.0 - 7.2) を添加したもの
DMEM + 10% FCS
Invitrogen Lipofectamine2000
哺乳類細胞発現ベクター：トランスフェクショングレードで、プラスミドを調整したもの
解剖用ハサミ、ピンセット：脱落膜及び胚を扱うピンセットとして、先端を紙ヤスリで鋭
利にした No.5 のタイプのものを使用する
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エッペンドルフ社製マイクロローダー

機器	
 
プラー（ナリシゲ PN-30 など）
インジェクター（ナリシゲ IM-9B など）
実体顕微鏡（ライカ M165C など）
倒立顕微鏡 + マニピュレーター（e7.5 までの胚を扱う時に必要になる）

操作手順	
 
(I)

リポフェクション溶液とインジェクションピペットの準備
1.

リポフェクション試薬の製品添付説明書に従って、リポフェクション溶液を調整
する。

2.

ガラス管をプラーで引き伸ばし、実体顕微鏡下でプラスティックシャーレに置い
たガラス管の先端をメスで折ることで、インジェクションピペットを作成する。
ピペット先端は、胚を刺せる程度に鋭利で細くしておく（図１）。

	
  	
  図１：プラーで引いたガラス管の先端を折る
ことで作成したインジェクションピペット

(II)

胚の回収
1.

頸椎脱臼を施した妊娠雌マウスを開腹して子宮を取り出し、PBS を入れた 10cm
ペトリディッシュに移して、子宮の脱落膜間をハサミで切断する。

2.

実体顕微鏡下、ピンセットを用いて子宮切断部から脱落膜を取り出す。

3.

先切りチップとマイクロピペットを用いて、脱落膜を DMEM (+HEPES) を入れ
た 10cm ペトリディッシュに移す。

4.

実体顕微鏡下、ピンセット（No.5）を用いて脱落膜から胚を傷つけない様に取り
出す。ライヘルト膜を除去する。

5.

すべての胚の回収まで時間がかかる場合は、DMEM+10%FCS を入れた 35mm ペ
トリディッシュに胚を移し、CO2 インキュベーターにリポフェクション溶液を注
入するまで置いておく。
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(III)

インジェクションピペットの溶液充填と取り付け
1. 胚回収が終了したら、次の何れか方法でインジェクションピペット先端にリポフ
ェクション溶液を充填する
	
  （ピペット後端から）エッペンドルフマイクロローダーを使用して、ピペット後端
からチップを先端近くまで挿し、リポフェクション溶液を入れる。ピペットをホ
ルダーに装着する。

	
  （ピペット先端から）ピペットをホルダーに装着する。200μl チップの先端にリポ
フェクション溶液を吸っておき、チップを実体顕微鏡のステージに置く。実体顕
微鏡下、溶液を含むチップ先端にピペット先端を入れて、インジェクターを陰圧
にすることで溶液を必要量吸う（図２、３）。

図２：実体顕微鏡ステージ上で、リポフェ
クション溶液を吸う様子。チップ先端に溶
液があり、ホルダーに取り付けたインジェ
クションピペットに吸う。

図３：図２ステージ中央の拡大図

(IV)
1.

リポフェクション溶液の注入と全胚培養
ピペット先端へのリポフェクション溶液の充填が修了したら、DMEM (+HEPES)
+10% FCS を入れた 60mm ペトリディッシュに胚を移す。

2.

インジェクターの圧を調整して、実体顕微鏡下、DMEM (+HEPES) +10% FCS
中でリポフェクション溶液が僅かに流れ出るようにする。Lipofectamine2000 の
場合、リポフェクション溶液に微粒子が存在するため、流出量を確認することが
できる。

144

3.

ピンセット（No.5）で胚を傷つけない様に保定し、トランスフェクトさせたい部
位にインジェクションピペットを刺すことで、リポフェクション溶液を注入する。

4.

e7.5 までの胚を扱う場合は、倒立顕微鏡下でマニピュレーターを使用して注入す
る必要がある（ホールディングピペットで胚を保定し、インジェクションピペッ
トで注入する。インジェクションシステムの詳細は、高岡によるプロトコールを
参照）。

5.

胚へのリポフェクション溶液の注入が完了したら、全胚培養を行う（詳細は、沖
プロトコールを参照）。

6.

培養終了後、遺伝子発現とその効果を評価する。
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エレクトロポレーションによる遺伝子導入
原理
	
  エレクトロポレーションは、強い電界をかけることにより一時的に細胞膜の透過性を高
め、DNA 等の分子群を細胞内に導入する方法である。着床期マウス胚へのエレクトロポレ
ーションによる遺伝子導入は、胎齢 7.25 日頃以降で可能である。それ以前のステージに対
しては、エレクトロポレーションのダメージが強く、胚が正常に発生しない。近年、エレ
クトロポレーションのパルスごとの電圧を調整することができるパルスジェネレーターが
市販されており、よりダメージの少ない条件での遺伝子導入が可能となっているが、残念
ながら初期のマウス胚に対しては、まだ試していない。エレクトロポレーションの利点は、
遺伝子の導入効率の良さと、方向性をもって標的とする特定の細胞集団への遺伝子導入が
可能な点である。また、電極の形状を替えることにより、数十の細胞からより多くの広範
囲の細胞へと遺伝子導入することが可能である。chick では、Tg の作製が困難だが、その
全胚培養系の簡便さから、よくエレクトロポレーションによる遺伝子導入実験が行なわれ
ている(Takemoto et al., Dev., 2006 等参照、公募班班員)。基本的には、エレクトロポレー
ション法では、体表面の組織への遺伝子導入が簡便である（マウス胚の反転前の endoderm
layer 等; Tanaka et al., Dev. Cell, 2005; Dev. Dyn., 2010）。なぜなら、エレクトロポレー
ションによる遺伝子導入をする前に DNA を標的組織の細胞に“まぶす”必要があるが、体表
面の組織の細胞ならば、DNA 溶液に胚を浸漬することで“まぶす”ことができる。胚内部の
組織（mesoderm layer 等）の場合は、DNA 溶液を micro-injection して液だまりを作って
内部の標的組織細胞表面に DNA 分子をまぶしておいてから、エレクトロポレーションをお
こなう。この際、電極の電荷の向き依存して DNA（マイナスに荷電している）が一定方向
に取り込まれる。最近のパルスジェネレーターでは、電極の電荷の向きをわざわざ反転さ
せて、周囲の細胞への導入効率を上げられる機種も発売されている。ここでは、着床期マ
ウス胚（胎齢 7.5 日頃）へのエレクトロポレーションによる遺伝子導入法について述べる。

試薬	
 
1. DNA 溶液(1-5 µg/µl in H2O)
QIAGEN 等の an anion-exchange resin or silica membrane column で精製した DNA。
導入効率が悪い場合は、この精製度に問題があることが多い。

146

2.

Tyrodes Ringer saline, stored at 4°C.

Com pound

g/500m l

NaCl

4.0

KCl

0.15

NaH2PO4.2H20

0.0465

KH2PO4

0.0125

NaHCO3

0.5

Glucose

1.0

機器	
 
	
  以下に示す機器は、他のメーカー品でも代用可能である（electroporator: ネッパジーン
の NEPA21 等）。電極は、自作、或は electroporator を扱う業者が様々な電極を用意して
いる（作成の依頼も可）。比較的後期のステージ（胎齢 8.5 日以降くらい）の場合は、
manipulator と holding pipette を用いらなくとも、プラスチックのピンセット等でも
embryo の補定は可能である。
1. Electroporation apparatus components – 0.2mm platinum wire, 0.1mm tungsten
wire, 60 and 150mm Petri dish lids, banana socket, banana plugs.
2. Microforge (Narishige Scientific Instrument Laboratory, Tokyo, Japan, MF79)
(Alternative equipment is the MF-900 microforge, Narishige).
3. Micromanipulation apparatus (Leica): base plate with fixture points to hold two
manipulators, left and right manipulators instrument holders, instrument sleeves.
4. Positioner (Taurus-R, World Precision Instruments Inc, USA), used to hold the
tungsten wire in place.
5. Square wave electroporator (ECM 830, BTX, San Diego, CA, USA)
6. Stereomicroscope

操作手順	
 
(V)

Setting the electroporation apparatus
1. The plate electrode for electroporation was made from a platinum wire, and the
plate platinum electrode was attached to the lid of a Petri dish using a banana
socket (Tanaka et al., Methods in Molecular Biology, 2011、参照).
2. The point electrode was made from a tungsten wire, which is held in place by a
positioner.
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3. Connect the plate electrode and point electrode to an Electro Square Porator.
The plate should be set as the positive pole and the point as the negative pole for
electroporation.
4. Place a drop of Tyrodes Ringer saline over the platinum plate and tungsten wire
until both are completely immersed.
5. Place a drop of a drop (10-20 µl) of concentrated plasmid DNA solution (dissolved
in H2O, with the concentration ranging from 1−5 mg/ml) on the Petri dish, next
to but not touching the Tyrodes Ringer Saline drop.

(VI)

Electroporation of the surface germ layer of the em bryo

1. Put 1.5 ml 50% rat serum/DMEM in one well of a 4-Well Chamber Slide (Nunc)
and pre-incubate it in 5% CO2 in air at 37°C for at least 1 hr before culture.
2. Place dissected embryos into the drop of concentrated plasmid DNA solution on
the electroporation dish.
3. Incubate the embryos for 2-5 minutes in the DNA solution.
4. Move embryos carefully to the drop of Tyrodes Ringer saline in the
electroporation dish.
5. Using the holding pipette, hold one embryo between the platinum plate and
tungsten wire, without touching either of the electrodes.
6. Using the Electro Square Porator, deliver 5 pulses at 15 V, 50 ms each and 1−sec
gap between each pulse.
7. Move the embryos into the 50% rat serum/DMEM in the 4-Well Chamber and
place in the 5% CO2 in air at 37°C.
反転後のステージであれば、必要に応じて回転培養を行う。Embryoのgrowthが悪い場
合は、rat serumを75%に上げる、或はserumのlotを変更する（全胚培養の項参照）。

文責：	
  田中	
  聡（熊大	
  発生研）
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Monoclonal antibody	
  作製法
原理
単一クローンの抗体産生細胞を手に入れるのが目的である。抗体産生細胞は、それのみで
は in vitro で大量には増えない。よって myeloma（骨髄腫細胞）と細胞融合をし、in vitro
で無限に増えるようにする。

操作手順	
 
1. ラット、マウスに免疫する。
2. 良い抗体を作る個体の spleen（リンパ節を取る場合もある）から抗体産生細胞を取って
くる。
3. myeloma と fusion する。
4. fusion した細胞（hybridoma）から目的の抗体を産生する clone を screening する。
5. hybridoma を大量に増やす。
7. 得られた hybridoma の培養上清からモノクロ抗体を取る。もしくはマウスに打ち込み、
腹水を取る。

プロトコールに従って進めれば問題はないが、個々のステップを丁寧に行うことが大切で
ある。基本に忠実に。時間がかかる手順なので一つミスすると数ヶ月が無駄になる。特に
コンタミには気を使う。いろいろなもの、例えばピペットマンの先などはよく滅菌する。

免疫

数匹行う(10 匹ほど)。最後の check 採血後できるだけ早く抗体の力価を調べ、もっとも良
い個体を選ぶ。fusion の 4〜5 日前にもう一度抗原を打ち込む。場合によっては、全血後に
spleen を凍結保存する（なるべくしない）。
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(I)

M yelom a の 培 養

P3U1 cell (mouse) もしくは P3X63,Ag8.653 (mouse, ATCC CRL-1580)を使う。myeloma
は何種類かある。ロットによる差も大きいので良いロットを選んで大切に保存しておく。
myeloma は、ほとんど浮遊で葡萄の房状になっているが、一部底に付着しているので
pipetting によりはがして継代する。

培地は DH10 (IWAKI の DMEM/HAM-F12 = 1:1, 10% FCS) + PS (抗生物質)	
 
その他、RPMI とか、DMEM でも良い（いろいろ）。
もしくは、無血清培地（Gibco invitrogen の Hybridoma-SFM）や、GIT 培地（WAKO）
（以下、これを使う）を使う。

マイコプラズマ除去を確認する。感染していると上手くいかない。

2 日で 10 倍に増える(実際には４倍くらい)。
使用の 4-5 日前におこして培養する（培養期間が長くなると調子が悪くなる）。
2~5

106 / 10 ml に保つ（medium を黄色くしてはならない。細胞濃度は、薄すぎても濃

すぎてもダメ）。

細胞を扱うのは 10 ml pipet を使う。5 ml では先が細くて細胞を傷つける。

fusion には 108 ぐらい必要（5

106/10 ml in 10 cm dish が 20 枚ほど）。

myeloma の調子が非常に重要な factor なので気をつける。

細胞の数え方。
0.1 mm depth chamber の 1 mm

(II)

1 mm の細胞の数

104/ml

Fusion の 準 備

	
  前日までに用意、点検しておくもの。
1.

