
Title
Studies on Analysis of a Novel Secreted Protein of Ly-6 Domain
1 Expression and an Expecting Function in Bovine Uteroplacental
Tissues during Gestation( 内容と審査の要旨(Summary) )

Author(s) Mahmoud Mohamed Abdelhamid Ahmed Awad

Report No.(Doctoral
Degree) 博士(獣医学) 甲第433号

Issue Date 2015-03-13

Type 博士論文

Version none

URL http://hdl.handle.net/20.500.12099/50999

※この資料の著作権は、各資料の著者・学協会・出版社等に帰属します。



 

 

 

  

 
                          

氏名（本（国）籍）   Mahmoud Mohamed Abdelhamid Ahmed Awad 

（エジプト・アラブ共和国） 

主指導教員氏名    岩手大学 教授 木 崎 景一郎 

学 位 の 種 類    博士（獣医学） 

学 位 記 番 号    獣医博甲第４３３号 

学位授与年月日     平成２７年３月１３日      

学位授与の要件    学位規則第３条第２項該当   

研究科及び専攻    連合獣医学研究科 

            獣医学専攻 

研究指導を受けた大学   岩手大学 

学 位 論 文 題 目      Studies on Analysis of a Novel Secreted Protein of Ly-6 

Domain 1 Expression and an Expecting Function in Bovine 

Uteroplacental Tissues during Gestation 

（新規分泌型 Ly-6 ドメインタンパク質 1のウシ妊娠子宮・胎

盤における発現と機能に関する研究） 

審 査 委 員    主査  岩 手 大 学  教 授  居在家 義 昭 

            副査  帯広畜産大学  教 授  鈴 木 宏 志 

            副査  岩 手 大 学  教 授  木 崎 景一郎 

            副査  東京農工大学  教 授  渡 辺   元 

            副査  岐 阜 大 学  教 授  志 水 泰 武 

 

 

学位論文の内容の要旨 

 

 分泌型 Ly-6 ドメインタンパク質 1（SOLD1）は，反芻動物の胎盤において単核栄養膜細

胞が産生する特異分子であり，胎盤での絨毛間充織組織の構築に関与する可能性が指摘さ

れているが，その詳細な生理機能については不明だった。本研究では，ウシの子宮・胎盤

組織における SOLD1 の発現動態並びにその機能について培養栄養膜細胞系を用いて検証し

た。 

 

 第一章では，妊娠初期から後期の子宮・胎盤における SOLD1 の発現動態と局在を調べ，

SOLD1 が示すと考えられる生理機能について考察した。妊娠 35 日齢の子宮・胎盤組織にお

ける SOLD1 遺伝子の発現を調べたところ，胎膜において強く発現していた。絨毛叢および

絨毛叢間胎膜における SOLD1 の発現は，妊娠初期（64-78 日齢）から後期（245-259 日齢）

にかけて変化は認められなかったが，子宮小丘や子宮小丘間内膜などの母体側組織では妊

娠中期（120-174 日齢）から後期にかけて遺伝子発現は上昇した。in situ ハイブリダイゼ

ーション法による SOLD1 発現細胞の局在の解析では，妊娠初期および中期では単核栄養膜

細胞，妊娠後期では単核および二核栄養膜細胞の両細胞に発現が認められた。免疫組織化

学法による解析では，SOLD1 タンパク質は絨毛間結合組織に検出され，妊娠初期から後期

にかけて増加した。一方，子宮内膜組織では内腔上皮細胞に SOLD1 mRNA およびタンパク質

が検出されたが，腺上皮細胞や間質細胞には認められなかった。これらの結果から，SOLD1

は単核栄養膜細胞のみならず，二核栄養膜細胞および子宮内膜内腔上皮細胞においても産

（３） 



 

 

 

生されることが明らかになった。また，妊娠周期の発現動態の解析結果から，SOLD1 は周

期依存的に多彩な生理作用を示す可能性が考えられた。 

 

 第二章では，13 種類の培養栄養膜細胞系を用いて SOLD1 の発現を検証し，その生理機能

解明のツールとしての可能性を検討した。全ての培養栄養膜細胞系において SOLD1 mRNA

の発現が認められたが，妊娠 35 日齢の胎膜試料における発現と比較すると，培養栄養膜細

胞系における発現は低値であること，発現レベルは細胞によって異なっていることが明ら

かになった。培養栄養膜細胞系の BT-C および BT-K 細胞における SOLD1 タンパク質の発現

をウエスタンブロット法で調べたところ，細胞破砕液および培養上清の両方に SOLD1 タン

パク質が検出された。また，免疫染色では両細胞共に，SOLD1 は核周囲の細胞質顆粒に局

在していた。異なる培養基質（コラーゲン薄膜，コラーゲンゲルあるいはマトリゲル）上

に BT-C 細胞，BT-K 細胞を 1 週間培養して SOLD1 遺伝子の発現動態を調べたところ，変動

は認められなかった。しかし，長期間（20 日間）のコラーゲンゲル基質上の培養下では発

現が低下し，一方，マトリゲル基質上の培養条件下では有意に増加した。これらの結果は， 

in vitro における SOLD1 の機能解析を行う上で，培養栄養膜細胞系は有用なツールである

ことを示すものである。 

 

