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学位論文の内容の要旨 

 

 本研究では, 反芻動物である雄ヤギの消化官におけるステロイド生成機能と消化官で分

泌されるステロイドの生理作用について明らかにすることを目的とした。 

 

1．第四胃におけるステロイド生成酵素の発現とアロマターゼの局在 

 雄ヤギの主要な消化官である第四胃におけるステロイド生成酵素（P450scc, 3β-HSD, 

CYP17A1, 17β-HSD3, CYP19A1）の発現を RT-PCRにより明らかにした。空腸に 3β-HSD の発

現が認められたが, その他の消化管には, P450scc と 3β-HSD の発現は認められなかった。 

これらの結果から, ヤギの消化官ではコレステロールからのステロイド生成が出来ずエス

トロジェン(E)の生成には, 血中からの前駆ステロイドが必要であると推察された。

CYP17A1, 17β-HSD3, CYP19A1 は, 第四胃で発現が認められた。小腸では CYP17A1 と

17β-HSD3 の発現が認められた。これらの結果から, 第四胃は少量の C19 ステロイドを生

成し, アンドロジェン(A)を E に変換する可能性を示した。また, 第四胃の傍細胞に 

P450arom の発現が認められることから, 傍細胞が消化管の主要な E の分泌源であろうと

判断した。 

 

2．第四胃のステロイドホルモン分泌に及ぼす精巣摘出の効果 

 本研究において, 第四胃がステロイドホルモンの生成にコレストロールを使用できない

こと, 及び E 生成のための前駆物質として, C19 ステロイドを生成する可能性が明らかに

なったことから, 精巣摘出の効果について検討した。 精巣摘出により CYP19A1 mRNA 発現

が有意に増加した。また, 第四胃のエストラジオール(E2)含有量も精巣摘出により有意に

増加した。さらに, 第四胃の傍細胞に黄体形成ホルモン（LH）のレセプター（LHR）mRNA が
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存在する事実が明らかになった。これらの結果から, LHが腺胃におけるアロマターゼ活性

を刺激する可能性を示した。 

 

3．ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（hCG）投与がヤギ精巣のテストステロン(T)分泌及び第四

胃のアロマターゼ発現に及ぼす効果 

 雄ヤギにおける hCG 投与が第四胃の Eに及ぼす効果について検討した。hCG 投与 4日後

に, 腸管膜動脈血中T濃度の上昇が認められ, 門脈血中E2濃度は, 上昇する傾向を示した。 

CYP17A1 と CYP19A1mRNA 発現は, hCG 投与により増加した。また, CYP17A1 と CYP19A1 の

染色強度が増加した。しかし, 17β-HSD mRNA 発現レベルには, 変化が認められなかった。 

これらの結果から, E生合成に関与する酵素活性は, LH及び精巣 Tの上昇により刺激され, 

体内の Eと Aの量的バランスを維持している可能性を示した。  

 

4．雌雄ヤギ新生子の第四胃におけるアロマターゼ発現 

 雌雄ヤギ新生子の第四胃アロマターゼ発現について, 免疫組織化学により明らかにした。

出生当日に雌雄ヤギ第四胃にアロマターゼの局在が認められた。第四胃におけるアロマタ

ーゼの局在強度には, 雌雄で差が認められなかった。これらの結果から, ヤギ新生子では, 

第四胃も Eの分泌器官である事実が明らかとなった。また, これらの結果から, ヤギの消

化管では, 第四胃が E分泌の主要器官であり, 肝臓の細胞分裂などに機能を有していると

判断した。 

 

5．雄ラットの胃における局所的炎症が門脈中 E濃度に与える影響 

 雄ラットを用いて, エタノールによる胃炎と E分泌の関係について検討した。 

エタノールの経口投与は, 雄ラットの胃に胃潰瘍, 出血, 腫脹や壊死を誘発した。また, 

エタノールの経口投与により, 胃と肝臓で炎症性サイトカインである TNF-α と IL-6 mRNA 

が増加した。これらの知見から, エタノールの経口投与が胃と肝臓に急性局所性炎症を誘

発した結果であると判断した。さらに, エタノールの経口投与後に, 胃の E2含有量と門脈

血中 E2 農度が上昇した。T 濃度に変化は認められなかった。 胃組織におけるアロマター

ゼ発現を RT-PCR 法で測定した結果, エタノールの経口投与により, 有意に増加すること

を明らかにした。これらの結果は, 消化管の炎症状態では, 胃の E分泌が増加して, 細胞

増殖作用などを発揮して回復へ誘導する作用を及ぼす可能を示した。  

 

 

 本研究では, 反芻動物である雄ヤギの消化管におけるステロイド生成機能と消化管で分

泌されるステロイドの生理作用について明らかにすることを目的とした。 

1．腺胃におけるステロイド生成酵素の発現とアロマターゼの局在 

 雄ヤギの腺胃におけるステロイド生成酵素の発現を RT-PCRにより明らかにした。ヤギの

消化管でエストロジェン(E)の生成には, 血中からの前駆ステロイドが必要であると推察

した。第四胃はアンドロジェン(A)を Eに変換する可能性を示した。また,傍細胞が消化管

の主要な Eの分泌源であろうと推察した。 

2．第四胃のステロイドホルモン分泌に及ぼす精巣摘出の効果 

 精巣摘出の効果について検討した。 黄体形成ホルモン（LH）が腺胃におけるアロマター

ゼ活性を刺激する可能性を示した。 

3．ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（hCG）投与がヤギ精巣のテストステロン(T)分泌及び第四
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胃のアロマターゼ発現に及ぼす効果 

 雄ヤギにおける hCG 投与が第四胃の Eに及ぼす効果について検討した。E生合成に関与

する酵素活性は, LH及び精巣 Tの上昇により刺激され, 体内の Eと Aの量的バランスを維

持している可能性を示した。  

4．雌雄ヤギ新生子の第四胃におけるアロマターゼ発現 

 雌雄ヤギ新生子の第四胃アロマターゼ発現について, 免疫組織化学により明らかにした。

ヤギの消化管では, 第四胃が E分泌の主要器官であり, 肝臓の細胞分裂などに機能を有し

ていると推察した。 

5．雄ラットの胃における局所的炎症が門脈中 E濃度に与える影響 

 雄ラットを用いて, エタノールによる胃炎と E分泌の関係について検討した。消化管の

炎症状態では, 胃の E分泌が増加して, 細胞増殖作用などを発揮して回復へ誘導する作用

を及ぼす可能が示唆された。 

 上記のように申請者は, 反芻動物である雄ヤギの消化管におけるステロイド生成機能と

消化管で分泌されるステロイドの生理作用について明らかにした。また, ラットを用いて

消化管の病理学的状態では, 胃の E分泌が増加して, 細胞増殖作用などを発揮して回復へ

誘導する作用を及ぼす可能を示唆し, 消化管におけるステロイド生成の普遍性を示して非

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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