金網（5

5 cm）とガラス棒を滅菌（乾熱、もしくはオートクレーブ）。

2.

DH (serum free)、DH10 各 500ml。

3.

三角フラスコ (50~100ml) を丁寧に洗っておく（場合によっては乾熱、もしくは
オートクレーブ）。50 ml の IWAKI の中ビンが重量的に使い易い。
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4.

HAT、HT、CF の存在確認（前日というよりも数週間前に）。

5.

clean bench、遠心器の予約。遠心器は 15 ml、50 ml tube が回せるものをできれ
ば 2 台確保。

6.

可能ならば water bath をきれいに掃除して 70% エタノールで滅菌。使う前に
clean bench で UV 滅菌 1 時間。

	
  当日の午前中（朝早く）
	
  すべての medium などをきちんと温めておくことが重要なので、1 時間は温めること。
	
  PEG(6 番)は時間がかかるので、朝一番で準備しておく。

7.

遠心器を室温（R.T.） にする。

8.

clean bench 内をきれいに掃除し、滅菌済み water bath をセット、37 度にする
（中の水は miliQ）。

9.

DH 500 ml ビン、DH10 50 ml

2（50 ml tube）を water bath 内であっためる。

10. 金網、ガラス棒を clean bench 内に。
11. DH、DH10 を（5 ml in 60 mm dish、2 枚づつ)、細胞培養 incubator に入れて
あっためる。
12. PEG4000 (Merck 社) を 1g 量り、三角フラスコ（IWAKI 中ビン）に入れてオー
トクレーブ。冷めないうち（80 度ぐらい）に clean bench 内で DH 1 ml（pre-warm
37 度）を入れて混ぜる。ピペットで吸うと固まってピペットに付着するので注意
する。もしくは、滅菌済みの三角フラスコ（IWAKI 中ビン）に PEG4000 を入れ
てホットプレートで溶かす。できた 50% PEG はふたをして 37 度。
13. 15 ml、50 ml tube が clean room 内にあるか確認する。
14. 解剖用具をエタノール滅菌、作業スペース確保。

(III)

Fusion

	
  解剖、全採血、spleen 摘出は一般書を参照。全血後に spleen 摘出でよい。

1. spleen をきれいに取り出す（脂肪や結合組織はできるだけ取り除く。傷つけない。）。
lymphocyte は、rat= 2~10

108 cells、mouse= 1

108 cells

	
  	
  以下、clean bench で行う。
2.

用意した DH 入り dish で 1 回 spleen をすすぐ。
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3.

用意した DH10 入りの dish の上に金網を置き、そこで spleen をガラス棒ですり
つぶす（メスで切りつけてからしごく）。Serum は、dish のコーティング、blocking
の目的で入れてある。

4.

用意した別の DH10 dish で同じようにしごく。

5.

15 ml tube に 3 と 4 の suspension を移す（移す際にピペットを傾けると fibroblast
が側壁についてある程度取り除ける）。先端径が太めの 10 ml pipet を使う。5 ml
では先が細くて細胞を傷つける（以下同様）。

6.

3 分静置（結合組織やごみを下に沈める）。

7.

上清を 15 ml tube に移し、1500 rpm 5 min at R.T.

8.

pellet (lymphocyte) を DH 10ml で wash 3 回。Serum を抜くのが目的である。
1500 rpm 5 min at R.T.。（10 と 11 参照）。多い場合は捨てる。

9.

この間に myeloma を集める。10 cm dish 4 枚分を 50 ml tube に集めて遠心（20
枚分とあるが、実際には 4~8 枚で十分。）。 DH で 4 回 wash。1500 rpm 5 min at
R.T.。50 ml tube 1 本に集める。（10 と 11 参照）。多い場合は捨てる。

10. lymphocyte と myeloma の細胞数を数える（最後の遠心前の suspension から取
って数えておく）。Myeloma は午前中に dish 1 枚分を数えておくと良い。Spleen
の方は、lymphocyte 以外の細胞も多いので、形が丸く小さい細胞のみを数える。
11. lym:mye = 4:1 になるように lymphocyte と myeloma をピペットでよく混ぜる
（50 ml tube）。実際には、少々比が異なっていても大丈夫。
12. 遠心。1750 rpm 10 min at R.T.
13. 上清を完全に除く（残っていると PEG が薄まる）。ピペットマンで最後の上清を
吸う。
14. tube を指でたたいて pelet をくずす。

こ こ か ら 先 が fusion。37 度 の water bath 内 で 行 う 。コ ン タ ミ に 気 を つ け る ！ ！
ゆっくり加えることがポイントである。

15. 50% PEG 1ml をゆっくりペレットに加える（50 秒かけて）。ピペットの先でグリ
グリコリコリと音を立てるような感覚で行う。5 ml ピペット（プラスチック）を
使うと良い。pipetting してはいけない（以下 17-23 まで同様）。
16. さらに 1 分間混ぜ続ける。
17. DH 1ml を、50 秒かけてかき混ぜながらゆっくり加える。多少、底に細胞塊が残
っているぐらいが良い（以下、20 まで同じ）。
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18. DH 1ml を、50 秒かけてかき混ぜながらゆっくり加える。
19. DH 4ml を、2 分かけてかき混ぜながらゆっくり加える。
20. DH 4ml を、2 分かけてかき混ぜながらゆっくり加える。
21. 遠心。1750 rpm 5 min at R.T.
22. 106~107/ ml になるように DH10 を加える（96 well plate 1 枚あたり、〜108 cells
in 15 ml だが、cloning factor を入れる場合には何も考えずに 35 ml 程に susupend
したら良い（1 匹の場合）。入れない場合は、濃いめにまく。）。ピペットでかき混
ぜるが、pipetting してはいけない(１回ほどは仕方ない)。10 ml ずつ入れて、か
き混ぜる。Water bath 中で行う。

23. 96 well plate に 100µl づつ分注。Water bath で温めながら行う。plate 2~3 枚に
なるのが標準（1 匹あたり）。10 ml のピペットで吸って、2 滴ずつ well に垂らせ
ば良い。ただし、均一さを目指すために、ピペットに吸う量は少しずつ。すばやく
incubator に入れる。翌日まで待ってから HAT selection を行う。
24. ここから先、cloning factor を 5%程入れておくと hybridoma の生育が良いので入
れておく。HAT selection から、expand するまで入れる。

(IV)

HAT selection

fusion 後の well の中には、myeloma、lymphocyte、fibroblast、hybridoma が混在してい
る。myeloma を HAT により死滅させる。lymphocyte と fibroblast はある程度増えるが、
自然に死滅する。結果として hybridoma のみが生き残る。

以下、HAT の説明。
HAT Supplement (50

) is a liquid mixture of sodium hypoxanthine, aminopterin and

thymidine. After dilution, HAT is suitable for use as a post-fusion selective medium to
eliminate unfused or self-fused HGPRT minus myeloma cells. Hypoxanthine and
thymidine supply preformed purines and pyrimidines for DNA synthesis by hybridomas
via the salvage pathway that utilizes HGPRT contributed by the fused spleen cell.
Aminopterin, a folic acid antagonist, inhibits the de novo nucleoside biosynthesis
pathway.

Myeloma= HGPRT minus
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Lymphocyte= HGPRT plus
よって hybridoma= HGPRT plus

fusion 後、4 日目ぐらいから hybridoma が colony を作る（通常、1 well あたり、5~6 個
のコロニーができる）。Fusion の 9-10 日後に黄色くなりだしたら screening をする。ただ
し、CF を加えた場合、生育が非常に良いので、こまめに観察しチェックすることが重要。
だいたい１週間後には screening できてしまう。

HAT 入り medium の調整
DH10 400 ml に 50

HAT を 8 ml 入れる。遮光して保存する（アルミホイルで包む）。

以下、8 連ピペットマンを使えば便利。ただし、コンタミには細心の注意を払う。

1.

fusion の翌日、100-200 µl づつ well に足す。

2.

さらに翌日、well の培地の半分を交換する。

3.

以降、同様に、培地交換を 2 日に 1 回行う。様子を見る。

4.

培地が黄変してきたら、培地交換を頻繁に行う。だいたい 10~14 日の間で well
を見て、colony のみになっていたら HT に以降する。HT は 2 回ほどで抜いて良
い。以下、HT の説明。簡単に言うと HAT から serum へと移行する中間段階であ
る。

	
  	
  HT Supplement (100

) liquid is a mixture of sodium hypoxanthine and

thymidine. After dilution, HT Supplement is suitable for use as a rescue
medium. The supplement provides preformed purines and pyrimidines to
overcome the effects of residual intracellular aminopterin. Once the de novo
biosynthesis

pathway

for

nucleosides

has

been

reestablished,

HT

supplementation can be discontinued.

5.

黄変した上清をそれぞれ対応するように 96 well plate に移し、4 度保存。黄変し
た上清ならば良くて、培養日数はあまり関係ない。これを用いて screening する。
Screening はすばやく、最短の時間で行う（できれば 1~2 日）。screening は目的
をよく考えて方法を決める。薄めずに使う。Screening は、倒立蛍光顕微鏡を使う
と簡単。96 well plate に目的の分子が発現している細胞を撒き、そのまま染色す
る。できればヘテロな集団の方が良い。
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6.

有望な well の細胞を cloning にもっていく。染色に使える抗体という基準で選ぶ
と、上手くいって、96 well plate あたり 2~3 clone ぐらいだと考えておいた方が
良い。当たり前だが、あまり多く選ぶと後が大変なので、増殖や形態の良い well
で選ぶ。Fusion 直後の hybridoma は不安定で、抗体を作成しない細胞が出現する
ことがある。このような細胞は増殖がはやいので、cloning が困難になる。

(V)

Hybridom a の cloning

96 well の細胞を、ピペットマンの tip の先でグリグリ削り取って suspend する。

1. 限界希釈をして 96 well に、1 cell/1well になるように入れる。細胞が入らない well
も当然出るので念のため、先の 1 well あたり、96 well plate 2 枚は作る。バック
アップ用に希釈前の半分の量を 24 well plate に取っておく。DH10+10% CF
(cloning factor)で希釈、培養する。hybridoma は低密度ではほとんど増えないの
で必ず CF を入れる。CF には、B-cell growth factor などが入っている。
2. 1 週間後ぐらいに hybridoma の colony が形成され、medium が黄変し始める。
3. ここから、培地を半分ごと交換する（毎日）。
4. 上清をとり、screening する。20 well ぐらいの上清を screening する（多すぎる
と大変）。この時、コロニーの形状から判断して、single cell 由来の clone のみを
含む well を優先する。コロニーの形成の仕方で、コンパクトなものは増殖は早い
が死にやすく、ルーズなものは死ににくいが増やすのに苦労するという特徴があ
る。ここでもできるだけ早く screening する。
5. screening の結果、良い clone を増やす。

(VI)

Hybridom a clone の expand

基本的には DH10 で培養するが、最初のうちは CF を必ず入れる（6 well まで。但し、CF
を抜くと死滅する hybridoma もあるので注意する。）。無血清培地を使う人もいる（GIBCO
などから Hybridoma 用の無血清培地が売られている）。96 well から 24 well から 6 well
から 10 cm dish から中ボトルと移していく。やることは単純だが、expand の途中で急に
増えなくなるということがよくあるので細心の注意を払う。継代の際に、低濃度にしない
ということと、古い培地ごと次の培地に足すと良い。また、良い抗体を産生しても増殖が
悪い clone などがよくあるので、毎日観察して記録する。96 well から 24 well への移行は、
96 well の細胞すべてを移す。それ以降は、個々のクローンの増え方で判断する。
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適当なところで細胞を凍結保存する。最低 3 チューブ保存する。1 本は翌日にでも融解し、
ちゃんと起きるかどうか check する。
慎重な人は、各ステップで凍結ストックを作る。

Hybridoma は気難しいものが多く、急に増えが悪くなったり、抗体産生能を失うものもあ
るので、数クローン確保しておくことは不可欠である。また、expand の過程の初期段階で
凍結ストックを数本取っておくのも重要なことである。
非常に良い抗体を産生するが、増殖が悪いクローンと、それよりも質は劣る抗体を産生す
るが増殖が非常に良いクローンのいずれを選ぶかは判断に悩むところである。

(VII)

その他。

最近では、各社がクローニングの簡便なキットや、hybridoma 培養用の良い（と宣伝して
いる）medium などを販売しており、慣れてきたらそのようなものを試すのも良いかもし
れない。無血清培地など、serum のロットを気にすることが無くなるので試す価値はある。
コストは倍ぐらいになるが、serum で苦労するよりは良いかもしれない。

