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1Study on gene expressions and functions of adiponectin and its receptors in bovine mammary gland
Yoshihisa Ohtani*,Akihiko Hagino, Sang-gun Roh, Kazuo Katoh
(Laboratory of Animal Physiology, Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University) (*: Meiji Feed Co. Ltd.)

１．はじめに
　脂肪組織は単なるエネルギーの貯蔵器官とし
てだけでなく、様々なサイトカイン （アディポ
サイトカイン） を分泌し、生体の機能調節にお
いて重要な役割を果たしている。これらのサイ
トカインは泌乳牛においても多くの役割を有し
ている。たとえば、TNF- α は血中 NEFA濃
度の上昇と乳タンパク質の減少および乳脂肪量
の増加とともに乳量の低下を引き起こすことが
知られている1,2）。また、分化成熟した脂肪細胞
培養上清と乳腺上皮細胞を共培養するとウシ乳
腺上皮細胞の形態形成が促進され、その促進因
子が脂肪組織から分泌されるHGFやレプチン
であることが報告されている3）。また、脂肪組
織から放出される遊離脂肪酸も乳腺上皮細胞に
おける脂肪蓄積を促進する4）。乳腺組織は妊娠、
分娩、泌乳に伴って、その形態や機能を大きく
変化させる組織である。乳腺の実質を構成する
乳腺上皮細胞は妊娠の進行とともに増殖し、泌
乳の終了に伴って退行していく。また、乳腺の
実質以外の間質の多くを占めるのが脂肪細胞で
あり、泌乳時の乳腺実質の発達に伴って徐々に
減少していく。このような事実から乳腺上皮細
胞と脂肪細胞との間には相互作用があり、乳生
産に影響を及ぼしていることが示唆されるが、
未だ不明な点が多い。
　アディポネクチンは、脂肪細胞から分泌され
るアディポサイトカインの中でも大量に分泌さ
れるサイトカインで、2種類の受容体（AdipoR1
および R2）を介して AMPKおよび PPARαを

活性化し、エネルギー代謝を調節している5,6,7）。
脂肪組織や骨格筋のようなインスリン感受性の
組織では、GLUT4によるグルコース取り込みを
促進するとともに、ACC-1の活性を抑制し脂
肪酸の β－酸化を促進する。また、肝臓では
G6P-aseを抑制し糖新生を阻害する6,8）。また、
中枢においてもAMPKの活性化を介し、摂食を
調節していることも知られている9）。この様に
アディポネクチンはエネルギー代謝に関する作
用が大きく注目され、単胃動物において様々な
役割が報告されているが、反芻動物である乳牛
においてはほとんど研究が進んでいない。
　そこで本研究では、1）ウシ乳腺組織における
アディポネクチンとアディポネクチン受容体の
発現の動態およびウシ各種組織における発現の
分布、2）ウシ乳腺上皮細胞（BMEC）における
糖、脂質代謝および細胞増殖関連の遺伝子発現
に対するアディポネクチンの役割を明らかとす
るとともに、3）異なる泌乳期および分娩前後の
乳牛での血中アディポネクチン濃度の動態を明
らかにすることを目的とした。

２．ウシ各種組織および乳腺組織におけるアディ
ポネクチンとその受容体遺伝子の発現動態

　単胃動物におけるアディポネクチンおよびア
ディポネクチン受容体に関しては多くの研究が
行われている。アディポネクチンは脂肪組織に
おいて非常に高い発現を示し10,11）、また、アディ
ポネクチン受容体は生体内の様々な組織におい
て発現し7）、グルコース取り込みや脂肪酸の酸

 ウシ乳腺におけるアディポネクチンと
その受容体の発現と機能に関する研究

大谷喜永1・萩野顕彦・盧　尚建・加藤和雄
（東北大学大学院農学研究科）（1 現：明治飼糧株式会社酪農サポートセンター）
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化、トリグリセリドの分解といったエネルギー
代謝に関する多くの作用を有していることが明
らかとなっている。しかしながら反芻動物にお
けるこれらの遺伝子発現に関する報告は少ない。
　そこで、本章では異なる泌乳期における乳腺
組織および、各種組織におけるアディポネクチ
ンとその受容体の存在と組織間での発現分布を
定量的 RT-PCRにより、また、乳腺組織中の
アディポネクチン含量を RIAを用いて検討す
ることを目的とした。
　RT-PCR法により、ホルスタイン種ウシ乳腺
組織において、アディポネクチンおよび 2種類
のアディポネクチン受容体の mRNA発現が確
認された。しかし、乳腺組織の実質部分を構成
するウシ乳腺上皮細胞（BMEC）においてはア
ディポネクチンの発現は確認できず、AdipoR1
と AdipoR2の遺伝子発現のみ確認された。乳
腺組織中のアディポネクチン発現は実質部分で

はなく、脂肪組織を主とした間質部分での発現
であることが示唆された（図 1A）。
　また、泌乳最盛期および泌乳後期のアディポ
ネクチン遺伝子発現は、未妊娠と乾乳期と比較
して有意に減少していた（図 1B）。また、
AdipoR2遺伝子発現は泌乳期によって変化しな
かったが（図 1D）、AdipoR1遺伝子発現は泌乳
最盛期で最も高く、乾乳期と比較して、有意に
上昇していた（図 1C）。
　次に、黒毛和種牛の各組織におけるアディポ
ネクチン遺伝子発現を検討したところ、皮下お
よび腎周囲脂肪での発現が他の組織と比較して
非常に高かった（図 2A）。また、AdipoR1遺伝
子発現はすべての組織で認められたものの、組
織間の差は認められなかった（図 2B）。一方、
AdipoR2遺伝子発現もすべての組織で認められ
たが、脂肪組織や肝臓において他の組織と比較
して有意に高いことが示された（図 2C）。
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図1. ウシ乳腺組織におけるアディポネクチンおよびアディポネクチン受容体の発現動態
A）RT-PCR法による BMEC(Lane 2)、乳腺組織 (Lane 3)、脂肪組織 (Lane 4) にお
けるアディポネクチン、AdipoR1、および AdipoR2の mRNA発現。B, C, D)異な
る泌乳期の乳腺組織におけるアディポネクチン (B)、AdipoR1 (C)、AdipoR2 (D) 
の発現量の変動 (NP: 未妊娠、PL: 泌乳最盛期、LL: 泌乳後期、DO: 乾乳期）。異な
るアルファベット間には有意な差があることを示す (P < 0.05)。
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図 2. ウシ各種組織におけるアディポネクチンおよびアディポネクチン受容体の発現動態
アディポネクチン (A)、AdipoR1 (B)、AdipoR2 (C) の発現量の差を示す。異なる
アルファベット間には有意な差があることを示す (P < 0.05)。
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以上の結果から、ホルスタイン種ウシ乳腺組織
においては、アディポネクチンおよびその受容
体の両方の遺伝子が発現しているものの、乳腺
実質を構成する乳腺上皮細胞ではアディポネク
チン遺伝子は発現していないことが示された。
さらに、アディポネクチンと AdipoR1遺伝子
発現は泌乳によって有意に変動することが示さ

れた。これらの結果から、アディポネクチンは
泌乳期の生理機構と関連性をもつ可能性が示唆
された。
　また、黒毛和種牛においては脂肪組織で高い
アディポネクチン遺伝子発現が確認されたが、
受容体遺伝子発現は生体内で広範囲にわたって
いることが示された。特に AdipoR2遺伝子発
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現は、脂肪組織以外に肝臓でも高かった。これ
らの傾向は単胃動物での報告と類似している7）。
　また、乳腺組織からタンパク質を抽出し、
RIAにより組織中のアディポネクチン含量を測
定した。その結果、乳腺組織中のアディポネク
チン濃度は、未妊娠や泌乳後期と比較して、泌
乳最盛期と乾乳期で有意に低下することが示さ
れた（図 3）。 組織中アディポネクチン含量の
変化が mRNAの変化と相違するのは、アディ
ポネクチンが泌乳終了を誘導することと何らか
の関連性を有しているためかもしれない。

３．ウシ乳腺上皮細胞における催乳ホルモンのアディ
ポネクチン受容体の発現調節とアディポネクチン
の遺伝子発現に及ぼす催乳ホルモンの影響

前章の結果から、ウシ乳腺組織においてアディ
ポネクチン遺伝子発現が泌乳期に減少する一方
で、アディポネクチン受容体である AdipoR1
遺伝子発現が上昇することが示された。これら
の事実は、アディポネクチンが泌乳期の乳腺上
皮細胞における関連遺伝子の発現に密接に関与

する可能性があることを示唆している。そこで
本章では、ウシ乳腺上皮細胞（BMEC）を用いて、
カゼイン発現を誘導する催乳ホルモン（デキサ
メサゾン、インスリン、およびプロラクチン） 
または GH刺激によるアディポネクチン受容体
発現への影響を検討するとともに、分化した
BMECの細胞増殖 ･生存、糖代謝および脂質
代謝関連遺伝子発現に及ぼすアディポネクチン
刺激の影響を検討した。
　初めに、BMECを様々な濃度で催乳ホルモン
および GHで 24 時間の刺激を行い、アディポ
ネクチン受容体遺伝子発現の変動を検討した。
その結果、AdipoR1遺伝子の発現量は、種々の
ホルモン刺激によっても変動しなかったのに対
し（データ未記載）、AdipoR2の発現量は、デキ
サメサゾンでは 10、100、および 500 nM刺激で、
インスリンでは 10 および 100 nM刺激で、プ
ロラクチンでは 10 および 1000 ng/mL刺激で、
GHは 10、100 および 1000 ng/mL刺激でそれ
ぞれ有意に増大した（図 4）。

