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研究成果の概要（和文）：ニワトリ等の家禽においては、幹細胞の分化制御による器官、臓器の再生は世界的に
もほとんど成就していない。本研究では、家禽において幹細胞を単離し遺伝的特性を解析した。また、始原生殖
細胞を単離し発生分化機構の解析を試みた。これらの細胞をドナーとしレシピエントに移植した。この結果、ド
ナー幹細胞は生殖細胞系列を含む各種の細胞系譜へと発生分化し得ることが確認された。また始原生殖細胞を用
いて効率的に生殖系列キメラを作出し得ることも明らかとなった。また培養始原生殖細胞に対してゲノム編集を
行いオボムコイド制御遺伝子のノックアウトを初めて実施した。
これら成果は将来的な家禽細胞育種の革新に貢献し得ると思われた。

研究成果の概要（英文）：Regeneration of tissues and organs by stem cell differentiation has hardly
been achieved in poultry. In the present studies, stem cells from the early embryo or the primordial
germ cells (PGCs) from the circulating blood of the early embryos were isolated and the
developmental mechanism was analyzed. These stem cells and primordial germ cells were used as donor
and transplanted into the recipient. Donor stem cells derived from chicken early embryo can
differentiate into various cell lineages including germ line. It was also revealed that germline
chimeras can be efficiently produced using the primordial germ cells in early embryonic circulation.
Furthermore, we cultivated efficient culturing methods of primordial germ cells. Genomic editing
was performed on these cultured primordial germ cells and knockout of the ovomucoid control gene in
egg white was performed for the first time.
These results seemed to contribute to innovation of cell breeding in poultry in the future.

研究分野： 家禽発生工学
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