結果を左右する要素はいろいろあるが、serum、HAT、CF、のロットチェックは大切であ
る。
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抗体の affinity	
 purification	
 
原理
血清から目的のタンパク質に特異的に反応する抗体を、抗原を用いて精製する。目的タン
パク質に反応する抗体は、血清中の全抗体のうちの 10％以下である。

affinity purification をすることによって抗体の反応性が落ちることもあるので気をつけな
ければいけない。この理由としては、非常に強い結合性を示す抗体が elution の際に抗原か
ら剥がれないということが一つ挙げられる。また、精製の際に活性を失うということもあ
る。当然だが、affinity 精製をしたからといってすべての cross-reaction が無くなる訳では
ない。場合によっては血清のまま使うほうが良いこともある。

また、場合によっては affinity 精製ではなく、非特異的な抗体を除く方を目指したほうが
良いこともある。例えば、GST 融合タンパク質を抗原にした場合、GST カラムを通して、
GST に対する抗体を除くとか。リン酸化 peptide 抗体の場合、非リン酸化型の peptide カ
ラムを通すと良い場合がある。

affinity 精製には２種類ある。

1. membrane 法。抗原を大量に(〜mg)で SDS-PAGE をし、PVDF membrane に transfer
する。その membrane を血清に浸し、抗体を吸着させる。
2. カラム法。抗原を担体ビーズに conjugate たカラムを作り、血清を通し抗体を吸着させ
る。
1. は、抗原の内部に対する抗体が効率よく精製できるが、立体構造を認識する抗体は精製
されにくい。2. は、抗原の３次元構造が保たれるが、内部に対する抗体が失われやすい。
また、coupling 基の近傍の立体障害なども考えられる。
以上の理由から、一般には 1 の方法が Western に向き、2 が染色、免疫沈降に向くとされ
ているが、別にそうでもない。1 で使えなければ 2 を試してみると良い。

試 薬 	
 
membrane (PVDF)：Amersham などの、Western blotting に使う一般的なもの
3%BSA-PBS
TBS (20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl)-0.05% Tween20
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100 mM glycine-HCl pH 2.2~2.4（ice-cold）
1 M Tris-HCl, pH. 9.0~9.5

機 器 	
 
微量高速遠心機：４℃
SDS-PAGE 用の泳動槽など
Transfer 装置（Biocraft 等）
カラム：ムロマックカラム（Ｓ）など	
 
	
 
操 作 手 順 	
 
membrane 法に関して以下に説明する。

SDS-PAGE および membrane (PVDF) transfer は他を参照。

1.

membrane のうち、目的の分子量の部分を短冊状に切る。切る方法としては、

a. 前もって移動度を調べておき、prestain maker を目安に切る。
b. ポンソーで染めて切る。（CBB は不可逆的にタンパク質に結合するので使えない）
c.

一部を切り、CBB で染めてみる。

のいずれかを選ぶ。エッペンに入り、buffer の中でうまく泳ぐように切る。

2. 3%BSA-PBS で blocking。30 min at R.T. with rotating.
3. 血清をエッペンに入れる。抗体価によるが、100 µl~ 1 ml。3%BSA-PBS でエッペンを
満たす。
4. 2 h at R.T. or O/N at ４℃ with rotating.
5. membrane をプラスチック容器（大きめの）に移し、TBS (20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150
mM NaCl)-0.05% Tween20 で洗う。15 min

3。

6. もう一度エッペンに移し、buffer をすばやく可能な限り吸い取り、すみやかに 100 mM
glycine-HCl pH 2.2~2.4（ice-cold）を 500 µl 入れる。on ice で 3 分 incubate。たま
に pippeting する。
7. 100 µl の 1 M Tris-HCl, pH. 9.0~9.5 を入れたエッペンに elute 物を移し、すばやく混
ぜる。中和が目的。
8. 7、8、を繰り返す。
9. ２回の elute 物を混ぜて保存（以下参照）。収量を SDS-PAGE、CBB 染色で確認する。
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10. 保存（最後のページ参照）。

membrane の後処理（再利用可）。
11. membrane を 100 mM glycine pH 2.2~2.4（ice-cold）でもう一度洗う。
12. membrane をプラスチック容器に移し、TBS (20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM
NaCl)-0.05% Tween20 で洗う。1 回。
13. membrane を TBS (20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl)-0.05% Tween20 に浸し、
0.01% アザイド(防腐剤)を加えて４℃で保存する。

カラム法に関して以下に説明する。

Amersham や、Pierce から数種類の担体が販売されているのでそれらから選ぶ。以下は、
Amersham の NHS カラムを用いる。coupling 効率は、タンパク質ごとに大きく変わるの
で、必ず coupling 前後を SDS-PAGE などで調べる。また、アミノ基を使うので、tris や
glycine buffer は抗原の buffer としては使わないように注意する。

手順。
以下、buffer 類は ice cold。on ice。

1. beads を適当量（500 µl~ 1ml）取り、1mM HCl で 5 回程洗う。遠心は 5000 rpm 5 min
4℃。エッペンに細かく分ける（250 µl ぐらい）。
2. 20 mM Hepes, pH 7.5、もしくは PBS（抗原を溶かしている buffer）で 1 回洗う。
3. 抗原を beads に加える。あまり薄めない。数 mg 使う。
4. 室温で 2 h、もしくは 4℃で O/N rotate。吸着前後を 20 µl ずつ取り、sample 処理をす
る。SDS-PAGE, CBB 染色で効率を調べる。効率が低ければ、反応時間を延ばす。
5. TBS (20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.5M NaCl)で 2~3 回洗う。
6. TBS に 2h ほど incubate。Rotate at R.T.。
7. カラムにつめる。
以下、可能であればコールドチャンバーで。R.T.でも可ではある。
8. TBS (20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.5M NaCl)で洗う。カラム volume の 5 倍量を目安に。
9. 100 mM glycine-HCl pH 2.2~2.4 で洗う。カラム量の 5 倍量を目安に。このステップ
が非常に重要。elution buffer で洗うことによって、elution の際に抗原が一緒に出てく
ることを防ぐ。例えば dimer を作る抗原とか。その他、非特異的に抗原が beads など
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についていることもあるので、このステップは必ず行う。
10. TBS (20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.5M NaCl)で洗う。カラム量の 5 倍量を目安に。
11. 3% BSA-TBS で blocking 30 min at R.T.。（optional）
12. カラムの底を閉じて、血清を入れる。カラムの蓋を閉じてカラムごと rotate。2h R.T.
もしくは、O/N 4℃。血清の量は、5 ml もあれば十分（もちろん、抗体価しだいである）。
13. カラムを静置し、beads を沈める。カラムの上蓋をとり、それから下蓋を取る。血清を
流しきる。カラムが乾かないように注意する（以下同様）。
14. TBS (20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl)-0.05% Tween20（cold）で洗う。5 ml
3 回。
15. この間に、エッペンに 100 µl ずつ 1 M Tris-HCl, pH. 9.0~9.5 を入れて準備しておく。
16. beads の上ぎりぎりまで buffer がなくなるようにし、100 mM glycine-HCl pH 2.2~2.4
(ice-cold)を 1 ml ずつ load し、elute する。エッペンに 1 ml ずつ集める。Elute したら
すばやく混ぜる（中和する）。カラム volume が 0.5~1 ml であれば、5 ml 分集めれば十
分である。抗体が失活するとしたらこのステップなので、ていねいに行う。
17. それぞれのフラクションから 10 µl とり、sample 処理をする。SDS-PAGE、CBB 染色
で回収を check する。

カラムの後処理 (再利用可)。
18. カラムはさらに 5 カラム volume の 100 mM glycine-HCl pH 2.2~2.4 (ice-cold)で洗い、
さらに 5 カラム volume の TBS (20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.5M NaCl)で洗う。0.01%
アザイド入りの TBS (20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.5M NaCl)、４℃で保存する。カラム
は何度でも使用可能だが、可能ならば早めに使用する。

注意点。
もっとも注意を払うべき点は、100 mM glycine-HCl pH 2.2~2.4 での elute のステップであ
る。抗体にダメージがかかるので、elute 後はすばやく中和することが大切である。このス
テップをいいかげんにやると、抗体が変性したり aggregation を作ったりする。

抗体の保存。
抗体は、比較的安定なタンパク質であるが、稀に不安定なものもあるので気をつける。血
清の状態は非常に安定だが、affinity 精製したものは安定性が落ちる傾向にある。
1. 4℃で保存する場合は 0.5~1%BSA と、0.01%アザイドを入れる。BSA は抗体の安定化
と、エッペンの側壁などへの吸着を防ぐ。
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2. -80℃で保存。
3. 50% glycerol で-20℃、もしくは-80℃で保存。glycerol はタンパク質の安定化剤であり、
薄めれば多くの反応系を阻害しないので、非常に便利である。
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2D 培養系における上皮細胞極性の解析方法	
 
	
 
原 理 	
 
プラスティックディッシュで培養した場合と異なり、上皮細胞を filter の上で培養し apical
面と basal 面に面する培地を異にすると、上皮極性が顕著に発達する。またこの方法で培養
することにより、細胞間隙を介した物質（イオンや高分子デキストランなど）の測定が可
能となり、胞間接着の発達を定量的に検出することもできる。下記には、MDCK 細胞を用
いた場合のプロトコールの概略を紹介する。
	
 
試薬・器具（通常の細胞培養、蛍光染色に必要なものを除く）	
 
12 穴 Transwell filter (TW)

(Corning #3460: ポリエステル, 0.4um pore)

TER 測定器(Millipore, Millicell-ERS)
http://www.millipore.com/userguides/tech1/p17304
Chelex 100 樹脂（BioRad laboratory; 143-2832）
エレクトロポレーションシステム (Lonza 社 Amaxa	
 Nucleofector Device、kitT VCA−1002)
Lipofection 試薬 (Invitrogen: lipofectamine 2000)
Opti-MEM (Invitrogen: 31985-070)
	
 
操作手順	
 
1.

Subconfluent の MDCK 細胞を定法により trypsin 処理 (0.25%、37℃ >5min)し
て harvest し、培地（DMEM + 10% FBS）で 5

10^5 cells/ml に希釈する。

＊上皮細胞は細胞間接着が非常に強いので、trypsin 処理の前の洗浄を 2 回行う、また
は trypsin 溶液で共洗いする、などの工夫が必要になる。

2.

1000-P を用いて、500ul の細胞懸濁液を Transwell (12well, #3640) の insert に、
静かに滴下する。外側のチャンバーには、1.5ml の培地を添加して培養を開始する。

3.

この条件で、細胞は 2 日後にほぼ confluent になり、その後、3〜4 日にかけて上
皮極性が発達する。2 日目以降は、毎日培地交換する。

4.

経上皮抵抗値（TER）測定を行う場合は、細胞のないフィルターのみのサンプル(バ
ックグラウンドの抵抗値)、および、同一条件の細胞 3 wells（triplicate）を用意
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する。TER は温度の影響を大きく受けるので、測定前に Transwell plate をクリ
ーンベンチに取り出し、15 分ほど室温に平衡化してから測定を行う（PBS で平衡
化しておいた電極を、insert 内外の培地に突き刺す）。

5.

接着タンパク質、あるいは極性タンパク質などの蛍光染色解析を行う場合には、
Transwell の insert 上で細胞を固定し、blocking、染色する。 抗体反応において
は、insert 内側にのみ 1 次、あるいは 2 次抗体を 100ul 添加し反応させる。マウ
ントの際には、カッターナイフで Transwell から filter を切り離し、先のとがっ
たピンセットを用いて細胞ののっている方の面を上にして、できるだけ filter が波
打たないようにスライドグラスに置く。マウント剤を浸したのちにカバーガラス
で覆う。この際、スライドガラスの上下に細く切ったテープを 2 本、横平行に張
り付け下駄をはかせ、細胞の厚みがつぶれないようにしておく。

6.

カルシウムスイッチ法によって接着形成過程を追跡する場合は、前日に細胞を
PBS で 3 回洗浄した後に、カルシウムをキレート除去した培地（LC 培地）＊で約
20 時間培養する。終濃度 2mM となるように培地に塩化カルシウムを添加するこ
とによってカルシウムスイッチを入れ、適当なタイミングで TER 測定、あるいは、
細胞固定・染色を行う。

	
  ＊	
  LC 培地の作成法：
血清 100ml に対して 5g の Chelex 100 樹脂を加え、4℃で約 3hr 撹拌し、血清中
の Ca イオンを除去する。フィルター（0.45um）濾過滅菌した後に、Ca イオンを
含まない DMEM 培地（たとえば、invitrogen: cat# 21068-028）に加え、低カル
シウム培地とする。

7.