$GLSRQHFWLQ

�

��

��

��

��

���

���

���

���

13 3/ // '2

$
GL
SR

QH
FW
LQ
�F
RQ

WH
QW
��Q

J�
P
J�
SU
RW
HL
Q� D

EE

D

図 3. 異なる泌乳期における組織中アディポネクチン濃度の変動
異なるアルファベット間には有意な差があることを示す(P < 0.05)。
NP;非妊娠牛 PL;泌乳最盛期  LL;泌乳後期 DO;乾乳期
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　次に、アディポネクチン刺激が BMECの代
謝および細胞増殖、生存関連遺伝子発現にどの
ような影響を及ぼすかを、BMECの分化誘導
の前後で検討した。BMECの分化誘導をカゼ
イン遺伝子発現で判断するために、コラーゲン
TypeI-Aゲル上で、かつ 10% FCS存在下にお
いて催乳ホルモン（DIP: デキサメサゾン、イン
スリン、プロラクチン）をそれぞれ 10 μg/mL
ずつ添加し、3日間培養した。その後、DIP存
在下または非存在下でglobular-Adiponectin （10 
μg/mL）で24時間刺激を行った後、Total RNAを
抽出して定量的 RT-PCR 法を用い、各遺伝子
発現量を測定した。
　分化誘導（DIP）処理は、AdipoR1遺伝子発現
量を変化させなかったが、AdipoR2遺伝子発現
量を約 1.5 倍に上昇させた（図 5）。また、アディ
ポネクチン刺激は DIPによる分化誘導の有無
に関わらず、AdipoR1および R2遺伝子発現量
を変化させなかった（データ未記載）。また、糖
の取り込みに関与する遺伝子発現については、
まず、GLUT1は DIP処理に関わらず発現量は
変化しなかった。しかしながら、GLUT8およ
び GLUT12は、DIP処理下でのアディポネク

チン刺激で有意に上昇した（図 6）。一方、DIP
処理しない場合の GLUT8は有意に減少し、
GLUT12は有意に上昇した。続いて、脂質代謝
に関する遺伝子発現については、DIP処理下で
のアディポネクチン刺激によって ACC-1、
FASNおよび SCD-1の発現は有意に上昇した 
（図 7）。しかし、これらの遺伝子の転写を調節
している PPARγ や SREBP1c遺伝子の発現は
変化しなかった（データ未記載）。また、アディ
ポネクチンは多くの細胞で細胞の増殖や生存を
調節していることが報告されている12,13,14）。DIP
処理下の乳腺上皮細胞では、アディポネクチン
刺激は、細胞の増殖を促進するとされる
cyclinD1および c-Myc遺伝子 15）発現を上昇
させたが、細胞の生存を阻害する IGFBP5遺伝
子16,17）の発現も増加させた（図 8）。
　以上の結果から、アディポネクチンが泌乳期
の糖代謝および脂質代謝に関与する可能性が示
唆された。しかし、DIP非処理下の細胞では大
きな変化は観察されなかった。その原因として、
DIP処理細胞では AdipoR2遺伝子の発現を増
大したために、アディポネクチンに対する感受
性があらかじめ促進していたと考えられる。ま
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図 4. ウシ乳腺上皮細胞のAdipoR2 遺伝子発現に対する催乳ホルモンおよびGHの影響
デキサメサゾン、インスリン、プロラクチンおよび GHで 24 時間刺激した時の
AdipoR2 mRNA発現量の変動を示す。*:P < 0.05、**:P < 0.01 (vs Control)
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図 5. ウシ乳腺上皮細胞における分化誘導 (DIP) 処理におけるア
ディポネクチン受容体遺伝子発現の変動

* : P < 0.05

図 6. ウシ乳腺上皮細胞のグルコース輸送体遺伝子発現に及ぼす
アディポネクチン (gAd) および分化誘導 (DIP) 処理の影響

* : P < 0.05

図 7. ウシ乳腺上皮細胞の脂肪酸合成酵素の遺伝子発現に及ぼす
アディポネクチン (gAd) および分化誘導 (DIP) 処理の影響

* : P < 0.05
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た、アディポネクチンは細胞増殖に関連する遺
伝子発現を増加させたが、逆に生存を阻害する
遺伝子の発現も増加させることが示された。さ
らに、アディポネクチン刺激は、ERK1/2のリ
ン酸化レベルを上昇させた（図 9）。これらの結

果は、c-Mycおよび cyclinD1遺伝子発現の上
昇がERK1/2 リン酸化レベルの上昇によるもの
であることを示唆する。しかしながら、アディ
ポネクチンは BMECの細胞数には影響を及ぼ
さなかった（図 9B）。
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図 9. ウシ乳腺上皮細胞のERK1/2 シグナル伝達および細胞増殖に及ぼすアディポネ
クチンの影響
A) Total-ERK1/2に対する Phospho-ERK1/2の割合を示す。
B) BMECの増殖に及ぼすアディポネクチンおよび分化誘導 (DIP) 処理の影響。
* : P < 0.05
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４．ホルスタイン種乳牛の血中アディポネクチン
濃度の変動

　アディポネクチンは主に脂肪組織において発
現し高濃度で血中に分泌されるが18）、反芻動物
における血中アディポネクチン濃度の動態につ
いてはほとんど報告されていない。そこで本章
では、ウシ血中アディポネクチン濃度測定系を
確立し、泌乳時期および分娩前後におけるア
ディポネクチン濃度の変動を検討した。
　供試動物としてホルスタイン種泌乳牛（n = 
26）および乾乳牛（n = 5）を用い、尾静脈より採
血し、血中アディポネクチン、成長ホルモン
（GH）、インスリン濃度をラジオイムノアッセイ（RIA）
により、また、グルコースおよび遊離脂肪酸
（NEFA）濃度を比色定量法により測定した。
　各血中パラメータと分娩後日数および乳量と
の相関を検討したところ、血中インスリン濃度
は乳量と有意な負の相関が、GHは分娩後日数
と有意な負の相関が、乳量と血中 NEFA濃度
との間には有意な正の相関が認められた。同様
に、血中NEFA濃度は分娩後日数と負の相関が、

また、乳量と正の相関が確認された。しかしな
がら、血中アディポネクチン濃度に関しては、
いずれのパラメータとも有意な相関性は認めら
れなかった（表 1）。
　次に、分娩前後の初産牛および経産牛（各 8
頭）を用いて、血中アディポネクチン、代謝性
ホルモンおよび代謝産物濃度の変動について観
察した。血中アディポネクチン濃度は分娩前後
や初産牛および経産牛を問わず変化しなかっ
た。一方で、血中インスリン濃度は初産、経産
牛ともに分娩後に低下する傾向が認められた。
また、GH濃度に関しては、分娩直後に大きな
ピークが観察された後、分娩前と比較して高く
維持される傾向が認められた。血中グルコース
濃度は分娩直後に上昇したが、その後徐々に減
少し、分娩前と比較して有意に低下していた。
また、分娩後では初産牛の方が経産牛よりもグ
ルコース濃度が高くなる傾向を示した。血中
NEFA濃度は分娩前と比較して分娩後に高い値
を示し、経産牛では初産牛と比較して分娩後に
高いことが示された（図 10）。
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表 1. ホルスタイン種泌乳牛における血中代謝性ホルモンおよび代謝産物濃度と分娩
後日数、乳量に対する相関性。
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図 10. ホルスタイン種泌乳牛の分娩前後における血中代謝性ホルモンおよび代謝産物の変動
初産牛 ( ● ) および経産牛 ( ▲ ) の分娩前後の濃度を示す
* : P < 0.05、† : P < 0.1
白ヌキの点は、分娩直前と比較し有意な変化（P < 0.05）があることを示す。
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　以上の結果から、血中のアディポネクチン濃
度は、泌乳期や分娩前後で有意な変化を示す他
の代謝性ホルモンや代謝産物濃度変化とは異な
り、変化しないことが明らかになった。

５．おわりに
　本研究では、アディポサイトカインのうちで
高濃度で血中に存在し、多くの組織でエネル
ギー代謝を調節していると考えられているア
ディポネクチンに着目し、乳牛におけるアディ
ポネクチンの役割を検討した。その結果以下の
知見を得た。
1）アディポネクチンとその受容体遺伝子発現
が乳腺組織において確認されたが、乳腺の
実質を構成する乳腺上皮細胞ではアディポ
ネクチン発現は確認されなかった。また、
アディポネクチンの発現量は泌乳期におい
てが減少する一方で、受容体の 1つである
AdipoR1発現量は上昇した。泌乳期では乳
腺組織中の脂肪細胞が減少するために、ア
ディポネクチン発現が減少したためと考え
られる。

2）ウシ乳腺上皮細胞（BMEC）では催乳ホルモ
ン刺激によって AdipoR2遺伝子の発現が上
昇したが、AdipoR1遺伝子には変化は見ら
れなかった。また、ウシ BMECへのアディ
ポネクチン刺激は、催乳ホルモン（DIP）の
存在下で、糖や脂質代謝関連遺伝子の発現
を上昇させた。この結果は、泌乳期におけ
る乳腺での糖の取り込みや脂肪の合成の上
昇機構にアディポネクチンが関与する可能
性を示唆するものである。アディポネクチ
ンは、泌乳期に脂肪組織での発現が減少す
るために、脂肪組織や骨格筋でのインスリ
ン感受性のグルコース取り込みを低下する
など、乳腺組織以外でのエネルギーの節約
に関与する。乳腺組織は他の組織で節約さ
れたグルコースや脂肪酸を積極的に取り込
んでミルク合成に利用する。泌乳期のアディ
ポネクチン発現は乳腺組織でも減少したが、

受容体の遺伝子発現が上昇することで、ア
ディポネクチンによる糖取り込みや脂肪酸
合成を相対的に活性化させる可能性がある。

3）また、血中アディポネクチン濃度が泌乳の
時期や分娩前後で変化しなかったことから、
乳腺実質と間質の間での傍分泌的な相互作
用、または受容体の発現量の変動によって
アディポネクチンの生理的作用が調節され
ている可能性が示唆された。

