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学位論文の内容の要旨 

 

 ファイトステロール(PS)は植物由来の食品添加物で，コレステロール低下作用を有する

ものとして広く使われている。PS の摂取によって，総コレステロールと低密度リポタン

パク質（LDL）コレステロールの値を低下させる。本研究では，PS が副腎機能や生殖機

能，内分泌機能に与える新たな影響について雌雄のウズラを用いて，成長期と成熟後に

解析した。 

 

 成長期の雌雄のウズラで副腎機能と生殖内分泌機能に与える PS の影響を解析した。慢

性的及び急性に嗉嚢内あるいは皮下に PS 投与（8, 80, 800 mg/kg BW）を行なった。慢性

実験では，7 日齢から 50 日齢まで 1 日 1 回，嗉嚢内に投与した。４４日齢以降，半数に

は ACTH(1IU/100g BW)を毎日筋肉内投与し，投与開始後 2 日と 6 日に頸静脈より採血し

た。急性実験では，慢性実験と同様の用量の PS を皮下に投与し，3，6，24 時間後に採

血した。両実験の結果から，いずれの容量の PS 投与によっても ACTH 投与後のコルチコ

ステロンレベル(C)が PS の溶媒とした中鎖トリグリセリド(MCT)投与群及び対照群より

増加した。しかしながら，テストステロン(T)濃度と性腺重量は雌雄ともに MCT 投与群

及び対照群に比較して減少した。さらに，プロジェステロンレベル(P)も 800 mg/kg BW 慢

性投与群で減少した。しかしながら，LH 濃度は PS 投与によって雌雄ともに有意な変化

が認められなかった。結論として，PS の影響が副腎と精巣で異なる理由は，副腎ではス

テロイド生成において性腺とは異なるリポプロテイン・コレステロールを使うことによ

るのではないかと考えられた。さらに，PS は局所的に作用して T の生成，あるいは性腺

（１） 



 

 

 

 本研究では，ファイトステロール(PS)が副腎機能や生殖機能，内分泌機能に与える新た

な影響について雌雄のウズラを用いて，成長期と成熟後に解析した。 

の成熟を遅らせるかもしれないと考えられた。 

 

 成熟後の雄ウズラで，PS の性腺機能に対する直接作用と性行動に対する影響を検討し

た。精巣間質細胞を培養し，PS を 0.875 あるいは 87.5 µg/ml 作用させた。また，雄ウズ

ラに 80 あるいは 800 mg/kw の PS を 15 日齢から 100 日齢まで毎日嗉嚢内に投与した。性

成熟後５分間の性行動テスト(ワルチング, 乗駕, 交尾)に用いた。精液採取と受精率検査

も行った。雄と同日齢の雌を交配試験に用いた。結果は高用量の PS 投与により有意に性

行動が減少することを示した。さらに T レベルが高用量の PS 投与により有意に減少し, 

ライディッヒ細胞の数が減少した。しかしながら黄体形成ホルモン(LH)レベル，精液性

状には有意な変化が見られなかった。17β-HSD 遺伝子発現が減少していた。これらの結

果から, 高用量の PS 投与で T 産生が減少し，性行動が減少した。その原因としては，ラ

イディッヒ細胞の分裂，コレステロールの取り込み，17β-HSD 遺伝子発現が雄ウズラの

精巣で減少したためと考えられた。 

 

 PS 投与が視床下部・下垂体・性腺軸に影響している可能性について検討した。雄ウズ

ラに PS を投与し, 100 日齢においてニワトリ性腺刺激ホルモン放出ホルモン(cGnRH-1) 

10µg を投与した。cGnRH-1 投与前と投与 30 分後に採血した。cGnRH-1 投与により LH

と T 濃度が増加した。GnRH と性腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン GnIH の遺伝子発現が