Transwell 上で培養することによって極性が発達した MDCK 細胞に効率よく核酸
を導入するためには、安定発現株の作成やウイルスベクター（アデノウイルス）
を用いることが望ましい。ただ、transient transfection が望まれる場合には、下
記のような条件で行うと、ある程度の導入効率を得ることができる。

＜lipofection 法 (Invitrogen, lipofectamine 2000 を使用＞
①

transfection する数時間前に、MDCK 細胞を 5 x 10^5 cells/well の濃度で
Transwell（#3460）に seed する。
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②

1 well あたり、A 液：DNA 0.8ug/Opti−MEM 50ul, B 液：lipofection 試薬
2ul/Opti-MEM 50ul の溶液を準備し、室温 5 分置いた後に混合。室温 15 分
で複合体を形成させる。

③

細胞は前もって血清を除いた培地（SFM）で洗浄したあと、insert 内部に
500ul の SFM を添加して置く (insert の外のチャンバーには培地は加えな
い)。

④

細胞（1 well）に、DNA 脂質複合体 100ul を加え、数時間 incubate する。

⑤

数時間後に、通常の血清を含む培地に交換する（内部 500ul, 外部 1.5ml）。

＜electroporation 法（Amaxa Nucleofector を使用）＞
⑥

MDCK 細胞は、Transfection 当日に、subconfluent となるように、前日、
あるいは前々日に細胞を seed する。

⑦

1 サンプルあたり 2 x 10^6 cells の細胞に、DNA 2ug を使用する。

⑧

Nucleofector kit は T sol (VCA-1002)を用い、Program は T-20 を用いる。

⑨

Transfection 後、いったん 10cm dish で一晩培養してから Transwell に seed
する方が、より均一な monolayer ができる。
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3D 培養における上皮細胞 cyst の解析法	
 
原 理 	
 
上皮細胞の極性は、基底面からの接着刺激に大きく依存するが、2 次元培養系ではおのずか
ら基底面が与えられており、そこからの強い刺激によって極性がかなりの程度規定される。
こうした点を解決し、ECM 成分やそれに由来するシグナルが上皮極性の形成、特に、アピ
カル膜形成能を評価する上で、ECM ゲルの中で培養し、自ら自律的に管腔を形成させる
(cyst を形成させる)3 次元培養系は非常に有用である。実験的な自由度が低下する一方で、
上皮細胞極性異常を 2 次元培養系よりも敏感に検出しうる系としても多用されている
（Debnath et al. Methods 30: 256-268, 2003, Methods Enzymol. O’Brien et al. 406:
676-691, 2006）。

MDCK 細胞、Caco2 細胞、MCF10 細胞などで報告されるとともに、初代培養乳腺上皮細
胞でも報告されている。細胞によって cyst 形成を引き起こす主たる駆動力が異なるようで
あり（Dotta et al. Curr Biol. 21:R126-36, 2011.）、1) apical 膜小胞が細胞内部で融合して
できる大きな vacuole（VAC: vacuolar apical compartment）が細胞外基質と接していない
膜に融合することによって管腔形成を引き起こすとされる MDCK 細胞の場合と、2）やは
り apical 膜小胞の融合で apical 膜は既定されるものの、管腔が開くためには、さらにイオ
ンポンプの働きによる内部への水の運搬が必須とされる Caco2 細胞の場合、そして、3) 細
胞の凝集体の中の細胞のうち、ECM に接していない細胞がアポトーシスを起こすことによ
って管腔ができるとされる MCF10 細胞の系（初期胚の羊膜腔の形成機構に類似）がある。
下記には、MDCK 細胞を用いた際の cyst 形成、解析法を記載する。

試薬・器具（通常の細胞培養、蛍光染色に使用するものを除く）	
 
ウシ真皮由来アテロコラーゲン酸性液 (KOKEN IPC-50)	
  氷上でよく冷やしておく。
コラゲナーゼ type VII (Sigma-Aldrich; C2399)
12 穴 Transwell filter (TW)

(Corning #3460: ポリエステル, 0.4um pore)

1M Hepes/HCl pH7.4 (コラゲンを含む培養液の pH 安定化用)
―→終濃度 20mM となるように DMEM(10％ FBS)と混合し、氷上でよく冷やしておく。
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操作手順	
 
注意事項：
Collagen、Matrigel 溶液は氷上で扱い、温めて固化しないように注意する。

(I)

Collagen ゲ ル 内 に お け る 3 次 元 cyst の 形 成 	
  （ 文 末 記 載 の 変 法 ： 参 照 ）
1.

MDCK 細胞を 0.25% trypsin を用いて harvest する（細胞は前日にうすく播きな
おしておいた方が,次のステップで簡単に single cell 化する）。

2.

メディウムを加えて反応を止め、ピペットマンを用いてピペッティングを繰り返
し、細胞をできうる限り single cell にする。

3.

細胞数をカウントし、マイクロチューブに 4.0x10^5 cells になるように分取する
（これで 12 穴 TW について約 6well 分となる。必要に応じて、細胞数を変化させ
ること可）。

4.

遠心により細胞を集め、上清を捨てる。

5.

細胞の ppt を 600ul の ice-cold DMEM(10％ FBS と 20mM Hepes/HCl pH7.4 を
含む)でよくばらばらにする。

6.

400ul の collagen 酸性液（KOKEN IPC-50）を添加し、氷上でゆっくりと混ぜ、
細胞を均一にする。

7.

細胞懸濁液 150ul を TW insert に添加する（6.0x10^4 cells/well）。

8.

37℃で 5〜10 分培養し、collagen を固化する。

9.

37℃に温めておいたメディウムをゲルの上に 500ul、外部チャンバーに 1.5ml 添
加して培養を開始する。

	
  	
  	
 

(II)

collagen ゲ ル 中 で の cyst の 固 定
1.

各 well の内外のチャンバーからメディウムを除去し、PBS で 2 回洗浄する。
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2.

150ul の collagenase type VII 溶液（100U/ml）をゲルの上のみに加え、室温で
15 分処理する（この処理でゲルは柔らかくなるが、完全にゾル化はせず、塊の状
態は保たれる）。

3.

ゲルを吸い上げないように collagenase 溶液を除去し、ゲルを PBS で二回洗浄す
る。

4.

ゲルに 2% PFA 溶液を加え、室温で 30 分処理する。

5.

PBS で 2 回、ゲルを洗浄する。

6.

ゲルを 0.5% Triton X-100 を含む PBS で室温 30 分処理し、PBS で 2 回洗浄する。

7.

10％ 胎児牛血清/PBS で室温 1 時間、blocking する。

8.

PBS に置き換えて、4℃で保存する。

(III)
1.

Cyst の 蛍 光 染 色
PBS を除去し、2%牛血清を含む PBS に希釈した１次抗体溶液、100〜200ul を
添加し、４℃で 1〜２晩、よく振とうしながら incubate する（抗体が乾かないよ
うに注意）。

＊	
  抗体のゲルへの浸透をよくするために、ゲルの塊をフィルター上から 0.5ml マイ
クロチューブに移して、よく振とう（たとえば、TOMY microtube mixer MT360
などを使用）させながら抗体溶液と反応させることも可。

2.

ゲルを吸い上げないように１次抗体溶液を除去し、2%牛血清を含む PBS と室温
30 分 incubate する。この洗浄作業を計 5 回繰り返す。

3.

2% 牛血清を含む PBS に希釈した 2 次抗体溶液、100ul を添加し、４℃で 1 晩
incubate する。

167

4.

上記と同様に洗浄を行う。

5.

ホールスライドグラス（松浪 S339930）にフィルターごとゲルを（フィルターを
下にして）移して、その上にカバーグラスを載せ顕微鏡観察する（ホールスライ
ドガラスのない場合は、通常のスライドグラスの上下に細く切ったテープを 2 本、
横平行に張り付け、その間にフィルターから外したゲルの塊を移すのでもよい）。

(IV)

M atrigel 内 に お け る 3 次 元 cyst の 形 成

ゲルの内部ではなく、薄く固めたゲルの上に重層（overlay）した薄い ECM 溶液中で cyst
を形成させる方法。MCF10A 細胞に対して最初に報告された方法であるが、近年 MDCK
細胞にも応用され、cyst 中の spindle polarity の研究などでよく使用されている（Debnath
et al. Methods 30: 256-268, 2003）。

1.

前もって冷やしておいた Lab-TekII chambered coverglass（8well）に 40ul の
Matrigel GFR (growth factor reduced: BD Bioscience #354230)を添加し、P−200
で薄く均一に広げる。37℃ 10 分処理によって固化させる。

＊	
  Matrigel は室温に温まると固化するので、常に on ice で扱うよう注意する。

2.

ice-cold DMEM(10％ FBS を含む)によって 4％に希釈した Matrigel 溶液と、（I）
と同様にして準備した 5 x 10^4 cells/ml の MDCK 細胞分散溶液（ここでは
HEPES を除く）を等量混合する。

3.

300ul の混合溶液を、1 で準備した chamber に加える。

4.

2 日おきに上記 2％ Matrigel 溶液を用いて培地交換する。

＊	
  lumen が形成されるまで約 3 日程度。MDCK cyst はゲル上で固定されていない場
合があるので、培地交換はマイクロピペッターを用いて極力 cyst を吸い込まない
ように静かに慎重に行う。完全に培地を吸う必要はない。

	
  	
  細胞の固定、染色は、cambered coverglass 中で行う。やはり、洗浄、溶液交換の際に、
cyst を吸ってしまわないように注意する。
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リポフェクションによる ES 細胞への遺伝子導入法
概要
マウス ES 細胞への DNA 導入にはエレクトロポレーション法が使われることが多いが、
発現プラスミドを大量導入するような場合には、リポフェクション法も有効である（例え
ば、 Cre/loxP や Flp/FRT 組換えのための Cre あるいは Flp の導入、トランスポゾンの転
移酵素導入など）。ここでは Promega 社の TransFast™ Transfection Reagent を用いて、
一般的な培養条件（血清入り培地、フィーダー細胞有り）のマウス ES 細胞に対するリポフ
ェクション法を示す。
本プロトコールは、ES 細胞への導入効率を高めるため、回転培養しながらトランスフェ
クションする点に特徴がある。通常の静置培養でもトランスフェクションは可能であるが、
高い導入効率が要求される場合には回転培養が有効であった。
以下は、マウス ES 細胞（2 x 107 個）に対するリポフェクションのプロトコールである。
]内(赤字)には、小スケール（8 x 105 個）に対するプロトコールを併記する。

なお[

試薬	
 
TransFast™ Transfection Reagent (3 x 0.4 mg)：Promega #E2431（-20˚C 保存）
ES 細胞培養液(含 20%FCS, LIF)

機器	
 
50 ｍｌファルコンチューブ [2 ml 丸底エッペンドルフチューブ]
CO2 インキュベーター
小型ロータリーミキサー（日伸理化 # NRC-20D）

操作手順	
 

(I)

トランスフェクション前日
1.

TransFast™ Reagent（乾燥フィルム状 0.4g）の入ったガラス・バイアル 1 本を
室温に静置したあと、付属の Nuclease-Free Water （400 µL）を注入して 10 秒
間 vortex にて懸濁し、再び -20˚C で凍結保存する（この操作を、遅くとも前日ま
でに済ませておく）。

2.

マウス ES 細胞を、翌日に 70-80% confluent となるように passage しておく。
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3.

(II)

フィーダー細胞を敷いた T-175 フラスコ [ 6 well プレート] を用意しておく。

トランスフェクション当日
1.

トランスフェクションの２−３時間前に、ES 細胞の培地を更新する。

2.

TransFast™ 懸濁液のバイアルを室温に戻して解凍し、よく撹拌したのち、37˚C
で 30 分間加温する。

3.

ES 細胞をトリプシン処理にて培養ディッシュから回収し、遠心後、ES 細胞培地
に再懸濁してピペッティングで分散させ、細胞濃度 4x106 cells/mL に調整する

4.

50 mL ファルコンチューブ [2 mL エッペンドルフチューブ] に下記量の ES 細胞
培地（血清を含む）と DNA 溶液を加え、よく撹拌する。
ES 細胞培地（血清を含む）
DNA

5.

[ 200 µL ]

25 µg [ 1 µg ]

さらに下記の量の TransFast™ Reagent を加え、ただちに撹拌する。
TransFast™ Reagent

6.

5 mL

300 µL [ 12 µL ]

TransFast™-DNA 混合溶液を室温で 15 分間インキュベートする（最長 30 分間
を越えないこと）。

7.

TransFast™-DNA 混合溶液の入った 50 mL ファ
ルコンチューブ [2 mL エッペンドルフチュー
ブ ] に ES 細胞懸濁液（4x106 cells/mL）を 5 mL
[ 200 µL ] 加え、よく混合したのち、インキュベ
ーター内に設置した小型ロータリーミキサーを
用いて、37˚C, １時間 の低速回転培養（写真参
照）を行う。

8.