　泌乳初期においては GH分泌増大によって脂
肪組織での脂質分解が促進され、NEFAがエネ
ルギー源および乳脂肪の材料として乳腺へと供
給される。一方で、インスリン分泌は減少し、
脂肪組織などのインスリン感受性組織でのグル
コース取り込みを抑制し、乳腺でのグルコース
取り込みを高めている。また、アディポネクチ
ン遺伝子発現量は泌乳期で減少したが、血中レ
ベルに変化は認められなかったものの、乳腺で
の AdipoR1遺伝子発現量が増大することから、
アディポネクチンに対する感受性はむしろ上昇
すると考えられる。一方、乳腺組織における
AdipoR1遺伝子発現の増大は、催乳ホルモンや
GHによる調節ではなく、別の経路によるもの
である可能性が示唆された。脂肪細胞から分泌
されるアディポネクチンが乳腺上皮細胞に対し
て乳汁成分生合成遺伝子発現を調節するという
結果は、実質である乳腺上皮細胞と間質を構成
する脂肪細胞間の相互作用を調節する重要な因
子であることを示しており、乳腺でのエネル
ギー代謝の新規な調節機構の存在の可能性を示
唆することができた。
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シバヤギにおける成長ホルモンパルスの制御機構：
性ステロイドとNPYの関与
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１．はじめに
　成熟した雌の家畜では、エストロジェンが分
泌されて交尾や排卵がおきる卵胞期と、妊娠を
控えてプロジェステロンが盛んに分泌される黄
体期とが、数日から数週間かけて周期的に繰り
返されている。このとき生体は、内分泌環境の
著しい変化に対応してエネルギー代謝を適切な
状態に調節する必要がある。この調節機構には、
各組織の代謝を中心的に支配している成長ホル
モン（GH）の密接な関与が考えられる。本稿で
は、性ステロイドが GHの分泌動態に与える影
響を明らかにするとともに、GHのパルス状の
分泌が視床下部由来の神経ペプチド群でどの様
に形成されているのか、GHパルスの制御機構
について得られた知見を報告したい。

２．GHパルスと従来のGH分泌制御仮説
　GHは下垂体前葉から分泌されるタンパク質
ホルモンで、体成長をはじめ、タンパク質合成
およびインスリン様成長因子 I分泌の促進、脂
肪分解作用、抗インスリン作用など、タンパク
質、脂質、糖質ならびに電解質の代謝に様々な
影響を与え、末梢組織のエネルギー代謝を制御
している1,2）。この GHの生理作用の発現には、
GHのウルトラディアンリズムが影響すること
が知られている3）。例えば、GHのシグナル伝
達物質である STAT5bの発現量や肝臓のチト
クロム P450の発現量は、GHパルスに依存し
て変動する4）。また、GHをパルス状に投与さ
れた動物は、連続的に投与された動物と比べて

骨成長や体重増加が著しく引き起こされる5,6）。
この様に、GHパルスは、作用発現の多寡に密
接に関与しており、その制御機構の解明は、家
畜の肥育・繁殖戦略において有益な情報となる
と考えられる。
　GHの分泌は、他の下垂体前葉ホルモンと同
様に、下垂体門脈に投射している視床下部の神
経ペプチドによって制御されると考えられてい
る。その主な神経ペプチドは、GH放出因子で
ある GH放出ホルモン（GHRH）と、GH分泌抑
制因子であるソマトスタチン（SRIF）の 2つで、
これらの拮抗的な二重支配がGHパルスを形成
する中心的な仕組みであると考えられてきた 7-9）。
しかしその後、神経内分泌学的な研究が進むに
つれ、GHRHと SRIFのみによる制御仮説では
説明しきれない例が報告された。Frohmanら10）

は、ヒツジを用いて、下垂体門脈中の GHRH、
SRIFの濃度と、同時刻の血中 GH分泌につい
て解析した。それによると、GHパルスのピー
クと GHRHパルスのピークは 60％程度同期す
るが、SRIF濃度が最低値を示す時期とは同期
していなかった。また、サル第三脳室中の
GHRH、SRIFの濃度と血中 GH濃度との相関
について解析した実験では、GHRHもしくは
SRIFと GH分泌の間に有意な相関は認められ
なかった11）。これらの結果は、GHパルスの形
成機構が、従来考えられてきた GHRHと SRIF
の二重支配仮説によって全て説明できるもので
はなく、他の因子の関与があることを強く示唆
している。現在、新たな GH分泌調節因子とし
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て様々な神経ペプチドが研究されているが、そ
のひとつとしてニューロペプチド Y（NPY）が挙
げられる。NPYは 36アミノ酸残基からなる神
経ペプチドであり、摂食促進因子として有名で
ある12）。脳の様々な部位に広範に発現している
が、そのうち、弓状核の NPYニューロンは室
周核の SRIFニューロンへ投射しており13,14）、
NPYの下垂体門脈への放出が示唆されている15）

ことなどから、一部の NPYニューロンは直接
的にも間接的にも GH分泌調節に関与している
と考えられる。ラットでは、NPYの脳室内投
与によって GH分泌の抑制がみられ16）、逆に
NPY抗体の脳室内投与では GH分泌の促進が
観察されている17）。これらの知見は、NPYが
GH分泌の抑制因子である可能性を示している
ものの、NPYが GHウルトラディアンリズムに
及ぼす影響は解明されていない。
　そこで筆者らは、長時間に及ぶ連続採血が可
能なシバヤギを用いて18-20）、GHパルスを介し
た末梢のエネルギー代謝制御機構について調べ
た。成熟雌ヤギの性周期における GH分泌動態
について観察した後、卵巣摘除（OVX）ヤギに
エストラジオールあるいはプロジェステロンを
投与し、性ステロイドの GH分泌動態に対する
影響を検討した。次に、第三脳室からの CSF
連続採取法をもちいて、末梢血中の GHパルス
とともに神経ペプチドの動態を観察し、GHパ
ルスの発生機構について詳しく検討した。最後
に、NPYの脳室内連続投与中に GHセクレタ
ゴーグ（GHS）による GH分泌刺激を行い、
NPY暴露による GH分泌への影響について検
討した。

３．雌ヤギのGHパルス
　これまで実験に用いられてきたラットやヒツ
ジの雌における GH分泌は、高い基底値ととも
に不規則で不明瞭な分泌パターンがみられるた
め22）、パルスの同定・解析が大変困難であった。
本研究では、2－ 4歳齢の成熟雌シバヤギおよ
び OVXヤギを用いて、雌シバヤギの性周期に

伴う GH分泌動態について検討した。動物は動
物飼育室内のスタンチョンに繋留し、光条件明
期 12 時間、暗期 12 時間（0600－1800 時点灯）
の条件下で飼育した。性周期を観察し、初期黄
体期（発情から 1日～ 8日）、後期黄体期（発情
から 9日～ 18 日）、発情期（前回発情から 19
日～ 21 日）の 0600 時より 15 分毎に 24 時間に
わたって血漿を採取した。血漿中 GH濃度は、
甫立孝一博士（北里大学）から譲渡された抗ウ
シ GH抗体を用いた二抗体法によるラジオイム
ノアッセイ（RIA）にて測定した。その結果、雌
シバヤギの GH分泌動態は、明瞭な振幅をもつ
パルス状分泌と測定限界付近の低い基底値とを
周期的に繰り返す、規則的な分泌形態が観察さ
れた（図 1）22）。雌性動物でこの様な明確な GH
パルスが観察される例はめずらしく、シバヤギ
が雌性動物における GHパルスの研究を行うの
に有用な実験モデルであることが示された。
　ヒト23）やヒツジ24）では、GHの平均血中濃度
は卵胞期に上昇することが報告されているが、
GHパルスの不規則性により、詳細な知見は得
られていない。また、ラットでは、性周期にお
ける内在性 GHの分泌動態に明確な変化は報告
されていない25）。これに対し、本研究では、シ
バヤギの 28日の性周期を各 4－8日間の 3つの
ステージに分けることで、パルス動態の差異の
観察に成功した。すなわち、（１）初期黄体期で
みられる、OVXヤギの GHパルスに近似した、
1日に約 4回、振幅約 30ng/mlの規則的な GH
パルス、（２）後期黄体期でみられる、GH平均
濃度が減退し、1日に約 2回、約 15ng/mlの低
い振幅で不規則に乱れた GHパルス、（３）卵
胞期でみられる、GH平均血中濃度が増大し、
1日に約 6回、振幅約 60ng/mlの大きな GHパ
ルス、である。生体は、こうした GH分泌動態
の変化によって、その生理作用発現の多寡を調
節し、それぞれの時期に適したエネルギー代謝
バランスを喚起しているのかもしれない。
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４．雌性性ステロイドがGHパルスに及ぼす影響
　ラットでは、エストラジオールの投与によっ
て OVXラットでも精巣摘除（Cast）ラットでも
GHの分泌動態は持続的な分泌パターンに変化
する26）。しかし、エストラジオールが GHのウ
ルトラディアンリズムを持続型パターンに変化
させるのはむしろラットで種特異的にみられる
変化で、ヒツジ27）、ウシ28）などの他の動物種で
は、エストラジオールの投与で GHパルスに明
瞭な変化はなく、GH平均血中濃度を亢進させ
るという報告がある。本研究では、OVXヤギ

5頭を供試して、エストラジオールの投与がシ
バヤギの GHパルスに及ぼす影響を調べた。エ
ストラジオールをゴマ油に溶解し、エストラジ
オール 1mg/Headを皮下投与した。皮下投与は
1200 時に行い、皮下投与前 6時間、投与後 18
時間の計 24 時間（0600－翌 0600 時）にわたり
15 分毎の連続採血を行って、得られた血漿中
の GH濃度を RIAにて測定した。その結果、
OVXヤギへのエストラジオールの投与によっ
て、GHパルス振幅の著しい亢進がみとめられ
た（図 2）。以上より、ヤギにおいてエストロジェ

図1．OVXおよび雌ヤギにおけるGH分泌動態
A）OVX、初期黄体期（EL）、後期黄体期（LL）、卵胞期（FO）の24時間にわたるGH分泌
動態の代表例を示した。逆三角形はパルス解析によって同定されたパルスピークを示す。

