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学位論文の内容の要旨 

 

 内分泌かく乱物質は，内分泌系を妨害することができる人工または天然の物質であり，

様々な水，食料，空気を含む環境で発見される。特に胎子期や新生子期中の内分泌かく乱

物質への曝露は，発育・分化過程，代謝機能，さらには内分泌器癌に影響を与えると考え

られているが，内分泌かく乱物質の新生子曝露後による生殖器系に対する毒性作用のメカ

ニズムはまだ不明である。申請者は，この毒性作用のメカニズムを解明するため，モデル

物質として 17αエチニルエストラジオール（EE）と 4-ニトロフェノール（PNP）を用い，

内分泌かく乱物質による新生子暴露の影響を性成熟過程と性成熟後の雌ラットを用いて解

析した。 

 性成熟後に見られた影響：新生子の EEへの暴露により，低用量群では 171-190日齢に，

高用量群では 126-145日齢に，異常な発情周期を示した(遅発影響)。正常な発情周期を示

す 90日齢では，LHサージおよび卵巣ホルモンの減少が EE投与群で認められた。遺伝子発

現解析では，黄体形成ホルモン/絨毛性ゴナドトロピン受容体（LHCGR）をコードする mRNA

のレベルが EE 投与群の卵巣で上昇していた。これら結果から，EE の新生子期暴露が性成

熟後に卵巣機能不全を誘発したことを示した。 

 性成熟前に見られた影響：雌性生殖機能への遅発影響のメカニズムを明らかにするため，

新生子期 EE暴露後に，性成熟前の雌ラットの卵巣重量，卵巣ステロイド，およびホルモン

プロファイルに対する影響を解析した。卵巣重量は，新生子期 EE曝露後，生後 14日と 21

日で有意に減少した。卵巣での P450aromの発現は 14日齢で増加したが，インヒビン・ア

クチビンβAとβBの発現は 21日齢に減少した。P450aromの発現増加に一致してエストラ

ジオール 17βの末梢血液中濃度が EE 投与群で 14 日齢に増加した。また，新生子期 EE 曝
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露により 14日齢で黄体形成ホルモン（LH）の末梢血中濃度が増加した。しかしながら，新