回転培養終了後、ES 細胞懸濁液全量 10 mL [400µL] をフィーダー細胞を敷いた
T-175 フラスコ [6 well プレート] に移し、予め温めておいた ES 細胞培地（血清
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を含む）60 mL [ 2.4 mL ] を加えた後、インキュベーターで培養を続ける。

9.

ES 細胞がフィーダーに付着する頃合いを見て（４−５時間後）初回の培地交換を
行い、残留試薬を除去する。

（参考）マウス ES 細胞(V6.5 mouse ES cells ((C57BL/6 _129S4Sv/Jae) F1)に対して、GFP
発現プラスミド (pCX-EGFP) をリポフェクション法で導入し、48 時間後に蛍光顕微鏡に
て観察。
（文責：國府	
  力）
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DNA/RNA FISH
原理
蛍光標識したプローブを用いて細胞内/核内の DNA・RNA を検出するための方法。染色体
マッピングや遺伝子 locus の核内での配置を解析する際には核ゲノム DNA に対してハイブ
リダイゼーションを行い（DNA FISH）、遺伝子発現を確認する場合（特に RNA の細胞内・
核内での局在を調べるときなど）は RNA に対してハイブリダイゼーションを行う（RNA
FISH）。

試薬	
 
Nick Translation Kit (Abbott: 32-801300)
1 mM Green-dUTP (Abbott: 2N32-50)
10 mg/ml salmon testis DNA (SIGMA: D7656 など)
10 mg/ml yeast tRNA
4M Ammonium acetate
Deionized formamide (nacarai tesque: 163-45 など)
20 mg/ml BSA (Roche: 711 454)
Dextran sulfate (SIGMA: D8906)
Mouse Cot-1 DNA (invitrogen: 18440-016)
VECTASHIELD Mounting Medium with DAPI (vector: H1200)
コプリンジャー（松浪硝子: BT-500 など）x6 個以上

Working solution
・50% (w/w) dextran sulfate
Dextran sulfate 	
  	
  5 g
DW

	
  	
  5 ml

上記を混合し、オートクレーブ後に分注して-20°C 保存

・Hybridization cocktail (4°C で 1 ヶ月保存可能)
20x SSC

25 ul

20 mg/ml BSA (Roche: 711 454)

25 ul

50% dextran sulfate

50 ul

DW

25 ul
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・Denaturation buffer
70% formamide/2x SSC (一般試薬グレードの formamide でよい)
・Wash buffer 1
50% formamide/2x SSC (一般試薬グレードの formamide でよい)
・Wash buffer 2
0.1% tween 20/2x SSC

機器
TaKaRa Slide Seal for in situ PCR (TaKaRa: 9066)
ウォーターバス（42°C, 75°C）
インキュベーター (42°C, 65°C)
moist chamber （自作）: ピペットチップラック等の底に水またはバッファーを張り、ラ
ック部分にスライドグラスを載せ、蓋をすることで moist chamber として使用するこ
とができる。
蛍光顕微鏡

操作手順	
 
(I) サンプルの調製（培養細胞）
固定方法は主に 2 種類
(1) 4% paraformaldehyde/PBS
1.

カ バ ー グ ラ ス 、 ス ラ イ ド グ ラ ス 上 で 接 着 培 養 さ せ た 細 胞 を 、 氷 冷 し た 4%
paraformaldehyde/PBS で 10 分間固定（氷上）。

2.

氷冷した 0.5% Triton X-100/PBS で 10 分間処理（氷上）。

3.

氷冷した PBS で洗浄 5 分間（氷上）3 回。

4.

使用するまで 70% EtOH に浸した状態で 4°C 保存（RNA FISH の場合 1 週間程
度は保存可能、ターゲットの種類によっては 1 ヶ月後でも検出可能）。ハイブリダ
イゼーションの直前に 70% EtOH, 100% EtOH を通して脱水し（それぞれ 5 分間）、
風乾する（15 分程度）。

（注）培養の際にチャンバースライドを用いるとその後の操作が楽になる。

(2) カルノア液（メタノール：酢酸＝ 3 : 1）固定
1a. 常法通り染色体標本を作製、風乾後ハイブリダイゼーションへ。すぐに行わない
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場合は 70% EtOH に浸して 4°C 保存（長期保存の場合は風乾後乾燥剤を入れた密
閉容器内で-80°C 保存）。使用の際は 70% EtOH, 100% EtOH に通し風乾後、ハイ
ブリダイゼーションへ。
もしくは
1b-1. カバーグラス、スライドグラス上で接着培養させた細胞を PBS で洗浄。
1b-2. カルノア液を数滴たらしてよく混ぜる。これを数回繰り返した後、液を全て除い
て氷冷したカルノア液を加え、氷上で 5 分間程度固定する。
2.

カルノア液を除いて風乾した後は上記 1-1 と同じ。

（注）カルノア固定の場合、細胞質・核の成分（タンパク質やフリーの RNA）の多く
が除去されている点を注意する（Xist RNA などのように核内の特定の場所に局在
する RNA でなければ、転写量が多くない限り検出は困難である（不可能ではな
い））。

(II)

Nick Translation
1.

0.2 mM Green-dUTP, 0.1 mM dTTP, 0.1 mM dNTP mix の調整
・4 ul の nuclease-free water (kit に付属)に 1 mM Green-dUTP を 1 ul 加える。
・10 ul の nuclease-free water に 0.3 mM dTTP を 5 ul 加える。
・0.3 mM dATP, 0.3 mM dCTP, 0.3 mM dGTP を 5 ul ずつ混合。

2.

下記の通り試薬を混合する
nuclease-free water

17.5 – x ul

DNA
0.2 mM Green-dUTP

x ul (1 ug)
2.5 ul

0.1 mM dTTP

5 ul

dNTP mix

10 ul

10x Nick Translation buffer

5 ul

Nick Translation Enzyme

10 ul

Total

50 ul

	
  	
  DNA はプラスミド、BAC、YAC など、検出したい配列をインサートとして持つ
クローンを使用。
3.

15°C で 8 時間インキュベーション

4.

70°C で 10 分間インキュベーション（反応を停止させる）

(注)	
  初めての場合はこの段階で電気泳動によりサイズを確認する。
	
  	
  250 bp 付近をピークとして、100-500 bp 程度の範囲でスメアになっていればよい。
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5.

氷冷後エタノール沈殿
10 mg/ml salmon testis DNA

1 ul

10 mg/ml yeast tRNA

1 ul

4M ammonium acetate
100% EtOH
	
 

1/10 vol.
2.5 vol.

-80°C で 20 分間（または-20°C で over night）遮光・静置。

	
  	
  15,000 rpm, 4°C で 20 分間遠心、70fi EtOH でリンス、上清を捨て 1 分程度乾燥
させる。
6.

プローブの溶解

	
  	
  Deionized formamide 20 ul に溶解し、遮光して 4°C 保存。この状態で最低でも 1
年間は保存可能。長期保存の場合は-20°C（ただし凍結融解は繰り返さないこと）。

（注）ラベルは Red-dUTP, Orange-dUTP など各種利用可能。Biotin, DIG 標識核酸
を取り込ませることもできる。Cy3, Cy5 標識核酸では効率が下がる場合がある
ので要注意。

(III) 染色体 DNA の変性（RNA FISH の場合はこのステップは行わず、直接 IV へ）
1.

Hardening（Paraformaldehyde で固定した場合は行わない）

	
  	
  Denarure の過程で核・染色体の構造が崩れないように、風乾後のスライドグラス
を 65°C で 3 時間以上インキュベーションする（over night 可）。
2.

コプリンジャーをスライドグラスのサンプル部分が十分浸る程度の分量の 70%
formamide/2x SSC で 満 た し 、 あ ら か じ め ウ ォ ー タ ー バ ス で 75°C
(paraformaldehyde 固定の場合は 85°C)に加温しておく。また、70% EtOH で満
たしたコプリンジャーをクラッシュアイスに埋め込み十分に冷却しておく。

3.

サンプルスライドグラスを 75°C の 70% formamide/2x SSC に 2 分間浸す
（Paraformaldehyde 固定の場合は denarure させにくいので 80°C 以上に加熱
（85°C 程度）し、5 分間処理する）。

4.

氷冷した 70% EtOH で急冷し、そのまま 5 分間静置。

5.

100% EtOH（室温）に 5 分間浸し脱水する。

6.

風乾後（15 分程度）、ハイブリダイゼーションへ。

(IV) ハイブリダイゼーション
1.

ラベルしたプローブを deionized formamide で最終 10 ul になるように希釈し（通
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常 3-10 倍希釈）、遮光しながら 75°C で 10 分間インキュベーションする。
2.

氷上で 5 分間程度冷却する。

3.

プローブと等量の Hybridization cocktail を加えよく混ぜる（泡立たないように注
意）。

4.

風乾したサンプルスライドグラスに TaTaRa in situ PCR seal を貼り付ける（観
察したい部分をカバーするように）。

5.

プローブ/Hybri. cocktail mixture をのせ、気泡が入らないようにシールする。

6.

あらかじめ底に水を張って 42°C に加温しておいた moist chamber にスライドグ
ラスをセットし、遮光して 42°C でインキュベーションする。ハイブリダイゼーシ
ョンは通常 over night で十分であるが、染色体マッピングなど single locus を検
出する場合には 24-48 時間ハイブリダイズさせることで感度が上がる場合がある。

（注１）プローブとして genomic clone を用いる場合は competitor として Cot-1 DNA
もしくは短鎖化した whole genome (20-200 bp)を probe DNA の 5-100 倍量加え
てプローブと一緒に denature させ、hybri. cocktail を加えた後 37°C で 30-60 分
間インキュベーションしてプローブ配列内の repetitive sequence をマスクしてか
らハイブリダイゼーションを行うことで、特異的シグナルの検出効率を高めるこ
とができる。BAC をプローブとして用いる場合は必須（competitor の量はプロー
ブ、サンプルにより異なるので適宜調整する）。
（注 2）染色体プローブ、セントロメアプローブが各種市販されており、それらを用い
る場合はマニュアルに従う。Wash の条件は本法と同じで構わない。
（注 3）TaKaRa in situ PCR seal の代わりに 1~2 cm 四方程度にカットしたパラフィ
ルムやカバーグラスでも代用できる。その場合は moist chamber の底に 2x SSC
を張る（水だとプローブ/Hybri. cocktail mixture が吸湿してしまい極端な濃度低
下が起こる）。
（注 4）TaKaRa in situ PCR seal を用いた場合は、慣れてくればプローブ/Hybri.
cocktail mixture の容量をさらに減らすことが可能（1/3 程度まで）。

(V) post-hybridization wash、封入
以下の溶液を満たしたコプリンジャーをあらかじめ water bath で 42°C に加温してお
く。
	
  	
  	
  	
  50% formamide/2x SSC (Wash buffer 1) 二つ
	
  	
  	
  	
  0.1% tween20/2x SSC (Wash buffer 2) 二つ
1.

42°C の Wash buffer 1 で 5 分間洗浄 x2（溶液内でスライドグラスを数回上下す
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ることで液交換効率を上げる）。
2.

42°C の Wash buffer 2 で 5 分間洗浄 x2。

3.

70% EtOH、100% EtOH にそれぞれ 5 分間ずつ浸し脱水する。

4.

10-15 分間風乾し、ハイブリダイズさせた領域に VECTASHIELD with DAPI を
のせる（10 ul 程度）。

5.

気泡が入らないようにカバーグラスをかぶせた後、ティッシュ等に挟んで上から
押さえつけ余分な mounting medium を除く（カバーグラス、スライドグラスが
割れない範囲でなるべく除いたほうが綺麗に観察できる）。

6.