B）各群 5例の平均値＋標準誤差を示した。異なる文字は Tukey-Kramer検定により
有意差がみとめられたことを示す（P<0.05）。
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ンは GHパルスを増大させる作用をもち、この
作用が雌ヤギ性周期中の卵胞期にみられる高い
パルス振幅をもつ GH分泌動態を形成している
ことが示唆された。エストロジェン受容体は脳
内には広く分布しているが29）、ソマトトロフで
は発現していないか、あっても希少なため30）、
GHパルスを亢進させるエストロジェンの作用
点は主に視床下部であると考えられる。ラット
では、GHRHニューロンはエストロジェン受
容体を発現しており、こうしたエストロジェン

の影響が GHRHニューロンに直接的に作用し
て生じると考えられている31）。一方、SRIFニュー
ロンは、エストロジェンによって放出能が上昇
するとされているにもかかわらず、室周核の
SRIFニューロンにはエストロジェン受容体は
存在しない32,33）。エストロジェンの SRIFニュー
ロンに対する効果は別の細胞を介した間接的な
ものであると考えられてきた。しかし、最近に
なって、ヒツジでは室周核にエストロジェン受
容体をもつSRIFニューロンの存在が確認され34）、

図2．エストラジオール皮下投与時のGH分泌動態
A）エストラジオール投与前 6 時間から投与後 18 時間までのOVXヤギのGH分泌動態の代表例を示した。エスト

ラジオールは矢印の時間に1 mg皮下投与した。逆三角形はパルス解析によって同定されたパルスピークを示す。
B）各群5例の平均値＋標準誤差を示した。Preはエストラジオール投与 6時間前から投与まで、0-6はエストラジ

オール投与後 0から6時間、6-12はエストラジオール投与後 6から12時間、12-18はエストラジオール投与後
12から18時間を表す。アスタリスクは Preに比べて有意差がみとめられたことを示す（P<0.05）。
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エストラジオールによって活性化することか
ら、GH分泌に直接的な関連性をもつ可能性も
考えられる。
　プロジェステロン投与の GH分泌に対する影
響の報告例は希少で、エストロジェンに関する
研究ほど熱心には行われていないが、無月経症
ヒトやイヌなどで、プロジェステロン製剤
（Medroxy-progesterone acetate）の投与が GHパ
ルスの振幅を抑制するという報告がある35）。本
研究では、OVXヤギ 5頭を用いて、プロジェ
ステロンの GH分泌動態に対する効果を検討し
た。プロジェステロン留置の方法は、Okadaら
の報告に準じて行った36）。OVXヤギへの 5日

間のプロジェステロン留置によって、GHパル
ス振幅の有意な低下がみられた（図 3）。これに
より、ヤギにおいてプロジェステロンは GHパ
ルスを減少させる作用をもち、この作用が雌ヤ
ギ性周期中の後期黄体期にみられる低いパルス
振幅をもつ GH分泌動態を形成していることが
示唆された。プロジェステロン受容体はソマト
トロフ37）、GHRHニューロン38）、室周核の
SRIFニューロン39）には発現していないことが
報告されていることから、プロジェステロンの
影響は別のニューロンを介したものか、末梢の何
らかの因子の変動による二次的な作用によりGH
パルスの抑制がおきているものと考えられる。

図3．プロジェステロン留置時のGH分泌動態
A）コレステロールを留置したOVXヤギ（Chol）、プロジェステロンを留置したOVXヤギ（P）のGH
分泌動態の代表例を示した。逆三角形はパルス解析によって同定されたパルスピークを示す。

B）各群 5例の平均値＋標準誤差を示した。アスタリスクは Cholに比べて有意差が
みとめられたことを示す（P<0.05）。

５．性周期におけるGHパルスの生物学的意義
　種において妊娠・出産は雌性動物の最も重要
な役割である一方、その個体自身にとっては大
きな負荷となっている。性周期ではその前段階
として、個体のエネルギー代謝を適切に保持し
ておく必要がある。GHはタンパク同化作用や
脂肪分解作用など、末梢エネルギー代謝を制御
する最も主要なホルモンのひとつであるから、
その分泌動態は性周期の各時期に応じて適切に
変化しているはずである。本研究によって、

GHパルスはプロジェステロンにより抑制され、
エストロジェンにより亢進されることが明らか
となった。初期黄体期は、発情を終えて、性ス
テロイドの濃度は低く保たれている時期であ
る。そのため、この時期の GHパルスは OVX
と同様の安定したパルスを有しており、その個
体が健常な状態を保つための基礎的な代謝制御
が行われていると考えられる。これに対し、後
期黄体期は、個体自身にとっては栄養的に大き
な利他的現象となる妊娠の準備期間に相当する
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と考えられる。したがって、後期黄体期に GH
パルスが減少してエネルギーを貯蓄するバラン
スになることは、安定した妊娠を成立させるの
に役立つと考えられる。一方、卵胞期の雌は、
卵胞の発育と排卵が引き起こされるとともに、
交尾行動を行う発情期とも重なる。そのため、
GHパルスが亢進され、エネルギー消費量をあ
げて代謝・行動を活性化させることは、大変合
目的的であると考えられる。加えて、ヒツジで
は排卵を惹起するLHサージに先がけて、GHの
サージ状分泌がおこることが報告されており40）、
GH が 卵 の 成 熟 や 排 卵 を 惹 起 す る co-
gonadotoropinとしての役割も提唱されている41,42）。
以上の知見より、雌性動物は性周期に伴い変動
する性ステロイドによって、GHパルスの頻度
や振幅を抑制・亢進させ、末梢エネルギー代謝
のバランスや生殖器官の分化・増殖を調節して
いると考えられる。

６．GHRH、SRIFの分泌動態とGHパルス
　次に、GHの分泌を制御する上位機関である、
視床下部ホルモンがどのようなシステムで GH
パルスを形成しているのかについて検討した。
前述の通り、従来の GH分泌制御機構の仮説で
は、GHRHの GH分泌亢進作用によって GH
のパルス状放出が形成され、SRIFの GH分泌
抑制作用によって GHの低い基底値が維持され
るとされてきた7）。しかし、ヒツジ10）、サル11）

で報告されている第三脳室内の CSF中の
GHRH、SRIF濃度の変動は、約 1時間に 1回
のパルス状分泌であり、必ずしも GHパルスと
一対一対応するものではなく、従来の GH分泌
制御機構の仮説を明確に支持するものではな
かった。
　本研究では、第三脳室に 18Gの金属カニュー
レを留置し、脳脊髄液（CSF）を連続的に採材す
ることで、神経ペプチドの濃度変化を経時的に観
察した。第三脳室カニューレ留置術はMogiらに

よって報告されている手技に準じて行った19,20）。
麻酔したシバヤギを脳定位固定装置に繋ぎ、脳
地図をもとに側脳室内へ造影剤を投与して、第
三脳室を確認した。この X線像をもとにして正
中線上から第三脳室内へ、スタイレット付きの
18Gカニューレを挿入した。カニューレ留置の
成功は、X線像、およびスタイレットを抜いた
ときに CSFが自発的に溢れてくるかによって
確認した。GHRH、SRIFの濃度はそれぞれ
RIA法を用いて測定し、ULTRAアルゴリズム
を用いてパルス解析を行った。その結果、OVX
ヤギにおいて、CSF中 GHRHは約 1.3 時間に 1
回の規則性をもった分泌動態を示し、GHRHパ
ルスに同期したGHパルスが 80％以上みとめら
れた（図 4、表１）43）。ただしGH分泌との間に相互
相関性はみられず、GHパルスに同期したGHRH
パルスは有意なものではなかった（図 4）43）。すな
わち、GHパルスは GHRHが発生したときに
生じやすいが、GHRHパルスが発生したからと
いって必ずしも GHパルスは生じないことが明
らかとなった。これは GHRHが GHのパルス
発生を積極的に促進する因子であることを示す
とともに、GHRHのみではない、他の因子によ
る GHパルス制御の可能性も示唆している。
SRIF濃度は 1.8 時間に 1 回という、GHRHと
は異なる周期性をもった分泌動態を示し、パル
ス状の分泌というより、パルス状の分泌低下が
観察された。そこで、SRIFは減少期のピークを
「SRIFトラフ」としてパルス解析を行った。し
かし、SRIFの分泌動態は GHと相関性はなく、
SRIFトラフは GHパルスや GHRHパルスと同
期していなかった（図 4、表 1）43）。以上より、
SRIFは、独自の周期性をもった増減を繰り返
しており、少なくとも GHパルスの発生リズム
の制御に大きな役割を果たしていないことが示
された。これらの知見は、GHパルスの形成機
構に、GHRH・SRIF以外の因子の関与がある
ことを示唆している。
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図3．プロジェステロン留置時のGH分泌動態
A）コレステロールを留置したOVXヤギ（Chol）、プロジェステロンを留置したOVXヤギ（P）のGH
分泌動態の代表例を示した。逆三角形はパルス解析によって同定されたパルスピークを示す。

B）各群 5例の平均値＋標準誤差を示した。アスタリスクは Cholに比べて有意差が
みとめられたことを示す（P<0.05）。

７．NPYの分泌動態とGHパルス
　GHRH・SRIF以外の因子として、本研究では
NPYに着目した。GHRH、SRIFを測定した CSF
を用いて、同様の手技にてNPYの測定、解析を
行った。その結果、約 2.03 時間に1回の、周期
性の分泌減少を呈していることが明らかになっ
た。GHとNPYの相関関係は、NPYが 0～30分
先行して有意な負の相関がみとめられた（図4）43）。
NPYトラフとGHパルスとの同期性も、NPYト
ラフに同期したGHパルスの割合が 90％以上と

