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学位論文の内容の要旨 

 

哺乳類の脳では，新生児期に大量のエストロゲン作用を有する物質に曝露されると，成

熟後の性行動や生殖機能における不可逆性の障害（脱雌性化）を誘発することが知られて

いる。また，小量曝露でも性周期の早期停止に特徴づけられる様々な遅発性の生殖機能障

害（遅発影響）が生じることが報告されており，新生児期におけるエストロゲン類の曝露

による生殖内分泌系の発達への影響が古くから懸念されてきた。遅発影響の発現機序につ

いては，これまでの研究報告から，視床下部の排卵制御機構に何らかの異常をきたしてい

ることが示唆されているが，その影響が遅発性に生じるメカニズム，特にキスペプチンニ

ューロンの変化については未だ明らかになっていない。そこで申請者は，遅発影響の発現

機序と遅発影響におけるキスペプチンニューロンの関与を明らかにするため，新生児期に

エストロゲン類を曝露したラットにおけるキスペプチンニューロンの変化について様々な

角度から検証を行った。 

第 1章では，新生児期に 17エチニルエストラジオール（EE）を曝露されたラットで，young 

adult 期（性周期停止前）における，視床下部キスペプチンニューロンおよび LHサージ分

泌の詳細な検索を行った。その結果，新生児期に EE を曝露したラットでは，LH サージの

ピーク時間の遅延とサージ面積の減少，ならびに視床下部キスペプチンニューロンの AVPV

における KiSS1 mRNAの発現低下がみられ，同時に KiSS1 mRNA陽性細胞における ERα共発

現率の低下も認めた。これらの AVPV 特異的な変化は，視床下部-下垂体-性腺軸における

LH サージ制御機構の機能障害を示唆しており，遅発性に発現する「性周期の早期停止」の

原因となる変化である考えた。また，これらの神経内分泌系における変化が，遅発影響誘

発ラットおよび老齢ラットの双方で認められ，遅発影響と生殖機能の老化に伴ってみられ

る変化が類似してことを明らかにした。また，これらの変化がいずれも性周期の変化に先
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駆けて生じていたことから，LH サージの減弱や KiSS1 mRNA の低下といった神経内分泌系