マニキュアでカバーグラスの四辺をシールし数分間乾燥させ観察する。

	
  	
  Biotin, DIG でラベルしたプローブを用いた場合は蛍光標識アビジンや蛍光標識
抗体を用いて検出する。
	
  	
  上記(V) 2.までは同じ。
3b. (V) 2.の後液を軽く切り、スライドグラスのサンプル部分に抗体溶液 20 ul をのせ、
サンプル領域のサイズに切ったパラフィルムを上からかぶせる（気泡が入らない
ように注意）。
	
  	
  抗体溶液（例）
anti-DIG FITC

1 ul

1% BSA/0.1% tween 20/4x SSC

40 ul

4b. moist chamber に入れ、遮光して室温で 1 時間インキュベーションする。
5b. 0.05% tween20/4x SSC で 5 分間ずつ洗浄 x3。
	
  	
  上記(V) 3.へ。
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ChIP-seq プロトコル
１．はじめに

次世代シークエンサーによる ChIP-seq 解析は、免疫沈降したゲノムの DNA 断片を網羅的
に解読し、そのリード配列をリファレンスゲノムへマッピングすることによって、DNA 結
合蛋白質のゲノムへの結合部位やヒストン修飾パターンを決定する方法です。本稿では
Illumina 社の Genome Analyzer を用いて DNA 結合蛋白質のゲノム結合部位を決定する場
合を例に、大量並列シークエンス法に固有の解析技術を中心に解説します。

ChIP-seq 解析の流れ
l

クロマチン免疫沈降

l

DNA ライブラリーの作成

l

シークエンシング

l

リファレンスゲノムへのアラインメント

l

ピーク検出

l

標的遺伝子のオントロジー・パスウェイ解析など

２．クロマチン免疫沈降

ChIP-seq に於けるサンプルの調整は、従来の ChIP-on-chip 解析と基本的には同じですが、
DNA を断片化する装置として従来から用いられているソニケーター（Bioraptor）よりも
短い波長の音波を生じる Covaris 装置が導入されています。サンプルの入ったチューブの
外液を脱気し循環冷却することにより、核
蛋白質の熱変性を低減しています。

準 備 	
 
固定バッファー

50 mM Hepes-KOH, pH 7.5, 100 mM NaCl, 1 mM EDTA,
pH 8.0, 0.5 mM, EGTA, pH 8.0

ホルムアルデヒド溶液

37% Formaldehyde 6 ml + H2O 14 ml（用時調整）
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LB1 バッファー

50 mM Hepes-KOH, pH 7.5, 140 mM NaCl, 1 mM EDTA,
10% glycerol, 0.5% NP-40, 0.25% Triton X-100

LB2 バッファー

10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 200 mM NaCl, 1 mM EDTA,
0.5mM EGTA,pH 8.0

LB3 バッファー

10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 200 mM NaCl, 1 mM EDTA, pH 8.0,
0.5mM EGTA, 0.1% Na-Deoxycholate,
0.5% N-lauroylsarcosine

プロテアーゼ阻害剤

Complete Protease Inhibitor Cocktail Tablet (Roche cat. no.
11697498001)を溶液 50ml あたり 1 個使用

クエンチング溶液

2.5 M Glycine

PBS

氷冷

Covaris S2 アコースティック・ソルビライザー
Covaris S2 用サンプルチューブ TC12 (cat no. 500199)

マグネットビーズ

Dynabeads M-280 sheep anti-rabbit/mouse IgG (Invitrogen
cat. no.112-03D, 112-01D)

PBS/BSA

PBS に 5 mg/ml BSA (fraction V)と Protease Inhibitor Cocktail
を加え、0.45 mm フィルターでろ過する(用時調整)

LiCl IP 洗浄バッファー 100 mM Tris-HCl, pH 7.5, 500 mM LiCl, 1% NP-40, 1% NaDeoxycholate（0.45 mm フィルターでろ過）
TE

10 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.1 mM EDTA

IP 溶出バッファー

1% SDS, 0.1 M NaHCO3（0.45 mm フィルターでろ過）

Qiagen PCR Cleanup Kit
Qiagen Buffer PM (Qiagen cat. no. 19083)

操 作 手 順 	
 
(I)

浮遊細胞
１．108 細胞を 50ml チューブで 1000rpm, 5 分遠心して回収し、固定バッファー20 ml
に懸濁する
２．希釈ホルムアルデヒド溶液 2 ml を加え、室温で 10 分ロッカーの上で優しく撹拌す
る
３．2.5M グリシン 1.16 ml (終濃度 0.125M) を加え、さらに 5 分間撹拌する
４．細胞を 4℃で 1000rpm, 5 分遠心して回収し、氷冷 PBS 5 ml で 1 回洗浄する
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５．PBS を吸引除去し、液体窒素で急速冷凍し、-80℃で保存する

(II)

接着細胞
１．108 細胞（10 〜15cm ディッシュ 20〜30 枚）を含む培養ディッシュ 1 枚ずつから
上精を吸引除去し、固定バッファーまたは 1xPBS20 ml を添加する
２．希釈ホルムアルデヒド溶液 2 ml を加え、室温で 10 分ロッカーの上で優しく撹拌す
る
３．2.5M グリシン 1.16 ml (終濃度 0.125M) を加え、さらに 5 分間撹拌する
４．上精を吸引除去し、氷冷 PBS 5 ml を加えてスクレーパーで 50 ml チューブに回収
する
５．細胞を 4℃で 1000rpm, 5 分遠心し、もう一度 5 ml PBS で洗浄する
６．PBS を吸引除去し、液体窒素で急速冷凍し、-80℃で保存する

(III)

核分画の調整

１．プロテアーゼ阻害剤を加えた LB1, LB2, LB3 バッファーをそれぞれ 0.45µm フィル
ターでろ過し、氷上で保存する
２．108 細胞の入った 50 ml チューブを氷上で解凍する
３．LB1 バッファー10 ml を加えピペットで細胞を懸濁したのち、ロッカーで氷上 10
分間混和する
４．細胞を 4℃で 1000rpm, 5 分遠心して回収し、LB2 バッファー10 ml に再懸濁して氷
上 10 分間混和する
５．細胞を 4℃で 1000rpm, 5 分遠心して回収し、LB3 バッファー10 ml で合計 3 回洗浄
する
６．上精を除き、細胞をプロテアーゼ阻害剤を含む LB3 3ml に懸濁する

(IV)

Covaris に よ る DNA の 断 片 化

１．約 1 時間前から循環水冷却装置のスイッチを入れ
て温度を 5℃にセットし、Covaris アプリケーショ
ンから DEGAS（脱気）を開始しておく
２．PBS に懸濁した核分画溶液 0.3〜1 ml を TC12 サン
プルチューブに入れ、Covaris S2 にセットする
３．Covaris アプリケーションで、Duty Cycle 20%,
Intensity 5, Cycles per Burst 200 に設定し、1 分間の
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破砕を 20-30 サイクル行う（適切なサイクル数は、予備実験で 10, 15, 20, 25, 30 サ

イクルから決めておく）
４．サンプルを 1.5 ml エッペンドルフチューブに集め、14000rpm, 1 分遠心して上精を
回収する
５．チェックのために、サンプルから 100 µl を取って 65℃オーバナイトで脱クロスリ
ンクし、残りは冷凍保存しておく
６．脱クロスリンクしたサンプル 50 µl を QIAGEN カラムで精製し、DNA を 30 µl 溶
出バッファーで 2 回溶出する
７．臭化ブロマイドを含む 2％アガロースゲルで、5, 10, 15 µl のサンプル DNA を電気
泳動し、100 bp ラダーをマーカーとして DNA の断片化を確認する

(V)

クロマチン免疫沈降
１．懸濁したマグネットビーズ 200 µl を 1.5 ml チューブに取り、PBS/BSA 1ml でマグ
ネットスタンドを用いて 3 回洗浄する
２．上精を除去し、PBS/BSA 1 ml に懸濁したのち一次抗体 5〜10 µg を加え、4℃で一
夜、ローテーターで撹拌する（ボルテックスしない）
３．PBS/BSA で 3 回洗浄し、最後に PBS/BSA 100 µl に懸濁する
４．遠心して不溶性成分を除いた DNA 溶液（DNA 断片化ステップ３）にビーズ 100 µl
を加え、4℃で一夜、ローテーターで撹拌する
５．氷中に置いたマグネットスタンドを用い、ビーズをチューブ側面に吸着して上精
を除く
６．LiCl 洗浄バッファー1 ml でビーズを上下転倒混和し、マグネットスタンドを用い
て合計 5 回洗浄する
７．ビーズを TE バッファー1 ml で 1 回洗浄する
８．室温でビーズを IP 溶出バッファー200 ml に懸濁する（ボルテックス）
９．65℃の水浴で 15 分ごとに撹拌しながら 1 時間熱処理する
１０．マグネットスタンドを用いて DNA を含む上精を回収し、さらにエッペンドルフ
チューブを 50 ml チューブに入れて 65℃の水浴に漬け、一夜脱クロスリンクを続
ける
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１１．インプット DNA の対照サンプルは、遠心した DNA 溶液（DNA 断片化ステップ
３）を同様に 65℃の水浴で一夜脱クロスリンクする
１２．脱クロスリンクした DNA に 3 倍容積(600 µl)の Qiagen バッファーPM を加える
１３．PCR Cleanup column にアプライして遠心、Qiagen バッファーPE 750 µl で洗浄、
Qiagen バッファーEB 〜50 µl（55℃）に溶出する

３ ． DNA ラ イ ブ ラ リ ー の 作 成

断片化したゲノム DNA を Illumina Genome Analyzer でシークエンス
する前に、シークエンス用のプライマー配列を含むアダプターを付
加し、PCR で増幅した DNA ライブラリーを作成します。PCR プライ
マーの塩基配列は非公開で 3'末端に化学修飾が施してあるため、
Illumina の専用キットを使う必要があります。平滑化・オリゴ A 付
加・アダプター付加・電気泳動・PCR 増幅までの全工程で、約 5 時
間かかります。

準 備 	
 
ChIP-Seq Sample Prep Kit (Illunina cat. no. IP-102-1001)
MinElute PCR Purification Kit (Qiagen cat. no. 28004)
QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen cat. no. 26704)
QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen cat. no. 28104)
DNA LoBind Tube 1.5 ml (Eppendorf cat. not. 022431021)
High Sensitivity DNA Kit (Agilent cat. no. 5067-4626)
Agilent 2100 Bioanalyzer
Vortex Mixer IKA - Model MS3

操 作 手 順 	
 
（ I） 	
 

DNA 断 端 の 平 滑 化

１．ChIP-Seq Sample Prep Kit から Klenow DNA polymerase を出して、水で 1:5 に希釈し
ておく（最終濃度 1 U/µl）
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２．ChIP-Seq Sample Prep Kit から反応溶液を次のように調整する（PCR チューブ）
ChIP DNA サンプル

30 µl	
  （DNA 必要量の目安は約 10 ng）

H 2O

10 µl

T4 DNA ligase buffer+ATP

5 µl	
  （DTT が極めて溶けにくいので注意）

dNTP mix

2 µl

T4 DNA polymerase

1 µl

希釈 Klenow DNA polymerase 1 µl
T4 PNK

1 µl
合計 50 µl

３．PCR マシンで、20℃、30 分反応させる
４．QIAquick PCR Purification Kit で精製し、EB 34 µl に溶出する

(II)

DNA3'末 端 へ の オ リ ゴ A の 付 加
１．ChIP-Seq Sample Prep Kit から反応溶液を次のように調整する（PCR チューブ）
DNA サンプル

34 µl

Klenow buffer

5 µl

dATP

1 µl

Klenow exo (3' to 5' exo minus) 1 µl （Klenow と間違わないように）
合計 50 µl
２．PCR マシンで、37℃、30 分反応させる
３．MinElute PCR Purificatin Kit で精製し、EB 10 µl に溶出する

(III)

アダプターライゲーション

１．ChIP-Seq Sample Prep Kit の Adaptor oligo mix を水で 1:10 に希釈する
２．ChIP-Seq Sample Prep Kit から反応溶液を次のように調整する（PCR チューブ）
DNA サンプル

10 µl

DNA ligase buffer

15 µl

希釈 Adaptor oligo mix

1 µl

DNA ligase

4 µl
合計 30 µl

３．室温で 15 分反応させる
４．MinElute PCR Purificatin Kit で精製し、EB 10 µl に溶出する
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(IV)

ゲル電気泳動によるサイズ分画

１．臭化ブロマイドを含む 2%アガロースゲルを TA バッファーで作成する
２． EB 10 ml に溶出した DNA サンプルを電気泳動する（サンプル間に 1 レーン開け
る）
３．100 bp ラダーをマーカーとして、200

25 bp 程度の範囲でゲルを切り出す

４．ブランクレーンからも対照ゲルを切り出す
５．Qiagen Gel Extraction Kit を用いて DNA を精製し、EB 36 µl に溶出する

(V)

PCR に よ る 増 幅
１．ChIP-Seq Sample Prep Kit から反応溶液を次のように調整する（PCR チューブ）
DNA サンプル

36 µl

5x Phusion buffer

10 µl

dNTP mix

1.5 µl

PCR primer 1.1

1 µl

PCR primer 2.1

1 µl

Phusion polymerase

0.5 µl	
  （2 µl Gilson ピペット）

合計 50 µl
２．次のプログラムで PCR を行う
a. 98℃ 30 秒
b. 15〜18 サイクル
98℃ 10 秒
65℃ 30 秒
72℃ 30 秒
c. 72℃ 5 分
d. 4℃
３．MinElute PCR Purificatin Kit で精製し、EB 15 µl に溶出する