非常に高く、特に NPYトラフが GHパルスを0
～ 30分先行した状態で有意な同期がみとめられ
た（表 2）。以上の結果より、NPYトラフは GH
パルスとほぼ同頻度のパルスを刻んでおり、NPY
の減少後 30分以内に高頻度でGHパルスが生じ
ることが明らかになった。NPYはこれまでもGH
分泌の抑制因子としての役割や16,17）、GHのネガ
ティブフィードバックへの関与44,45）が示唆されてい
たが、本研究結果はNPYとGHのウルトラディア
ンリズムにおける関係を初めて実証したといえる。
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８．NPYのGHパルス抑制作用
　NPYと GHとの相関関係が単なる相関では
なく、相互作用を有するものであることを明ら
かにするために、NPY脳内投与中の GH放出
刺激に対する反応性について検討した。これま
でも NPYによる GHフィードバック機構の存
在は示唆されてきたが42）、NPY投与実験によ
る GH分泌への作用は、促進と抑制の両方が報
告されてきた16,46）。本研究では、NPYを第三脳
室内へ連続注入したうえで薬理学的な GH放出
刺激を加え、GHパルスを観察した。NPY溶液
100 μg/2mlを、シリンジポンプを用いて 2時間
かけて第三脳室に連続注入した。注入開始より
１時間後、GHSの一種である KP102生理的食
塩水溶液を 5μg/kgBWで静脈内注射した。血
液採取は、静脈内投与前 6時間、投与後 6時間
の計 12時間にわたって行った。その結果、静脈
内に投与した KP102の GH分泌促進作用は、
NPYの連続注入により激しく抑制された（図5）43）。
KP102は GHS受容体のアゴニストであり47）、
GHS受容体は下垂体や GHRHニューロン、弓
状核の NPYニューロンに多く分布している48）。
視床下部付近の脳血液関門はペプチドの脳内移
行を厳密に遮断するものではないので、KP102
による GH放出作用は神経ペプチドを介した間
接的な作用も否定できないが、少なくとも CSF
中の NPYはただ無意味に GHと逆相関してい
るわけではなく、GH分泌に抑制的に関与して
いることが示唆された。

９．さいごに
　以上、本研究の成果によって、雌シバヤギの
GHパルスは後期黄体期に抑制・不規則化され、
卵胞期に亢進・高頻度化する、性周期変動をも
つことが明らかになった。さらに、性ステロイ
ドの投与実験によって、性ステロイドが GHパ
ルスパターンに影響を与えていることが示され
た。雌性動物は、性周期に伴い変動する性ステ
ロイドによって、GHパルスの頻度や振幅を抑
制・亢進させて、タンパク同化・脂肪分解等の
エネルギー消費等を制御していると考えられた。
　本研究ではさらに、こうした GHパルスの形
成を直接的に司る視床下部ペプチド群の分泌動
態を詳しく調べた。ヤギにおけるGHパルスは、
GHRHパルスの存在下で引き起こされること、
SRIFの分泌動態は GHのパルスと明確な相関
をもたないこと、NPY分泌は約 2.03 時間の周
期性をもち、0 ～ 30 分先行して GH分泌と逆
相関することが示された。さらにNPY投与中
の GH分泌刺激に対する反応性を検討すること
によって、NPYは GHと単なる相関を持つだ
けでなく、GH放出を抑制する作用があること
も示された。これらの結果より、NPYも GH
分泌を抑制性に制御しており、GHパルスは、
GHRHによる分泌促進作用、SRIFによる分泌
抑制作用だけでなく、NPYの抑制性作用に影
響を受けて形成されることが明らかになった。
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泌との関連が予想された。実際に、グレリンレ
セプター（GHS-R）は膵ランゲルハンス島 B細
胞に存在するが11）、単胃動物においては、イン
スリン分泌に対するグレリンの作用について相
反する報告が行われている。すなわち、グレリ
ンはインスリン分泌を刺激するという報告があ
る一方で8,9）、 グルコース依存性インスリン分泌
をグレリンが抑制するという報告もある12,13）。
しかしながら、インスリン分泌に対するこれら
グレリンの相反する作用について、その詳しい
機序は明らかにされていない。
　牛や羊などの反芻動物は単胃動物とは異なっ
た栄養素代謝と消化器管構造を有しているが、
反芻家畜においても血中グレリン濃度の変化は
採食行動と連動している。血中グレリン濃度の 
給餌前の上昇と給餌後の低下は反芻動物でも観
察されている6）。ヤギにおいて、グレリンは
GH分泌を刺激する4）。 これらの報告は、グレ
リンが、単胃動物同様、反芻動物のエネルギー
代謝、すなわち GH分泌とインスリン分泌に関
与する可能性を示唆する。
　しかしながら、グレリンのエネルギー代謝に
関する知見は反芻動物では少ない。そこで本研
究では、メン羊を用いて、先ずインスリン分泌
に対するグレリン作用を検討した。次にそれら
の作用が採食状態の相違によって変化するかど
うかを検討した。さらに、グレリンによる GH
分泌刺激についても採食状態の影響を検討した。

1.　はじめに
　グレリンは、胃から分泌される成長ホルモン
分泌促進因子受容体（GHS-R）の天然リガンド
である1）。 GHS-Rsとしては、機能的受容体で
あるタイプ 1a、および非機能的受容体として
のタイプ 1bが存在している。グレリンは、成
長ホルモン（GH）分泌と摂食調節、さらにイン
スリン分泌に重要な役割を果たす事が明らかと
なっている。　特に、グレリンによる GH分泌
促進は 視床下部の成長ホルモン放出ホルモン 
（GHRH）とは異なるメカニズムを有する。した
がって、下垂体からの GH分泌は、視床下部の
GHRHとグレリンによる複合的調節を受けて
いるといえる。
　血中グレリンの食前の上昇と食後の低下はヒ
トと反芻動物で観察されている2－4）。また、絶
食することによって、グレリン発現と血中グレ
リン濃度は増加する5,6）。 対照的に、グルコー
スの経口または静脈内投与は血中グレリン濃度
を減少させる7）。また、GHS受容体へのグレリ
ンの結合は、成長ホルモンの分泌を刺激するだ
けではなく、胃酸分泌を刺激し、糖質代謝と脂
質代謝に影響する8,9）。 ラットにおいて、高脂
肪食は血中グレリン濃度を減少させ、低タンパ
ク食は血中グレリン濃度を増加させる8）。 一方
で、水分摂取は血中グレリン濃度を変化させな
い10）。これらの報告は、エネルギー代謝調節に
おいて、グレリンが栄養状態に応じた役割を果
たすことを物語っている。さらに、血中グレリ
ン濃度変化は採食行動と連動することから、糖
代謝に関与するインスリンの分泌とグレリン分

メン羊におけるグレリン作用に対する採食状態の効果

高橋秀之1・黒瀬陽平2・東　善行2・小林茂樹2

1東北大学大学院農学研究科・2北里大学獣医学部
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2.　給餌 3時間後におけるグレリン投与がイン
スリン分泌に及ぼす影響（実験１）

　自由採食条件下ラットにおいて、グレリンは
インスリン分泌を促進する8）。一方で、絶食期
のヒトおよびマウスにおいて、グレリンはイン
スリン分泌を抑制する12,14）。これらは、単胃動
物において、グレリンがインスン分泌に影響を
及ぼすことを示唆する。しかしながら、反芻動
物においてグレリンがインスリン分泌に及ぼす
影響についての詳細は明らかとなっていない。
我々が行った実験で、メン羊においてグレリン
とインスリン分泌は採食により相反する分泌動

態を示すことが明らかとなったことから、反芻
動物においても単胃動物同様に、グレリンがイ
ンスリン分泌に影響を及ぼすことが考えられた
が、詳細は不明であった。
　そこで、血中グレリン濃度の低い給餌 3時間
後の時間帯において、グレリンを連続与するこ
とにより生理的レベルの血中グレリン濃度を維
持し、グルコース負荷に対よるインスリン分泌
反応に及ぼすグレリン投与の影響をグルコース
クランプ（HGC法）により検討した。供試動物
として、去勢雄メン羊（69.8± 0.6 kg）4 頭を用
いた。飼料として維持要求量のアルファルファ
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Figure 1. Glucose and ghrelin infusion. Average glucose (A) and ghrelin (B) plasma concentrations in four 
sheep continuously receiving saline (control), low level of ghrelin (G1, 0.025 µg/kgBW/min), 
and high level of ghrelin (G2, 0.05 µg/kgBW/min) during the hyperglycemic clamp. Values are 
means ± SEM(n=4). ** p<0.01 vs. control; † p<0.05 vs. G1; †† p<0.01 vs. G1.
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ヘイキューブを毎日定時に給与した。グレリン
投与区として、注入速度 0.025μg/kgBW/minの
G1区、および 0.05μg/kgBW/minの G2区を設
定した。グルコース溶液を可変的に投与するこ
とによりグルコース投与開始後 60 分から 180
分まで目標血糖値（基礎血糖値＋ 100mg/dl）を
維持した（Fig.1A）。採血は、グルコースおよび
グレリン投与開始 30 分前から 180 分後まで 10
間隔で行った。血漿中グレリン、GH、インス
リン濃度は時間分解蛍光免疫測定法を用いて測
定し、血糖値はグルコースアナライザーを用い
て測定した。血漿グレリン濃度は、グレリン用

量依存的に高値を示した（Fig.1B）。血漿 GH濃
度は、グレリン投与後 10 分から 60 分まで濃度
依存的に上昇した（Fig.2A）。また、血漿インス
リン濃度は、グレリン投与区で、両注入速度区
ともに対照区に比べ有意に（P<0.01）高い値を
示したが、両グレリン投与区間では差は見られ
なかった（Fig.2B）。これらのことから、給餌３
時間後において、グレリンはインスリン分泌を
促進することが示唆された。また、メン羊にお
いて、グレリンは GH分泌を促進することが確
認できた。
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Figure 2. Average GH (A) and insulin (B) plasma concentrations in four sheep continuously receiving saline 
(control), low level of ghrelin (G1, 0.025 µg/kgBW/min), and high level of ghrelin (G2, 0.05 
µg/kgBW/min) during the hyperglycemic clamp. Values are means ±SEM(n=4). * p<0.05 vs. 
control; ** p<0.01 vs. control; † p<0.05 vs. G1; †† p<0.01 vs. G1.
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3.　異なる採食状態におけるグレリンのインス
リン分泌に及ぼす影響（実験２）