脳及び精巣で変化した。cGnRH-1 投与は脳と精巣での GnRH 遺伝子発現に有意な変化を

生じなかった。対照的に GnIH 遺伝子発現は cGnRH-1 非投与群で有意に高かった。さら

に, 精巣でも高レベルであった。これらの結果は, 高用量の PS 投与によりコルチコステ

ロン(C)レベルや性腺での局所作用のみならず, 性腺刺激ホルモン遺伝子発現にも影響し

ていることを示唆していた。PS 投与が脳及び精巣で GnIH 遺伝子発現を促進し, GnRH 分

泌を減少させ生殖機能を低下させたと考えられた。 

 

 ウズラ卵殻中のステロイドを解析して, 胎子発育に伴う母親と胎子のステロイド産生

について検討した。放卵直後, 孵卵 15 日目と孵化後の卵殻を採取した。内容物を除去後, 

卵殻を 100 ℃で 24 時間乾燥し, 粉砕した。卵殻粉末に 80％メタノールを加え, ３０分間

撹拌して抽出した。孵卵 15 日と孵化後の卵では性腺と羽毛により性を確認した。その結

果, 卵殻中の T が放卵直後に高く, 孵卵による胎子発生の経過とともに減少した。T レベ

ルに雌雄差は無かった。対照的に, E2 は孵卵 15 日には雌で雄より有意に高く, 孵化後で

はわずかな差であった。C レベルは孵化時に雄で雌より有意に高かった。これらの結果

は卵殻がステロイドホルモンを含むこと, 胎子の発生とともにその量が変化することを

示唆した。 

 

 本研究の結論として, 高用量の PS 投与が雌雄のウズラともに繁殖機能と性的活動に影

響することを示唆した。また, 雌においては卵黄へのホルモンやコレステロールなどの生

物活性物質の蓄積に影響する可能性を示唆した。これらの卵成分の変化が子孫の生存や

発育にも影響する可能性が考えられた。 

 

 

審 査 結 果 の 要 旨 

 



 

 

 

 成長期の雌雄のウズラで副腎機能と生殖内分泌機能に与える PS の影響を解析した。慢

性的及び急性に嗉嚢内あるいは皮下に PS 投与（8, 80, 800 mg/kg BW）を行なった。その結

果, PS の影響が副腎と精巣で異なり，副腎ではステロイド生成において性腺とは異なるリ

ポプロテイン・コレステロールを使う可能性を示唆した。さらに PS は局所的に作用して

テストステロン(T)の生成，あるいは性腺の成熟を遅らせる可能性を示した。 

 成熟後の雄ウズラで，PS の性腺機能に対する直接作用と性行動に対する影響を検討した。

性腺機能に対する直接作用は精巣間質細胞を培養し検討した。雄ウズラに 80 あるいは 800 

mg/kw の PS を 15 日齢から 100 日齢まで毎日嗉嚢内に投与し, ５分間の性行動テスト(ワル

チング, 乗駕, 交尾)に用いた。精液採取と受精率検査も行った。その結果, 高用量の PS 投

与で T 産生が減少し，性行動が減少した。その原因としては，ライディッヒ細胞の分裂，

コレステロールの取り込み，17β-HSD 遺伝子発現が, 雄ウズラの精巣で減少したためと考

えた。 

 PS 投与が視床下部・下垂体・性腺軸に影響している可能性について検討した。性腺刺激

ホルモン放出ホルモン(GnRH)と性腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン(GnIH)の遺伝子発現

が脳及び精巣で変化した。高用量の PS 投与により性腺刺激ホルモン遺伝子発現にも影響

していることを示唆した。PS 投与が脳及び精巣で GnIH 遺伝子発現を促進し, GnRH 分泌を

減少させ生殖機能を低下させたと考えた。 

 ウズラ卵殻中のステロイドを解析して, 胎子発育に伴う母親と胎子のステロイド産生に

ついて検討した。卵殻がステロイドホルモンを含むこと, 胎子の発生とともにその量が変

化することを示唆した。 

 上記のように申請者は, 高用量の PS 投与が雌雄のウズラともに繁殖機能と性的活動に

影響することを示唆した。また, 雌においては卵黄へのホルモンやコレステロールなどの

生物活性物質の蓄積に影響する可能性を示唆した。これらの卵成分の変化が子孫の生存や

発育にも影響する可能性を示唆し, 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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