(VI)

Agilent 2100 Bioanalyzer に よ る サ ン プ ル チ ェ ッ ク

１．High Sensitivity DNA Kit から DNA dye concentrate(青)と DNA gel matrix(赤)のチュー
ブを取り出し、室温暗所で 30 分以上平衡化させる
２．DNA dye concentrate 15 ml を DNA gel matrix(赤)のチューブに加え、ボルテックスで
10 秒撹拌、溶液をスピンフィルターに移して 6000rpm, 10 分遠心して濾過液を回収
する（冷暗所で 6 週間保存可）
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３．新しいシリンジを Syringe clip に挿入し、シリンジを Chip Priming Station のルアー
ロックにセットする（Syringe clip のレバーは最下段にセット）
４．室温に平衡化した gel-dye mix を High Sensitivity DNA チップの G
マークウェルから 9 µl 添加する（ピペットの先端をウェルの中
央底までつける）
５． シリンジを 1 ml まで引き、DNA チップを Chip Priming Station
にセットして閉じる
６．タイマーを 60 秒にセットし、シリンジを押し込んでクリップで止める
７．60 秒後クリップをはずしてシリンジを 0.3 ml まで戻し、5 秒間保持した後リリー
スする
８．残り 3 カ所の G マークウェルから同様に 9 ml ずつ gel-dye mix を添加する
９．High Sensitivity DNA Marker(緑)をラダーシンボル及び 11
個のサンプルウェルすべてに 5 µl ずつ添加する
１０．High Sensitivity DNA ladder(黄）をラダーシンボルのウ
ェルに 1 µl 添加する
１１．サンプルウェルに、DNA サンプルを 1 µl 添加する
１２．IKA Vortex Mixer に DNA チップをセットし、60 秒撹
拌する
１３．DNA チップを Agilent 2100 Bioanalyzer にセットし、電気泳動を行う

４．シークエンシング
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Illumina Genome Analyser は、まずアダプターを付加した DNA 断片をガラス基板（フローセ
ル）上に固定された相補的なアダプターにアニールさせて相補鎖を合成し、これを PCR 増
幅します（クラスター合成反応）。次いで、フローセルをシークエンサーにセットし、蛍光
色素でラベルされた塩基を用いて一塩基ずつ合成しながら配列を決定します。短い DNA 断
片を大量並列処理することが出来るため、ChIP-seq 解析に適しています。通常、自分でシ
ークエンサーを動かす必要や機会はあまり無いかも知れませんが、ChIP-seq の DNA サンプ
ルを調整するための参考になるので、フローセルのクラスター合成プロトコルを紹介しま
す。

準 備 	
 
cBot Single Read Cluster Generation Kit v4 (Illumina cat. no. GD-300-1001)
2 N NaOH
Qiagen EB バッファー
TruSeq SBS Kit v5 - GA (36 cycle) (Illumina cat. no. FC-104-5001)
DNA テンプレートは、Qiagen キットの EB バッファー（10 mM Tris-HCl, pH 8.5）で約 10 nM	
  	
 
の濃度で保存することが推奨されています。DNA 濃度が低すぎるとクラスター数が少なく
なり、シークエンスデータの yield が低下します。DNA 濃度が高すぎると、クラスター同士
がオーバーラップし、yield と品質低下の要因となります。

操 作 手 順 	
 
（ I） 	
 

テ ン プ レ ー ト DNA の 変 性

１．キットから HT1 (Hybridization Buffer)を出して室温で解凍する
２．HT1 を 1000rpm, 1 分遠心し、氷上に置く
３．エッペンドルフチューブに次のように試薬を調整する
10 nM DNA テンプレート

2 µl

Qiagen EB バッファー

17 µl

2N NaOH

1 µl
合計

20 µl

４．室温で 5 分間変性させ、氷上に置く
５．直ちに氷冷 HT1 バッファーで変性 DNA を希釈する（最終濃度 6-8 pM）
1.0 nM 変性 DNA

7 µl

HT1 バッファー

993 µl

６．希釈した DNA テンプレートを 120 µl ずつ 8 レーンチューブに分注する
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(II)

cBot の 96 ウ ェ ル 試 薬 プ レ ー ト の 準 備
Row 1

HT1 (Hybridization Buffer)

Row 2

HFE (1x Phusion Master Mix)

Row 3

APM1 (AMX1 Premix)

Row 4	
  	
  AMX1 (Amplification Mix)

(III)

Row 5

AT1 (100% Formaldehyde)

Row 6

AMX1 (Amplification Mix)

Row 7

HT2 (Wash Buffer)

Row 8

Single-Read Kit: LS1 (Linearization Solution)

Row 9

BMX (Blocking Mix)

Row 10

HP5 (0.1 N NaOH)

Row 11

HP1 (Sequencing Primer)

cBot に よ る ク ラ ス タ ー 合 成

１．96 ウェル試薬プレートをセットする
２．フローセルをセットする
３．フローセル上にマニフォルド（送液チューブ）をセットする
４．テンプレート DNA チューブをセットする
５．自動プログラムをスタートする。

cBot の外観

試薬プレートと DNA サンプル
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(IV)

シークエンシング反応

ChIP-seq ではシングル・リード（36 bp）を行います。Genome Analyzer IIx によるシングル・
リードの大まかな流れは、
l

プレラン洗浄

l

試薬のセットとシステムのプライミング

l

プリズムとフローセルのセット

l

第一塩基の取り込みと自動キャリブレーション

l

自動プログラムのスタート

Genome Analyzer IIx の外観

Flow Cell のローディング

５．リファレンスゲノムへのアラインメント

Genome Alanyzer IIx のフローセルは、1 レーン当たり 60 タイル（正方形領域）が 2 列あり、
タイルごとに 4 色の塩基画像をサイクルの数だけ取得します。これは、36bp シングル・リ
ードで 124GB（ギガバイト）程度の画像ファイルになります。通常、蛍光画像の取得と同
時にリアルタイムでベースコールが行われ、シークエンス終了時にはテキストファイル形
式で塩基配列と ASCII 形式の Phred スコアが出力されます。
画像データは大きすぎるので廃棄されます。読まれた塩基配
列がゲノムのどこに位置するかをマッピングするために様々
なアプリケーション（aligner と呼びます）が開発されており、
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Genome Analyzer IIx にも ELAND v2 という aligner が含まれているのですが、フリーの aligner
の中で特に高速な BWA と Bowtie というアプリケーションが現在はスタンダードになって
いるようです。次世代シークエンサーは、1 サンプル当たり数千万のリード配列を生成しま
す。これを、ヒトゲノムでは 30 億塩基対のリファレンスゲノムにアラインメントすること
になります。このような解析を行うためには、ワークステーション/サーバー・クラスのコ
ンピューターが必要になります。

デ ー タ 解 析 に 必 要 な PC の 性 能
アラインメントを実行する PC の目安としては、
CPU

Intel Xeon 5600 シリーズ(4-6 コア/8‐12 スレッド)を 2 基
または AMD Opteron 6100 シリーズ（8-12 コア）を 2‐4 基

RAM

DDR3 ECC Registered メモリ 8-12 GB 以上（CPU コア数に応じて）

HDD

大容量の 1〜2TB 以上の SATA ドライブまたは信頼性の高い SAS ドライブ

OS

64 bit Linux (フリーの CentOS, Ubuntu, 有料の Red Hat Linux など)

メーカー製ワークステーションまたはサーバーで基本システムを構築するか、パーツを組
み合わせて作ることも可能です。必要に応じて RAM や HDD を増設します。高速化するに
は分散処理が最も効率的なので、後で変更しにくい CPU に初期投資することを薦めます。
また、オンラインで解析できるサービス（Galaxy）もあるので、慣れるまではこれを利用す
るのも手です。

Illumina Genome Analyzer の 出 力 フ ァ イ ル 形 式
Genome Analyzer はリアルタイムでベースコールを行い、シークエンスとそれぞれの位置の
信頼度を表わす Phred スコアのテキストファイルで出力します。

代 表 的 な Aligner
次世代シークエンス解析ソフトが、
SEQanswers（参考文献）に良くま
とめられています。現在、リファ
レンスゲノムへのアラインメント
には BWA と Bowtie が最も広く使
われています。どちらもまずゲノ
ム配列を Burrows-Wheeler transform
(BWT)という方法で圧縮したイン
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デックスを作成してこれをメモリに読み込み、Smith-Waterman アルゴリズム（上図）でリ
ード塩基配列のローカルアラインメントを行います。詳しくは、東京大学医科学研究所ヒ
トゲノム解析センターの渋谷哲朗先生の講義資料などを参考にして下さい（参考文献）。ま
た、ローカルアラインメントのスコアには、アフィンギャップコスト（ギャップの導入と
その伸長に異なるコストをあてる）を考慮したアルゴリズムが使われており、コマンドラ
イン変数として指定します。

BWA の 使 い 方
BWA は、３つのプログラムから成ります。
index

リファレンスの BWT ストリングと接尾辞配列を作成

aln

リードに一致する接尾辞配列の座標テーブルを生成 sai ファイル出力

samse

接尾辞配列の座標からゲノム位置を計算

sam ファイル出力

１．bwa index -p prefix -a bwtsw in.db.fasta
-p prefix

出力インデックスファイル名

-a bwtsw

Burrows-Wheeler transform による圧縮を指定

in.db.fasta

fasta 形式の入力リファレンスゲノムデータ

	
  	
  ヒトゲノムのリファレンスデータは、UCSC からダウンロードします。ヒトゲノム
は複数のバージョンがありますが、hg18 のアノテーション情報が豊富です。また、
ダウンロードしたファイルはバイナリ形式になっているので、twoBitToFa コマン
ドで fasta テキストフォーマットに変換しておく必要があります。
hg18.2bit

http://hgdownload.cse.ucsc.edu/goldenPath/hg18/bigZips/hg18.2bit

twoBitToFa

http://hgdownload.cse.ucsc.edu/admin/jksrc.zip

２ ． bwa aln -n maxDiff -o maxGapO -e maxGapE -d nDelTail -i nIndelEnd -k
maxSeedDiff -l seedLen -t nThrds -M misMsc -O gapOsc -E gapEsc in.db.fasta
in.query.fq > out.sai
-n maxDiff

リード全体で許容されるミスマッチ数/割合[0.04]

-o max GapO

最大ギャップ数[1]

-e max GapE

最大ギャップ長[-1]

-d nDelTail

3'末端から指定する塩基数まで欠失を許可しない[16]

-i nIndelEnd

末端から指定する塩基数まで欠失を許可しない[5]

-k maxSeedDiff

シード配列の中で許容されるミスマッチ塩基数[2]
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-l seedLen

5'末端からシードとして使う塩基数[inf]

-t nThrds

マルチスレッド CPU で使うスレッドの数[1]

-M misMsc

ミスマッチペナルティ[3]

-O gapOsc

ギャップオープンペナルティ[11]

-E gapEsc

ギャップ伸長ペナルティ[4]

in.db.fasta

fasta 形式のリファレンスゲノム配列

in.query.fq

fastq 形式のリード配列データ

out.sai

sai.形式の出力ファイル

	
  	
  オリジナルの BWA は、スレッド数が多くなると効率が落ちることが知られており、
改良版がリリースされています（https://github.com/lh3/bwa）。アラインメントの計
算速度を上げるには、入力ファイルを CPU のコア/スレッド数に分割してそれぞれ
-t 1 の bwa プロセスを立ち上げることも有効です。

３．bwa samse -n maxOcc in.db.fasta in.sai in.fq > out.sam
-n maxOcc

指定数以上のヒットがある場合に出力を制限する[3]

in.db.fasta

fasta 形式のリファレンスゲノム配列

in.sai

aln プログラムの出力ファイル

in.fq

index プログラムの出力ファイル

out.sam

sam 形式の出力ファイル

Bowtie の 使 い 方
リファレンスのインデックスは、既にビルドされたものをダウンロード出来るようになっ
ています(http://bowtie-bio.sourceforge.net/tutorial.shtml)。Bowtie は in/del に対応していない点
が BWA と異なります。

１．bowtie -n N -l L -e E --best --strata --maxbts -y -q input reffile readfile outfile
	
  	
  長さ L のシード中のミスマッチが N 個以下、またはリード全体のミスマッチ塩基
の Phred スコアの合計が E 以下のアラインメントをレポートします。

２．bowtie -v V --best -q input reffile readfile outfile
	
  	
  ミスマッチが V 個以下（V は 0, 1, 2, 3 のいずれか）のアラインメントをレポート
し、Phred スコアは無視します。

191

アラインメントモード
-q input

fastq 形式の入力ファイル

-v int

許容される最大ミスマッチ数

--seedlen (-l) int

シード配列長（大きいほど高速）

--seedmms (-n) int

シード配列で許可される最大ミスマッチ数

--maqerr (-e) int

ミスマッチ部位の Phred スコア合計の許される最大値

-- maxbts int

バックトラックする最大数

--tryhard (-y)

