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学位論文の内容の要旨 

 

ウシの受胎率は年々低下し続けており，乳肉の生産性に影響を与えている。受胎率低下

の原因の一つに，胚死滅があげられる。プロゲステロン(P4)により子宮内環境を改善させ，

胚死滅を予防する取り組みが行われているが，P4 により受胎率が向上することについて一

貫した見解は得られていない。子宮内環境と妊娠成立について明らかにするために，ステ

ロイドホルモンやその受容体について研究が行われているが，黄体と子宮角の部位との位

置関係や黄体および第 1 卵胞波主席卵胞 (W1DF) の位置関係が子宮内環境に与える影響に

ついては，いまだ解明されていない。本研究では，黄体や W1DFが子宮内環境に与える影響

を明らかにするために，子宮角の部位や黄体と W1DFとの位置関係を考慮し，子宮への黄体

や卵胞の局所作用について調べた。 

 第 2章では，卵巣の所見を基に黄体期を 3つのステージに区分し，子宮内膜を子宮角の

部位 (頭側部と中腹部) や黄体と子宮角との位置関係 (同側角と反対側角)を比較するこ

とで，黄体が子宮内膜へ与える局所的作用についてまとめた。頭側部においてのみ，反対

側角と比較して同側角の子宮内膜 P4濃度は高く，黄体期初期における同側角の核内受容体

である Progesterone receptor (PGR) および細胞膜受容体である Progesterone receptor 

membrane component 1 (PGRMC1) 遺伝子発現は高かった。これらの結果から，黄体の局所

的作用は子宮角頭側部の同側角に影響を与えていることが明らかとなった。   

 第 3章では，黄体と卵胞が子宮内膜に影響を与える局所的作用について明らかにするた

めに，黄体期における黄体と W1DFの位置関係 (共存群と非共存群) と子宮角との関係を比

較した。実験 1では，正常な発情周期を有する泌乳牛を用い，共存群と非共存群における

同側角と反対側角を比較した。Day0(排卵日=Day1)から Day12 の血中 P4濃度は共存群で高

（１２） 



かった。子宮内膜 P4 濃度は共存群と比較して非共存群で高い傾向があり，Day5 において

反対側角と比較して同側角で高かった。血中 E2濃度は Day5と比較して Day7で高い傾向が

認められた。子宮内膜 E2濃度は黄体と卵胞の位置関係や経時的変化といった要因に影響を

受けなかった。 

PGRと PGRMC1遺伝子発現は，Day5において同側角で高くその後低く推移した。子宮乳関

連因子である Alanyl membrane aminopeptidase (ANPEP)遺伝子発現は，共存群と比較して

非共存群で高く，反対側角と比較して同側角で高かった。E2 およびオキシトシン受容体 

(ESR1 および OXR) 遺伝子発現は，同側角と反対側角で差が認めらなかったが，ESR1 遺伝

子発現は Day7および 12 と比較して Day5で高く，OXR遺伝子発現は Day7 よりも Day5で高

かった。実験 2では，ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)投与によって，副黄体を形成させ，

副黄体の局所的作用について調べた(hCG 投与群)。また，実験 1 で行われた群を対照群と

して hCG 群と比較を行った。子宮内膜 P4 濃度，子宮内膜 E2 濃度，P4 受容体および E2 受

容体について対照群と hCG 投与群で比較したところ，黄体と W1DFの位置関係，排卵後の日

数，hCG投与の有無といった要因に影響を受けなかった。これらの結果から，血中 P4濃度

と子宮内膜 P4濃度の推移には違いがあることが明らかになった。また，子宮内環境に与え

る黄体の局所的作用は強いが，W1DFからの作用は弱く，hCG投与による誘起黄体の局所的

作用は子宮内環境に影響を与えないことが明らかになった。本研究より，1) 血中 P4 濃度

と子宮内膜 P4濃度の推移が異なる，2) 黄体期初期の同側角では子宮内膜 P4濃度と P4受容

体が高い，3) 子宮内膜 E2 濃度は黄体と卵胞の位置関係に影響を受けない，ということが

明らかとなり，ウシの繁殖生理において黄体と W1DFが子宮内環境に与える影響に関する新

たな知見が得られた。 

 