　血中グレリン濃度は栄養状態の影響を受け
る。血中グレリン濃度は、絶食で増加し給餌後
減少する2,7,15）。したがって、グレリン分泌は、
ネガティブなエネルギーバランスで増加し、ポ
ジティブなエネルギーバランスで減少する事が
考えられる。これらのことから，血中グレリン
濃度が低くなる給飼後に、内因性のグレリンが
インスリン分泌を促進しているとは考えにく
い。しかしながら、実験１では、グレリン濃度
の低い給飼 3時間後にグレリンを外因性に投与
すると，グルコース依存性のインスリン分泌が
促進された。
　そこで、インスリン分泌に対する内因性グレ
リンの作用を、絶食および給餌後の異なる生理
状態において検討することにした。まず、血中

グレリン濃度の高い絶食期に、グレリン 1a受
容体（GHS-R1a）遮断薬 D-Lys3-GHRP-6を投与
し、インスリン分泌反応を HGC法により検討
した。次に、給餌後にグルコースを連続投与し
ながら、グレリンとグレリン 1a受容体遮断薬
を同時に投与し、インスリン分泌に及ぼすグレ
リンの作用を検討した。供試動物として、去勢
雄メン羊（51.4± 0.3kg）4 頭を用いた。絶食期
として、血中グレリン濃度の高くなる給餌後 48
時間から 53 時間後までの時間帯に HGCにより
目標血糖値（基礎血糖値＋ 100mg/dl）を維持し
た（Fig.3A, Fig.5A）。体重１キログラム当たり
70nmolのグレリン 1a 受容体遮断薬を、０分か
ら 120 分まで、1時間間隔で 3回に分けて投与
した。給餌後として、血中グレリン濃度の低く
なる給餌後 3時間から 8時間まで HGCならび
にグレリン投与を行った。実験区として、生理
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Figure 3. Average glucose (A), ghrelin (B), and GH (C) plasma concentrations in fasted 
sheep receiving saline (Control) or D-lys3-GHRP-6 (Antagonist, total dose of 70 
nmol/kg body weight) every 60 min during the fi rst half of hyperglycemic clamp. 
Values are means ±SEM(n=4).
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食塩水投与（対照）区、グレリン投与区、グレ
リン＋グレリン 1a受容体遮断薬投与区の 3区
を設けた。グレリン投与区およびグレリン＋グ
レリン 1a受容体遮断薬投与区では、注入速度
0.04μg/kgBW/minでグレリンを連続的に投与し
た。また、グレリン受容体遮断薬投与区では、
体重１キログラム当たり 70nmolを、０分から
120分まで、1時間間隔で3回に分けて投与した。
採血はグルコースおよびグレリン投与開始 30
分前から 300 分後まで 10 間隔で行った。血漿
中グレリン、GH、インスリン濃度は時間分解
蛍光免疫測定法を用いて測定し、血糖値はグル
コースアナライザーを用いて測定した。絶食期
において、グレリン 1a受容体遮断薬投与にお
ける血漿グレリンおよび GH濃度は、対照区と
比較し有意な差は見られなかった（Fig.3B, 
Fig.3C）。血漿インスリン濃度はグレリン 1a 受

容体遮断薬投与後 190 分から 300 分まで有意
（p<0.05）に促進された（Fig.4）。給餌後では、
グレリン投与により血漿 GH濃度は有意に
（P<0.05）上昇したが、グレリンとグレリン 1a
受容体遮断薬の同時投与区においては、GHの
上昇が抑制された（Fig.5C）。血漿インスリン濃
度は、グレリン投与後有意（p<0.05）に上昇した
（Fig.5D）。また、グレリンと同時にグレリン 1a
受容体遮断薬を投与した結果、インスリン分泌
反応が抑制された（Fig.5D）。以上の結果から、
グレリンは、絶食時にはインスリン分泌を抑制
し、給餌後にはインスリン分泌を促進すること
が示された。また、いずれのグレリン作用もグ
レリン 1a受容体を介したものであることが示
された。
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Figure 4. Average insulin plasma concentrations in fasted sheep receiving saline (Control) 
or D-lys3-GHRP-6 (Antagonist, total dose of 70 nmol/kg body weight) every 60 
min during the fi rst half of hyperglycemic clamp. Values are means ±SEM(n=4). 
** p<0.01 vs. control
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Figure 5. Average glucose (A), ghrelin (B), and GH (C) insulin (D) plasma concentrations in 
meal-fed sheep continuously receiving saline (Control) or ghrelin (Ghrelin, 0.04 µg/
kg body weight/min) during hyperglycemic clamp. Saline vehicle or D-lys3-GHRP-6 
(Antagonist, total dose of 70 nmol/kg body weight) was administered every 60 min 
during the fi rst half of hyperglycemic clamp. Values are means ±SEM(n=4). * p<0.05 
vs. Control; ** p<0.01 vs. Control; † p<0.05 vs. Ghrelin; †† p<0.01 vs. Ghrelin.
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Figure 6. Plasma ghrelin concentrations in meal-deprived (Fasting) and meal-fed (Satiety) sheep 
intravenously receiving saline, 3.3µg/kgBW of synthetic ovine ghrelin, and 6.6µg/
kgBW of ghrelin at time 0 (indicated with arrow). Values are means ±SEM(n=4). * 
p<0.05, ** p<0.01 in Fasting vs. Satiety at each time point.
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4.　異なる採食状態におけるグレリンのGH分
泌に及ぼす影響 （実験３）

　GHは、成長ホルモン放出ホルモン（GHRH） 
によって分泌が促進される16,17）。また、グレリ
ンは GHRHとは別の経路によって GH分泌を
促進する1）。実験２において、絶食期にグレリ
ンの作用を遮断したにもかかわらず、GH分泌
に変化は無かった。一方、給餌後では、グレリ
ン投与による GH分泌の上昇が確認され、さら
に、受容体遮断薬とグレリンを同時に投与する
と GH分泌の上昇は消失した。これらのことか
ら、グレリンの GH分泌に対する作用は，イン
スリン分泌に対する作用と同様に，採食状態で
異なる可能性が考えられた。
成長ホルモン放出ホルモン（GHRH）に対する
GH分泌反応は給餌後に抑えられ16）17）、絶食で
は GHRHに対する感受性が増加する18）。
しかしながら、エネルギー状態に応じて GH分
泌の反応性を調節する要因については明らかと
なっていない。グレリンは、成長ホルモン（GH）
分泌を刺激するために、脳下垂体と視床下部で
成長ホルモン分泌促進物質受容体（GHS-R）に
作用する内因性のペプチドである1,19）。反芻動
物においても、グレリンはGH分泌を刺激する20,21）。
成長ホルモン放出ペプチド－6（GHRP-6）
（GHS-Rアゴニスト） は、ソマトトロピン産生
細胞の反応性を高める。 グレリンと GHRHの
同時投与における GH分泌反応は GHRH単独
投与より強いことが報告されている22）。これら
の報告は、グレリンが反芻動物で GHRHに対
するソマトトロピン産生細胞の反応性を改善す
る事を示す。
　ヒトやメン羊において、血中グレリン濃度は
絶食により上昇し、給餌によって減少する6,15）。
また、グレリンは、GHRHと相加的に GH分
泌を促進する23,24）。したがって、グレリンの
GH分泌作用が採食状態の影響を受けるのであ
れば、グレリンと GHRHの相加作用も影響を