大きな--maxbts のバックトラック数と同じ効果

--chunkmbs

スレッド当たりのメモリ割り当て(メガバイト)

レポートするアラインメントの指定
-k int

リード当たりレポートするヒット数の最大値

--all (-a)

すべてのヒットをレポートする

-m int

与えられた数以上のヒットがあればレポートしない

-M int

与えられた数以上のヒットがあればランダムに一つ
をレポートする

--strata

-n モードではシードのミスマッチ数、-v モードでは
リード全体のミスマッチ数

--best

-n 2 または-n 3 モードで、バックトラックの最大値を
800 に設定する(--best なしでは 125)。-v モードでは
ミスマッチの少ない順にレポート

出力の指定
--time (-t)

計算時間をレポートする

--offbase (-B) int

リファレンスゲノムの第１塩基のオフセット(0/1)

--quiet

アラインメント以外の出力を抑制する

--refout

refXXXX.map ファイルに出力する

--al filename

1 つ以上のアラインメントのある配列を出力する

--un filename

アラインメントできなかった配列を出力する

--max filename

-m の制限にかかる配列を出力する

--suppress int

与えられたカラムの出力を抑制する

--theads (-p)

CPU のスレッド数

入出力ファイル
reffile

リファレンスファイル

readfile

リードファイル
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outfile

出力ファイル

	
  	
  BWA や Bowtie はコマンドラインツールですが、Galaxy ポータルサイトでは GUI
メニューからファイルをアップロードしたりパラメータを設定して、リモートサ
ーバーの上で一連の解析を進めることが出来るようになっています。また、Galaxy
の GUI はローカルマシンにもインストールすることが可能です。

ファイル形式変換ツールの使い方

BWA の出力ファイルは SAM (Sequence Alignment/Mapping)形式ですが、例えば UCSC
Genome Browser は SAM 形式に対応していないので、BWA の出力はそのままでは表示でき
ません。様々な解析ソフトによって対応しているファイル形式が異なるため、次のような
専用のツールを用いたり、パッケージに含まれる機能を使ってファイル形式を相互変換し
ます。主要なファイル形式については、
UCSC FAQ

http://genome.ucsc.edu/FAQ/FAQformat.html

を参照して下さい。

代表的なファイル形式変換ツールとして
samtools

http://samtools.sourceforge.net/

bamtools

http://code.google.com/p/bedtools/wiki/Usage

igvtools

http://www.broadinstitute.org/software/igv/node/173

などがあります。

例えば、bwa の出力ファイル align.sam（SAM 形式）を MACS に渡すには、
samtools view -S align.sam -b -o align.bam

align.bam を出力
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同じく bwa の出力ファイルを UCSC Genome Browser に渡すには、
igvtools sort align.sam align.sorted
igvtools count -w 25 align.sorted align.wig hg18.fasta

align.wig を出力

とした上で、align.wig ファイルの先頭に次のようなヘッダーを挿入します。
track type=wiggle_0

IGV にアラインメントを読み込むには、
igvtools sort align.sam align.sorted
igvtools count align.sorted align.tdf hg18.fasta

align.tdf を出力

bam ファイルから bed ファイルに変換して UCSC などに読み込むには、
bamToBed -i align.bam

align.bed を出力

linux の 便 利 コ マ ン ド

cat file

file の内容を表示する

cat file2 >> file1

file2 の内容を file1 に付け足す

cat file1 file2 > file3

file2 を file1 に付け足して、file3 に出力する

head -n file

file の頭から n 行を表示する

tail -n file

file の終わりから n 行を表示する

ls -l folder

フォルダの中のファイルリストを（詳細）表示する

cd folder

フォルダに移動する

mkdir folder

新しいフォルダを作る

rmdir folder

フォルダを削除する

cp file1 file2

file1 の内容を file2 にコピーする

mv file1 file2

file1 の内容を file2 にコピーして、file1 を消去する

rm file

file を削除する

wc -l -w -C file

ファイルの行数(-l), ワード数(-w), 文字数(-C)を表示

６．ピーク検出
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ゲノム配列にマッピングされたリードシークエンスのリストから標的蛋白質がゲノムのど
こに結合しているかを決定するために、様々なピーク検出アルゴリズムが開発されていま
す。代表的な 11 のアルゴリズムを比較した最近の文献によると、感度・精度に大きな違い
は無いようです（参考文献）。

ここでは広く使われている MACS (Model-based
Analysis for ChIP-Seq)を紹介します。ChIP-seq で
はサンプル DNA の 5'末端の一部のみ読まれるこ
とから、リードと本当の結合サイトにずれが生じ
るため、MACS では両ストランドのピークペアを検出してその中央を真の結合サイトとし
てレポートします。

MACS の 使 い 方
多くのパラメータがありますが、通常はデフォールト値を使います。より詳しい設定は、
マニュアルを参照して下さい(http://liulab.dfci.harvard.edu/MACS/00README.html)。入力デー
タは、Genome Analyzer の CASAVA 解析ソフトの出力ファイル(ELAND EXPORT 形式)か、
BWA の出力ファイル(SAM 形式）などを指定します。ELAND の export ファイル形式につ
いては、CASAVA 1.7 User Guide（Illumina cat. no. SY-960-1701）に詳しい記述があります。

１．macs14 -t s_N_export.txt -f ELANDEXPORT -g genomesize -w -S -space=25 [option]
ELAND の export テキストファイルを読み込み、指定した解像度(bp)のピークをまとめて 1
つの wiggle ファイルに出力します。

２．macs14 -t s_N_export.txt -f ELANDEXPORT -g genomesize -B -S [option]
ELAND の export テキストファイルを読み込み、指定した解像度(bp)のピークをまとめて 1
つの BED ファイルに出力します。

-t TFILE, --treatment=TFILE

ChIP-Seq サンプル

-c CFILE, --control=CFILE

対照実験サンプル(省略可)

-f FORMT, --format=FORMT

ファイル形式を指定
ELAND
BED
ELANDMULTI
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ELANDEXPORT (GA の出力ファイル）
ELANDMULTIPET
SAM （BWA の出力ファイル）
BAM
BOWTIE（BOWTIE の出力ファイル）
AUTO（自動検出）
-n NAME, --name=NAME

出力ファイル名[NA]

-g GSIZE, --gsize=GSIZE

ゲノムサイズ[hs]
	
  ヒト：hs または 2.7e9
	
  マウス：mm または 1.87e9

-s TSIZE, --tsize=TSIZE

タグ（リード）の長さを指定[25]

-p PVALUE, --pvalue=PVALUE ピーク検出のカットオフ値[1e-5]
-m MFOLD, --mfold=MFOLD

ピークエンリッチメントの上限と下限[10,30]

-w, --wig

wiggle ファイルに出力

--space==SPACE

wiggle ファイルに書き出す解像度(bp)[10]

--call-subpeaks

広いピークを複数のピークに分割する

-B, --bdg

BED ファイルに出力

-S, --single-profile

各染色体のデータを１つのファイルにする

--bw=BW

モデルを作るためゲノムをスキャンする幅
あるいはサンプル DNA の平均長[300]

--nomodel

ピークシフトモデルを計算しない

--shiftsize=SHIFTSIZE

--nomodel の時、シフトする値(bp)を指定

ピーク検出が出来ると、これから標的遺伝子のリストを作成し、オントロジー検索、パス
ウェイ検索、プロモータのモチーフ解析など通常の解析を進めることになります。

７．ゲノムブラウザー

ChIP-seq データを表示させるのに良く使われているアプリケーションです。
UCSC

UCSC Genome Browser

Broad Institute

Integrative Genomics Viewer (IGV)

Affymetrix

Integrated Genome Browser (IGB)

196

University of Toronto

Savant Genome Browser (Savant)

UCSC ゲノムブラウザは様々なアノテーションデータが豊富で、サーバーにアラインメント
データをアップロードすることによって手軽にピークなどを表示させることが出来ます。
ただし、インターネットの接続速度によっては応答に時間が掛かります。IGV, IGB, Savant
は、ローカルコンピュータにインストールし、リファレンスゲノムやアノテーションなど
のデータベースを自分で構築する必要があります。

UCSC Genome Broswer の 使 い 方
UCSC のブラウザーは、Windows でも Mac でもインターネット・ブラウザーから使うこと
が出来ます。Genome Browser Gateway（http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgGateway）から、ま
ず assembly メニューでアラインメントに使ったゲノムを選択します。次に、カスタムトラ
ックをアップロードするには add custom tracks をクリックします。

Add Custom Tracks のメニューが表示されるので、Past URLs or data の欄から選択を押して
MACS の wiggle 形式出力ファイルなどを指定して Submit をクリックします。

メインメニューに戻り、カスタムトラックのリストに表示されているファイルをクリック
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すると設定メニューが表示されるので、トラック表示の大きさ（Track height）、縦軸のスケ
ール（Data view scaling）などを見やいように変更します。

さらに、様々なアノテーショントラックから表示させたいものを選択します。メインウィ
ンドウの左下にある track search を使うと、アノテーションの中からキーワード検索するこ
ともできます。
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８．参考文献およびサイト

免疫沈降

Covaris ChIP-seq プロトコル
http://www.covarisinc.com/pdf/Chromatin_Shearing_Kit_Non-ionic_Buffer_Kit_Protocol.pdf

Myers Lab ChIP-seq プロトコル
http://myers.hudsonalpha.org/documents/Myers%20Lab%20ChIP-seq%20Protocol%20v041610.pdf

Illumina Genome Analyzer IIx

Illumina プロトコル集
http://www.illumina.com/support/documentation.ilmn

データ解析

SEQAnsweres: A reasonably thorough table of next-gen-seq software available in the commercial
and public domain (次世代シークエンス解析ソフト集)
http://seqanswers.com/forums/showthread.php?t=43

Galaxy データ解析ポータル
http://main.g2.bx.psu.edu/

Galaxy ローカルインストールマニュアル
https://bitbucket.org/galaxy/galaxy-central/wiki/GetGalaxy

BWA マニュアル
http://bio-bwa.sourceforge.net/bwa.shtml
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Bowtie マニュアル
http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml

ゲノム配列データベース
http://hgdownload.cse.ucsc.edu/downloads.html

ENCODE データベース
http://genome.ucsc.edu/ENCODE/downloads.html

MACS ピーク検出
http://liulab.dfci.harvard.edu/MACS/Download.html

ChIP-seq processing pipeline	
  ピーク検出の R パッケージ
http://compbio.med.harvard.edu/Supplements/ChIP-seq/

Evaluation of Algorithm Performance in ChIP-Seq Peak Detection	
  ピーク検出ツールの比較
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0011471

Illumina CASAVA 1.7 User Guide	
  ELAND 出力ファイル形式の定義
https://icom.illumina.com/Download/Summary/iA-zmp3loky4kSxXirC0hw

CisGenome	
  データ解析パッケージ＋ブラウザ
http://www.biostat.jhsph.edu/~hji/cisgenome/

ChIP-Seq Tool Set	
  解析ツール
http://havoc.genomecenter.ucdavis.edu/cgi-bin/chipseq.cgi

Genomatix Genome Analyzer（有料）
http://www.genomatix.de/en/produkte/genomatix-genome-analyzer.html

ゲノムブラウザー
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UCSC Genome Browser（フリー）
http://genome.ucsc.edu/

UCSC Genome Browser のローカルインストールマニュアル
http://genome.ucsc.edu/admin/mirror.html

Broad Institute Integrative Genomics Viewer (IGV) （フリー）
http://www.broadinstitute.org/software/igv/

Affymetrix Integrated Genome Browser (IGB) （フリー）
http://bioviz.org/igb/

University of Toronto Savant Genome Browser（フリー）
http://genomesavant.com/index.html

Sanger Institute Artemis（フリー）
http://www.sanger.ac.uk/resources/software/artemis/

NCBI Genome Workbench（フリー）
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gbench/

CLC Genomics Workbench（有料・フリートライアル）
http://www.clcbio.com/index.php?id=87

情報サイト

SEQanswers
http://seqanswers.com/

Illumina iCom サイト
https://icom.illumina.com/Home/Index
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東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センターの渋谷哲朗先生の講義資料
http://www.hgc.jp/~tshibuya/classes/index.html

R による統計解析の基礎（元大阪大学基礎工学科	
  舟尾暢男氏）
http://cse.naro.affrc.go.jp/takezawa/r-tips.pdf

R の基本統計関数マニュアル
http://cran.r-project.org/doc/contrib/manuals-jp/Mase-Rstatman.pdf