の変化が，「性周期の早期停止」に代わる遅発影響の早期指標として利用できる可能性を示

した。 

第 2章では，エストロゲンの新生児期曝露による遅発影響の感受期を明らかにするため，

生後 0, 5, 10および 14 日の新生児ラットに EEを曝露し，視床下部キスペプチンニューロ

ンの変化と遅発影響の発現の有無について詳細に検索した。その結果，生後 0, 5 および

10日齢に EE 20 μg/kgを曝露した群では，生後 11週齢に遅発影響の指標である KiSS1 mRNA

の発現低下，KiSS1陽性細胞数の減少および LHサージの減弱傾向が認められた。上述の群

では，これらの変化と相関して異常性周期の早期発現も認められ，新生児期に曝露した EE

による遅発影響が発現していると考えられたが，生後 14日齢に EEを曝露した群ではこれ

らの一連の変化が明らかではなかった。以上の結果から，ラットでは新生児早期（生後 0

～10日齢）が外因性のエストロゲンに対する遅発影響の感受期であり，そのエンドポイン

トは新生児後期（生後 14 日齢前後）に存在しているものと推察した。 

第 3章では，SERMの新生児期曝露による遅発影響および視床下部キスペプチンニューロ

ンにおける KiSS1発現への影響について検証した。その結果，生後 0日齢のラットへの RLX 

10 mg/kgまたは TMX 10 mg/kg の投与により，young adult期において LHサージの減弱，

AVPV における KiSS1 mRNA 発現の低下および KiSS1 陽性細胞数の減少，ならびに加齢に伴

う性周期停止の早期化が認められ，SERMの新生児期曝露が他のエストロゲン物質と同様に，

キスペプチンニューロンの発達障害とこれに引き続く遅発影響を誘発することを明らかに

した。これに加え，TMX10 群では FSH 濃度の低下および ARC における KiSS1 陽性細胞数の

減少がみられ，TMX の新生児期曝露による脳の雄性化が示唆された。子宮肥大試験におけ

る SERM のエストロゲン／抗エストロゲン活性の検証では，子宮における RLX および TMX

のエストロゲン活性と，エストロゲン併用時の TMXによる抗エストロゲン活性がみられた

が，いずれの SERMもキスペプチンニューロンの KiSS1発現には影響を及ぼさなかったこと

から，SERMのエストロゲン活性は組織に対する特異性だけでなく年齢依存的な側面も有し

ている可能性を示唆した。 

 以上の結果から申請者は，遅発影響の発現メカニズムには視床下部キスペプチンニュー

ロンの発達障害が深く関与しており，その本質は，生殖機能老化と類似した性成熟後の神

経内分泌系の機能低下であると考えた。また，遅発影響の感受期は，ラットではヒトの妊

娠第 3期に相当する生後 0日から 10日齢前後であり，これまで想定されていたより後期の

曝露でも潜在的な影響が生じるリスクを明らかにした。また，遅発影響が SERMを含む様々

なエストロゲン活性を有する化学物質に共通したハザードであり，特に SERMの生殖発生に

対するリスクについてはより慎重な検証が必要であることを明らかにした。 

 

審 査 結 果 の 要 旨 

 

哺乳類の脳では，新生児期に大量のエストロゲン作用を有する物質に曝露されると，成

熟後の性行動や生殖機能における不可逆性の障害を誘発し，曝露が小量では様々な遅発性

の生殖機能障害が生じると報告されている。遅発影響の発現機序については未だ明らかに

なっていなかった。 

本研究は，遅発影響の発現機序とキスペプチンニューロンの関与を明らかにするため，

新生児期にエストロゲン類を曝露したラットにおけるキスペプチンニューロンの変化につ

いて検証を行ったものである。 

第 1章では，新生児期に 17エチニルエストラジオール（EE）を曝露されたラットの性周

期停止前における，視床下部キスペプチンニューロンおよび LHサージ分泌の検索を行った。



 

 

 

その結果，LHサージのピーク時間の遅延とサージ面積の減少，ならびに視床下部キスペプ

チンニューロンの AVPV における KiSS1 mRNAの発現低下がみられ，KiSS1 mRNA陽性細胞に

おける ERα共発現率低下も認められた。これらの変化が，老齢ラットでも認められたこと

から，遅発影響が「生殖機能老化の早期化」を意味することを示唆した。 

第 2章では，遅発影響の感受期を明らかにするため，生後異なる日齢の新生児ラットに

EE を曝露し，視床下部キスペプチンニューロンの変化と遅発影響の発現の有無について検

索した。その結果，ラットでは生後 0～10日齢が遅発影響の感受期であり，その感受期の

エンドポイントは生後 14 日齢前後に存在していることを示した。 

第 3章では，SERMの遅発影響について検証した。その結果，SERMのエストロゲン活性は

組織に対する特異性だけでなく年齢依存的な側面も有している可能性を示唆した。 

 上記のように申請者は，遅発影響の発現メカニズムには視床下部キスペプチンニューロ

ンの発達障害が深く関与しており，その本質は，生殖機能老化とも類似した神経内分泌系

の機能低下であることを示した。また，遅発影響の臨界期は，ラットではこれまで想定さ

れていたより後期の曝露でも潜在的な影響が生じるリスクがあることを明らかにした。さ

らに SERM の生殖発生に対するリスクについてはより慎重な検証が必要であることを示し

た。この研究が内分泌撹乱物質の遅発影響のメカニズム解明に非常に意義があるものと認

める。 

 

 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

文として充分価値があると認めた。 
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