受けると考えた。そこで、本実験では、異なる
採食状態におけるグレリンの GH分泌に及ぼす
影響について検討した。 　　　　　　　
供試動物として、去勢雄メン羊（57.7± 0.7kg）
4 頭を用いた。グレリン投与区として、3.3μg/
kgBWと 6.6μg/kgBWの 2区を絶食期および給
餌後に設定した。また、それぞれの採食条件下
において、0.25μg/kgBWの GHRHを投与する
GHRH投与区、さらにグレリン（3.3μg/kgBW
および 6.6μg/kgBW）を GHRHと同時投与する
区を設定した。絶食期では、血中グレリン濃度
の高い給餌 48 時間後および試薬投与時を 0分
とし、給餌後では、血中グレリン濃度の低い給
餌 3時間後および試薬投与時を 0分とし、120
分まで 10 間隔で採血を行った。血漿中グレリ
ン、GH、濃度は時間分解蛍光免疫測定法を用
いて測定した。
　血漿グレリン濃度はグレリン投与後 10 分で
上昇したが、採食状態による違いは見られな
かった（Fig.6）。血漿 GH濃度は絶食期および
給餌後共、グレリン投与後 10 分で増加した 
（Fig.7）。しかしながら、GH分泌反応は絶食期
と比較して給餌後の方が有意に（p<0.05）高かっ
た（Fig.7）。GHRH投与区における血漿 GH濃
度は GHRH投与後 10 分で上昇したが、採食状
態による違いは見られなかった（Fig.8）。グレリ
ン＋ GHRH投与区の GH分泌促進作用は、給
餌後では絶食期と比較して有意（p<0.05）に大
きくなった（Fig.8）。GH分泌の時間曲線下面積 
（AUC）においては、絶食期ではグレリンと GHRH
による相加的な GH分泌は見られなかったが、
給餌後ではグレリンと GHRHによる相加的な
GH分泌促進作用が見られた（Fig.9）。これらの
ことから、グレリンによる GH分泌作用は採食
状態によってその反応性が異なり、さらに、グ
レリンと GHRHの相加作用も異なることが示
唆された。
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Figure 7. Plasma GH concentrations in meal-deprived (Fasting) and meal-fed (Satiety) sheep 
intravenously receiving saline, 3.3µg/kgBW of synthetic ovine ghrelin, and 6.6µg/
kgBW of ghrelin at time 0 (indicated with arrow). The vertical scale of the graph 
for saline-treated group is one-tenth of that for other groups. Values are means 
±SEM(n=4). * p<0.05, ** p<0.01 in Fasting vs. Satiety at each time point.
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Figure 8. Plasma GH concentrations in meal-deprived (Fasting) and meal-fed (Satiety) sheep 
intravenously receiving 0.25µg/kgBW of synthetic bovine GH-releasing hormone 
(GHRH) alone, GHRH plus 3.3µg/kgBW of synthetic ovine ghrelin, and GHRH 
plus 6.6µg/kgBW of ghrelin at time 0 (indicated with arrow). Values are means 
±SEM(n=4). * p<0.05, ** p<0.01 in Fasting vs. Satiety at each time point.
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Figure 9. Average values of the area under the GH secretory curve (AUC-GH, from time 0 
to 60 min) in meal-deprived (Fasting) and meal-fed (Satiety) sheep intravenously 
receiving 0, 3.3 (Low) and 6.6µg/kgBW (High) of synthetic ovine ghrelin, with 
and without 0.25µg/kgBW of synthetic bovine GH-releasing hormone (GHRH) 
at time 0 (indicated with arrow). Values are means ±SEM(n=4). * p<0.05, ** 
p<0.01, A, B p<0.01.
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5. まとめ
　本研究では、まず、グレリンのインスリン分
泌に対する作用が検討され、その後採食状態の
変化に伴うグレリンの生理作用が検討された。
血中グレリン濃度は給飼前後で大きく変動する。
そこで、グレリンは三大栄養素に対して強力な
同化作用を有するインスリン分泌および作用に
密接な関係があるという仮説のもと、一連の実
験を行った。その結果、給飼後にグレリンを投
与するとグルコース依存性のインスリン分泌が
促進されることが明らかとなった。しかしなが
ら、血中グレリン濃度は給飼前に高濃度を示し、
給飼後は低濃度で推移することから，給飼後に
グレリンがインスリン分泌を促進しているとは
生理学的に考えにくい。そこで、給飼前後のグ
レリンとインスリン分泌との関係を明らかにす
るため、グレリン受容体遮断を行い、その結果、
グレリンのインスリン分泌調節作用は、給餌後
や絶食といった採食状態で異なることが明らか
となった。さらに，グレリン作用の採食状態に
伴う変化は，インスリン分泌に対してのみでは
なく，グレリンの GH分泌作用にも当てはまる
との仮説を検討した。その結果、GH分泌にお
いてもインスリン分泌と同様、採食状態によって
グレリン作用が変化することが明らかになった。
　反芻家畜におけるグレリンの作用を解明する
ことにより、生体内でグレリンの作用を効率よ
く発揮させ、理想的な飼養管理技術を構築でき
る可能性がある。本研究がその基礎的な知見と
して少しでも役に立てればと考えている。 
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1．はじめに
骨格筋の筋線維と筋線維型構成
　骨格筋の機能的特性は筋を構築する筋線維の
筋線維型構成によって決定される。筋線維はミ
オシン重鎖のアイソフォームと筋収縮に必要な
エネルギー代謝の違いにより、I型筋線維（slow 
- twitch-oxidative）、IIA 型筋線維（fast-twitch-
oxidative-glycolytic）、IIB型筋線維（fast-twitch-
glycolytic）および中間型筋線維に分類される1,2,3）。
筋収縮はミオシン重鎖（MyHC）のアデノシン
三リン酸（ATP）加水分解酵素（ミオシンATPase）
の活性により収縮特性が決定づけられ、エネル
ギー代謝は筋繊維中のミトコンドリアにおける
好気的代謝と、解糖系による嫌気的代謝のいず
れが主であるかによって代謝特性が決定づけら
れる。I型筋線維は好気的代謝能を持つ遅筋線
維であり、II型筋線維は嫌気的代謝能を持つ速
筋線維である。エネルギー代謝様式はミトコン
ドリアに局在するニコチンアミドアデニンジヌ
クレオチド（NADH）脱水素酵素活性の強弱で
代表され、I型筋線維は強い NADH酵素活性
を有し、II型筋線維は NADH酵素活性のやや
強い IIA型筋線維と活性の弱い IIB型筋線維に
分類される。IIA型筋線維は嫌気的代謝に加え
好気的代謝能を併せ持つため疲労耐性を示す
が、IIB型筋線維は易疲労性である。中間型筋
線維は IIA型筋線維が I型筋線維に移行する際
に見られ、ATPase反応は I型と II型筋線維の
中間の性質を持つ。
これら筋線維型の特性は骨格筋の主な構成タン
パク質であるMyHCと深く関与しており、酵

素組織化学的に分類された個々の筋線維型は、
それぞれに対応したMyHC亜型を持つ4）。ウシ
においては、I型筋線維は slow-MyHC、IIA型
筋線維は fast2a-MyHC、IIB型筋線維は fast2x-
MyHCを有している5）。また、中間型筋線維は
複数のMyHC亜型を発現することが知られて
いる6）。
　一般的に骨格筋の筋線維型構成はその筋に固
有の運動機能を反映しており、ウシ7）、ヒツジ8）、
ブタ9）では、起立姿勢を保つために殿部および
大腿部の筋の深部には I型筋線維が多く分布し
て、抗重力機能を増強することが知られている。

筋線維における運動負荷の影響
　これらの筋線維型は機能分化が終わった後に
も変化する能力を持ち、その適応過程は、運動1）、
神経支配10,11）、ホルモン11）、加齢11,12）などの外
的要因により影響を受ける。骨格筋の筋線維型
構成はその骨格筋に固有の運動機能を反映し、
運動負荷に適応して筋線維型を変化させる可塑
性がある。反芻動物での運動負荷試験では、ト
レッドミルによる耐久試験によりヒツジの脚部
の筋で I型筋線維が増加して持久的筋運動に適
応すること13）、背部への荷重負荷試験により最
長筋、大腿直筋および半膜様筋で I型筋線維が
増加して抗重力機能に適応すること14）が知られ
ている。また、筋線維横断面積（CSA）は筋肉
量に関わる重要なファクターであり、ヒトでは
長期間の耐久試験で筋線維の肥大が起こること
が知られている15,16,17）。一方で、過剰な運動負
荷は筋萎縮を引き起こすという結果も報告され

黒毛和種牛の骨格筋線維動態に及ぼす放牧の影響 

木戸恭子
（独立行政法人　農業・食品産業技術総合研究機構　畜産草地研究所）
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ており18）、CSAに対する運動負荷の影響は一
定ではない。
　近年、食料自給率の向上の観点から家畜の生
産方式にも多様性が求められており、肉用牛生
産の現場においても放牧の導入が期待されてい
る。放牧は人為的な運動負荷とは異なり、採食・
飲水・探索行動に伴い日常的に持続的な運動が
負荷される飼養方法である。乳用牛の筋では、
放牧によって I型および IIA型筋線維が増加す
るが19,20）、そのメカニズムについては十分に理
解されていない。また、肉専用種として最も国
内飼養頭数の多い黒毛和種牛は、他の品種より
も骨格筋中の I型筋線維が多く21）、そのため放
牧により骨格筋の好気的代謝能が亢進し、筋線
維型構成が変化しうるか不明である。黒毛和種
牛骨格筋における I型筋線維の存在は食肉の脂
肪蓄積と食味にも影響する2,22,23,24）。黒毛和牛の
骨格筋群では I型筋線維の割合と筋内脂肪の含
量割合との間に有意な正の相関関係が認められ
ている（2。黒毛和種去勢牛の最長筋における
IIA型筋線維の割合は、BMS No.と負の相関関
係を示すとの報告がある（23。これらのことから
放牧によって筋線維型構成がよりが II型から I
型に変化する要因を明らかにすることは産業的
にも有用である。
　本研究では、放牧した黒毛和種牛の筋線維型
移行とその機序を明らかにすることにより、放
牧運動が黒毛和種牛の骨格筋線維にもたらす影
響を解明する。

2.　放牧運動が黒毛和種骨格筋線維に及ぼす影響
2-1. 最長筋の異なる部位における筋線維の放
牧運動への応答

　最長筋は体幹を支える最も大きい筋であり、
脊柱を伸ばし前躯または後躯を挙上する作用を
持つ。最長筋は部位によって筋線維型構成が異
なることが知られているが（2、放牧に伴う運動
負荷との関連は十分に明らかにされていない。
また、黒毛和種牛が放牧された場合の最長筋筋
線維型構成を知ることは、今後の放牧を活用す

る黒毛和種牛の食肉生産基盤を構築する上での
有用な情報となり、産業的にも意義がある。
　本研究では、黒毛和種牛の最長筋において放
牧に伴う運動負荷がどのように筋全体に作用する
かを解明するために、最長筋の筋線維型構成お
よび CSAについて放牧牛と舎飼牛とを比較した。
【材料および方法】
　黒毛和種去勢牛（11ヶ月齢）を 9 頭用い、放
牧区（6頭）と舎飼区（3頭）を設けた。放牧地は
オーチャードグラス主体の混播草地で、約 1.3ha
と 1.0haの 2放牧区に 3頭ずつ飼養した。舎飼
区は牛舎にて群飼し、オーチャードグラス乾草
を飽食させた。試験牛は両区とも配合飼料無給
与で飼養した。
　放牧期間終了後、約 17.5ヶ月齢で両区の個体
をボルトピストル法により屠殺し、屠殺後 4時
間以内に最長筋組織片を採取した。左枝肉の最
長筋の第 6－7 胸椎横断面および第 11－12 胸椎
横断面より、それぞれ背側および腹側の計 4カ
所から採取した（図 1）。組織片は筋線維に対し
て垂直に、幅 1cm、長さ 1.5cm、厚さ 1cmの大
きさに整形した。採取した筋組織は速やかにド
ライアイスアセトンで凍結し、実験に使用する
まで－80℃で保存した。実験は畜産草地研究所
動物実験指針に基づいて行った。
　凍結試料からクリオスタットを用いて－20℃の
温度下で厚さ10μmの連続凍結切片を作製した。
切片は酸前処理およびアルカリ前処理のミオシン
ATPase染色法および NADH脱水素酵素染色法
により染色し、筋線維を I型、IIA型、IIB 型お
よび中間型筋線維に分類した（図 2）。染色後の
切片を10倍の接眼レンズ下にて CCDカメラ（XC-