 

審 査 結 果 の 要 旨 

 

本研究は，黄体と第１卵胞波主席卵胞 (W1DF) が子宮内環境に与える局所的作用の影響

について明らかにすること目的に行われた研究である。 

第 1 章では，これまでの研究では黄体が子宮内膜へ与える影響を評価する上で，黄体と

同側の子宮角 (同側角) と反体側の子宮角 (反対側角) との比較や子宮角の部位 (先端部

と中腹部) を考慮した検討が不十分であり，子宮内環境に及ぼす黄体の局所的作用を明確

にすることの重要性を述べた。また，黄体と第１卵胞波主席卵胞 (W1DF) が同じ卵巣に存

在する場合 (共存群) では，それぞれが異なる卵巣に存在する場合 (非共存群) に比べ受

胎率が低いという報告から，黄体だけでなく，黄体と W1DFとの位置関係が子宮内環境に与

える局所的な作用にも焦点をあてる必要性を述べた。 

第 2 章では，黄体が子宮内環境に与える局所的作用の影響について明らかにするために，

黄体期における子宮内膜 P4 濃度と P4 受容体の発現について，子宮角先端部と中腹部のそ

れぞれの同側角と反対側角を比較した。この結果，先端部においてのみ子宮内膜 P4 濃度は

反対側角と比較して同側角で高く，黄体期初期における同側角の核内受容体である

Progesterone receptor (PGR) および細胞膜受容体である Progesterone receptor 

membrane component 1 (PGRMC1) 遺伝子発現も同様に高かった。これらの結果から，黄体

の局所的作用は先端部の同側角に影響を与えていることを明らかにした。 

第 3 章では，黄体と W1DF が子宮内膜に影響を与える局所的作用について明らかにする

ために，黄体期における黄体と W1DF の位置関係 (共存群と非共存群) と子宮角との関係 

(同側角と反対側角)を比較した。実験 1 では，Day0 (排卵日=Day1) から Day12 の血中 P4

濃度は時間の経過と共に上昇し，非共存群と比較して共存群で高いことを明らかにした。

子宮内膜 P4 濃度は経時的変化は認められず，Day5 において反対側角と比較して同側角で



高いことを明らかにした。血中 E2 濃度は ay7 で高い傾向が認められた。また，子宮内膜

E2濃度は黄体とW1DFとの位置関係や経時的な要因の影響を受けなかった。これらの結果，

黄体期初期において黄体の局所的作用は同側角へ影響を及ぼすがW1DFの局所的作用が与

える影響は少ないことが明らかとなった。実験 2 では，副黄体の局所的作用を明らかにす

るために，ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン (hCG) 投与によって W1DF を排卵させ形成され

た副黄体が子宮内膜へ与える影響を調べた。子宮内膜 P4 濃度，子宮内膜 E2 濃度，P4 受容

体および E2 受容体について対照群と hCG 投与群で比較したところ，黄体と W1DF の位置

関係，排卵後の日数，hCG 投与の有無といった要因に影響を受けなかった。これらの結果

から，hCG 投与による副黄体の局所的作用は子宮内環境に影響を与えないことが明らかと

なった。 

本研究より，同側角と反対側角との子宮内環境の違いをもたらす要因として，W1DFの影

響は小さく，黄体からの局所的作用は，子宮角先端部に強く働いており，妊娠初期の胚発

育に関与していることを明らかにした。これらの新たな知見を明らかにしたことはウシの

繁殖生理学の進展に寄与するものであり，今後のウシの繁殖成績の改善につながる基礎的

な情報として期待される。 

 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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