 第三章では， SOLD1 の生理的役割を明らかにするため，培養栄養膜細胞の走化性および

浸潤性に及ぼす SOLD1 の影響について調べた。BT-K 細胞は BT-C 細胞に比べて高い浸潤性

を示したが，走化性は同程度であった。組換え SOLD1 タンパク質（粗抽出物）は，BT-K 細

胞の走化性と浸潤性を増加させ，この促進作用は抗 SOLD1 抗体処理により消失した。また，

抗 SOLD1 抗体処理により BT-K 細胞の走化性と浸潤性は，添加抗体の濃度依存的に抑制され

たが，BT-C 細胞では影響は認められなかった。これらの結果から，SOLD1 が栄養膜細胞の

走化性や浸潤性を調節し，着床や胎盤形成を制御していると推察された。 

 

 以上のように本研究では，１）妊娠周期特異的に単核栄養膜細胞，二核栄養膜細胞およ

び子宮内膜内腔上皮細胞に SOLD1 が発現すること，２）SOLD1 は培養栄養膜細胞系にも発

現すること，３）SOLD1 は栄養膜細胞の走化性や浸潤性の制御に機能的役割を果たすこと

が示唆された。これらの結果は，SOLD1 を中心とした，受胎や子宮内膜機能研究の新展開

を導くものであり，ウシの着床および胎盤形成機構を解明する上での新知見を提供する。 

 

 

 本研究は，Ly-6（lymphocyte antigen-6/urokinase-type plasminogen activator receptor）
スーパーファミリーの一種である分泌型 Ly-6 ドメインタンパク質 1（SOLD1）のウシの

着床や胎盤形成における役割を明らかにすることを目的として，以下の 3 項を検証し，

SOLD1 のウシ栄養膜細胞での新規の機能を明らかにした。 
 
１．妊娠子宮内膜および胎盤組織における SOLD1 の発現動態 
 第一章では，妊娠子宮内膜および胎盤における SOLD1 の発現動態と局在を調べた。

SOLD1 は絨毛叢および絨毛叢間胎膜に発現しており，妊娠初期から後期にかけて変動は

認められないが，妊娠後期の子宮小丘や子宮小丘間内膜では遺伝子発現は上昇した。また，

SOLD1 は，妊娠初期および中期では単核栄養膜細胞，妊娠後期では単核および二核栄養

膜細胞，さらには子宮内膜内腔上皮細胞にも発現が認められた。これらの結果から，SOLD1
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は単核栄養膜細胞だけではなく，二核栄養膜細胞および子宮内膜管腔上皮細胞においても

産生されることを明らかにした。 
 
２．培養栄養膜細胞系における SOLD1 の発現動態 
 第二章では，培養栄養膜細胞系を用いて SOLD1 の発現を検証し，その生理機能解明の

ツールとしての可能性を検討した。SOLD1 は調べた全ての培養栄養膜細胞系において発

現を認め，細胞内では核周囲の細胞質顆粒に局在していた。コラーゲン薄膜，コラーゲン

ゲルあるいはマトリゲル基質上に培養栄養膜細胞を 1 週間培養して SOLD1 遺伝子の発現

動態を調べたところ，変動は認められなかった。しかし，20 日間のコラーゲンゲル基質上

の培養下では発現が低下し，一方，マトリゲル基質上の培養条件下では有意に増加した。

これらの結果から，培養栄養膜細胞系は in vitroにおけるSOLD1の機能解析を行う上で，

有用なツールに成り得ると結論した。 
 
３．栄養膜細胞の走化性，浸潤性における SOLD１の機能的役割 
 第三章では，培養栄養膜細胞を用いた in vitro 解析系により SOLD1 の機能解析を試み

た。組換え SOLD1 タンパク質（粗抽出物）は，培養栄養膜細胞の走化性と浸潤性を増加

させ，この促進作用は抗 SOLD1 抗体処理により消失した。また，抗 SOLD1 抗体処理に

より走化性と浸潤性は，添加抗体の濃度依存的に抑制された。これらの結果から，SOLD1
が栄養膜細胞の走化性や浸潤性を調節すると結論した。 
 
 本研究は，SOLD1 が着床や胎盤形成における栄養膜細胞の機能制御要因であることを

初めて明らかにした。 
 
 以上について，審査委員全員一致で本論文が岐阜大学大学院連合獣医学研究科の学位論

文として十分価値があると認めた。 
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