生子期 EE曝露したラットにいて 14日齢で，視床下部弓状核（ARC）のキスペプチン発現量

は減少した。これら結果から，新生子期 EE曝露が性成熟期における生殖ホルモンの分泌変

化を誘起し，性成熟後に雌ラットの生殖機能の遅発変化を生じることを示した。 

 新生子期に見られた影響：雌性生殖機能への遅発効果の初期変化を，EEの新生子期曝露

1 日齢の卵巣で解析した。マイクロアレイ解析により，アポトーシスの活性化因子の一つ

である Harakiri（Hrk）が減少していた。新生子期 EE露出卵巣における遺伝子発現のリア

ルタイム PCR分析の結果，in vitroで EE曝露した卵巣における Hrk mRNAが減少した。免

疫組織化学染色により，Hrk タンパク質とカスパーゼ 3 が生後 1 日の卵巣卵母細胞に共局

在することを明らかにした。卵巣におけるアポトーシス陽性染色を示す卵母細胞の数が，

EEに曝露することにより生後 1日の対照群の卵巣に比べて少ないことを TUNEL染色により

示した。さらに新生子期に EE曝露した卵巣では 7日齢と 21日齢で卵胞形成の異常が認め

られた。Hrk発現抑制の結果，TUNEL染色陽性卵母細胞の数を減少させたと考えられた。ま

た，Hrk mRNA発現抑制が，他のエストロゲン様物質で処理された卵巣でも観察された。こ

れらの結果を併せて考え，EEは Hrkの発現抑制を介して，新生子卵巣における卵母細胞の

アポトーシスを阻害することで卵胞形成を阻害し，その結果性成熟後に生殖機能に対する

遅発影響を誘起したと結論づけた。 

 雌性生殖器への PNPの影響：ディーゼル排ガス中に存在し，エストロゲン活性を持つ PNP

の新生子暴露は，EEの新生子暴露とは異なる影響を示した。膣口開口が PNPの新生子曝露

により遅れたが，発情周期は 90日齢まで正常であった。PNPの新生子暴露群の卵巣で，21

日齢において原始卵胞及び一次卵胞の割合が増加し，胞状卵胞の比率が減少した。また，

PNP 新生子暴露群では 14 日齢に StAR，P450scc，P450c17，P450arom などのステロイド合

成酵素の発現が，対照ラットと比較して増加した。ステロイド合成酵素の遺伝子発現に対

する影響と一致して，血中エストラジオール-17βの濃度も増加した。さらに，培養下で

PNP 曝露された卵巣，及び PNP新生子暴露群の卵巣において，エストロゲン受容体（ER）

の遺伝子発現には影響しなかったが，エストロゲン受容体（ER）の遺伝子発現を抑制し

た。これらの結果は，PNP が直接発育卵巣に作用して ERの遺伝子発現を抑制し，発育過

程における卵巣ステロイド生成を傷害することで春機発動を遅延させたことを示唆した。 

 以上の結果から申請者は，EEと PNPの新生子期曝露が，それぞれ異なる作用点で生後早

期に卵胞発育とホルモン分泌に作用し，性成熟後の生殖機能に対する遅発影響を発揮する

ことを明らかにした。 

 

審 査 結 果 の 要 旨 

 

 内分泌かく乱物質の新生子曝露後による生殖器系に対する毒性作用のメカニズムはまだ

不明である。申請者は，この毒性作用のメカニズムを解明するため，モデル物質として 17

エチニルエストラジオール（EE）と 4-ニトロフェノール（PNP）を用い，新生子暴露の影

響を性成熟過程と性成熟後の雌ラットを用いて解析した。 

 第 2章 新生子の EE への暴露は性成熟後に異常な発情周期を示す(遅発影響)。正常発情

周期を示す 90日齢でも，LHサージおよび卵巣ホルモンの減少が EE投与群で認められ，黄

体形成ホルモン受容体 mRNA のレベルが卵巣で上昇していた。これらの結果は EEの新生子

期暴露が性成熟後に卵巣機能不全を誘発したと示唆した。 

 第 3章 新生子期 EE 暴露後により性成熟前の卵巣重量が減少し，卵巣の P450aromの発

現が増加し，血中エストラジオール 17βの末梢血液中濃度が増加し，黄体形成ホルモン（LH）

の末梢血中濃度が増加した。一方視床下部弓状核（ARC）のキスペプチン発現量は減少した。



 

 

 

これら結果から，新生子期 EE曝露が性成熟期に生殖ホルモンの分泌変化を誘起し，性成熟

後に雌ラットの生殖機能の遅発変化を生じることを示唆した。 

 第 4章 雌性生殖機能への遅発効果の初期変化を知るため，EEの新生子期曝露 1日齢の

卵巣のマイクロアレイ解析を行った結果，アポトーシスの活性化因子である Harakiri（Hrk）

の減少を示した。一方，アポトーシス陽性を示す卵母細胞数は減少することを示した。こ

れらの結果から EEは Hrk の発現抑制を介し，新生子卵巣の卵母細胞のアポトーシスを阻害

して卵胞形成を阻害し，遅発影響を誘起したと結論づけた。 

 第 5章 ディーゼル排ガス中に存在し，エストロゲン活性を持つ PNP の新生子暴露の影

響を EEと比較した。その結果，PNPが直接発育卵巣に作用して ERの遺伝子発現を抑制し，

発育過程における卵巣ステロイド生成を傷害することを示した。 

 上記のように申請者は，EEと PNPの新生子期曝露は，それぞれ異なる作用点で生後早期

に卵胞発育とホルモン分泌に作用し，性成熟後の生殖機能に対する遅発影響を発揮するこ

とを明らかにした。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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