003, ソニー）で5～ 7視野を撮影し、撮影画像を
リアルタイムイメージアナライザー（Luzex-F; ニレ
コ）による画像解析によって筋線維型構成および
CSAを測定した。１試料あたり1000 本以上の筋
線維について測定し、試験区間の差については
t検定を用い、部位間の差については一元配置分
散分析と Tukeyの多重比較解析を用いて統計解
析した。有意水準は p<0.05とした。
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図 1．最長筋からの筋組織採取部位の模式図
A: 第 6-7 胸椎間横断面 B: 第 11-12 胸椎間横断面。D:背側、
V:腹側それぞれの組織採取部位

　　　（図引用 : 黒毛和種枝肉断面筋相図説，草地試験場編）

図 2．放牧区と舎飼区の胸最長筋頭方腹側における筋線維型分類と筋線維型構成
H: 舎飼区、G: 放牧区。H1, G1: アルカリ前処理ミオシン ATPase染色、
H2, G2: 酸前処理ミオシン ATPase染色、H3, G3: NADH脱水素酵素染色、*:
中間型筋線維、Bars, 100 μm
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【結果および考察】
　放牧区と舎飼区において、生体重（試験開始
体重、屠殺時体重）と枝肉重量は有意差が認め
られなかったが、前者が後者よりも大きい傾向
にあり、放牧区の枝肉重量の生体重比（枝肉歩
留）は有意に舎飼区を上回った（表 1）。
　最長筋の部位による筋線維型構成割合の違い
は、頭方と尾方を比較すると、放牧区、舎飼区
とも尾方では IIA型および IIB型筋線維が I型
筋線維よりも構成割合が大きい傾向だったが、
頭方の筋線維型構成は I型、IIA型および IIB
型筋線維とも同じ割合を示した（図 3）。このこ
とは、放牧によって、体幹の尾方よりも頭方に
おいて姿勢を保持する抗重力機能が要求され、
それに筋線維が適応して I型筋線維の割合を増
加させたためと考えられる。試験区間の違いは、
頭方の背側・腹側および尾方の背側で放牧区が
舎飼区よりも I型筋線維が多い傾向だった。筋
の I型筋線維の増加は姿勢保持機能および抗重
力機能の向上を示すと考えられている（14。放牧
区でその傾向が認められたことから、舎飼より
も放牧下におけるウシの方がより姿勢保持機能

が高まっていると推察される。
　筋線維の CSAはすべての部位において、I型、
IIA型および IIB型筋線維とも舎飼区よりも放
牧区が有意に大きく（図 4）、放牧による長期間
の運動負荷が筋線維の発達を促したことが示さ
れた。さらに、放牧区では頭方の I型筋線維の
CSAは背側が腹側より有意に大きく、尾方で
はその傾向は見られなかった。背面の筋系は頭
方の体幹を支える作用を有しており、頭方背側
において I型筋線維の割合が増加傾向にあり、
また CSAが発達したことから、放牧牛におい
ては頭部および頚部を支える抗重力機能が増強
されたことが示唆される。一方、放牧区の IIA
型と IIB型筋線維は頭方の背側および腹側が尾
方の CSAよりも有意に大きかったが、舎飼区
では一定の傾向が見られなかった。一般的に II
型筋線維は I型筋線維よりも運動刺激をより受
容して肥大することが知られており、放牧牛に
おける最長筋頭方での IIA型および IIB型筋線
維の肥大は、前肢帯での運動機能の亢進に起因
したものと推察される。
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図 3．放牧牛および舎飼牛の最長筋における筋線維型構成割合
　　　error bar: 標準誤差

図 4．放牧牛および舎飼牛の最長筋における筋線維型横断面積 
error bar: 標準誤差。xy: 舎飼区の部位間差、p<0.05。
ac: 放牧区の部位間差、p<0.05 
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2-2. 後肢筋の筋線維に対する放牧行動の影響
　前節において、放牧によって最長筋の筋線維
サイズが増大し、前躯を支えるために筋線維型
がより好気的に移行することが明らかになっ
た。一方、放牧は歩行運動を伴う飼養形態であ
るが、後肢筋はより直接的に歩行運動に関与す
る。本節では、放牧下での運動負荷が後肢筋の
筋線維に対する作用を明らかにするために、筋
線維型構成と CSAについて放牧牛と舎飼牛と
を比較する。さらに、後肢筋に対して歩行運動
の質および量がどのように影響をもたらすかを
解明するため、急傾斜地の放牧牛と緩傾斜地の
放牧牛での後肢筋の筋線維型構成と CSAの変
化を解析し、その相違を明らかにする。
【材料および方法】
　前節と同じ試験牛を用いて、大腰筋、大腿直
筋、半膜様筋および腓腹筋外側頭の筋線維型構
成およびCSAを放牧区（6頭）と舎飼区（3頭）で
比較した。放牧期間終了後、両区の個体をボル
トピストル法により屠殺し、大腰筋、大腿直筋、
半膜様筋および腓腹筋外側頭の中央部より筋組
織を採取した。前節と同様に酵素組織化学的手
法によって筋線維型を分類し、前節と同様に筋
線維型構成および CSAを測定した。
　また本研究では、運動強度の違いが筋肉にお
よぼす影響を検討するため、放牧区をさらに急
傾斜区（3頭）および緩傾斜区（3頭）のサブグルー
プに分けた。これら放牧 2区については、放牧
期間中の 6月および 9月にそれぞれ 72 時間の
行動調査を行い、直接観察による歩行軌跡の調
査を実施し、1日あたりの歩行距離、歩行角度
分布および垂直移動距離を測定した。
【結果および考察】
　放牧区の 1日あたりの歩行距離は舎飼区の約
３倍だった（表2）。腓腹筋外側頭以外の大腰筋、
大腿直筋、半膜様筋で、放牧区の I型筋線維割
合は舎飼区よりも有意に高く、腓腹筋外側頭に
おいても放牧区の I型筋線維割合が高い傾向で
あった（図 5）。相対的に IIB型筋線維割合は大
腰筋、大腿直筋および腓腹筋で放牧区が有意に

低く、半膜様筋では放牧区の IIA型筋線維の割
合が有意に低かった。II型筋線維から I型筋線
維への移行は、人為的な耐久的運動や長期間の
姿勢保持によって確認されている15,16,25,26）が、
黒毛和種牛においても約 180 日間の長期間の放
牧による運動刺激が後肢筋の筋線維型を変化さ
せる刺激となることを明らかにした。
　CSAについては、大腿直筋、半膜様筋およ
び腓腹筋では、放牧区の I型、IIA型および IIB
型筋線維の CSAが舎飼区よりも有意に増加し
た（図 6）。特に、IIB型筋線維で肥大の程度が
大きかった。大腰筋では I 型筋線維の CSAは
舎飼区が放牧区より増大し、一方、IIB型筋線
維は放牧区の CSAが舎飼区よりも大きかった。
CSAの増加は屠殺時体重との関連性が指摘さ
れており、配合飼料多給で生体重の大きい群の
CSAが増大する27）。本研究では、放牧区および
舎飼区とも配合飼料を給与しておらず、屠殺時
体重に有意な試験区間の差は認められなかった。
したがって、大腿直筋、半膜様筋、腓腹筋で認
められた放牧区における CSAの増加は、放牧
運動によって引き起こされたものと考えられ
る。特に、IIB型筋線維で CSA増加の程度が
大きかったことは、歩行運動に関わる瞬発的運
動に筋線維が対応したと考えられる。
　牧区高低差および最大傾斜角の異なる急傾斜
区と緩傾斜区では、ウシの歩行角度に違いが認
めらた（表 2）。急傾斜区において試験牛は緩傾
斜区よりも平坦な歩行角度（0～ 5°）を多く選択
するが、一方で登坂、下坂ともに歩行角度 15
～ 20°の歩行割合も増加した。その結果、一日
あたりの総歩行距離は緩傾斜区と急傾斜区間で
差がないものの、垂直移動距離は前者よりも後
者で有意に多かった。
　急傾斜区と緩傾斜区の筋線維型構成割合は、
解析した後肢筋すべてにおいて、両区の違いは
認められなかった（図 7）。CSAは大腰筋の I型
筋線維を除き、大腿直筋、半膜様筋および腓腹
筋の I型、IIA型および IIB型筋線維で緩傾斜
区の CSAが急傾斜区を上回った（図 8）。登坂
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および下坂に伴う体重移動は姿勢保持機能を有
する I型筋線維を増加させることが予測された
が、一日あたりの垂直移動距離が 70m程度の
差では、筋線維型移行の誘導には影響しなかっ
たと考えられる。一方、CSAについては急傾
斜区に比較して緩傾斜区で筋線維の肥大が見ら

れたことから、より傾斜の少ない地形における
歩行が CSAを増加させる可能性を示した。す
なわち、傾斜歩行の際に各骨格筋にかかる運動
負荷の強度は歩行角度により異なり、CSAの
発達は歩行角度の違いによる運動負荷の程度に
依存することが示唆される。
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図 7．急傾斜区および緩傾斜区の後肢筋における筋線維型構成割合
error bar: 標準誤差

図 8．急傾斜区および緩傾斜区の後肢筋における筋線維型横断面積
error bar: 標準誤差。*: 試験区間差、p<0.05
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3.　放牧育成後の舎飼肥育による骨格筋線維の
変化

　前節の結果より、放牧によって筋線維型構成
が変化し、CSAが増大することが明らかになっ
た。一方、我が国では、黒毛和種育成牛は舎飼
環境で肥育を施した後に出荷するのが一般的で
ある。すなわち、運動負荷を軽減した上で配合
飼料を多給することになり、ウシの筋は消費エ
ネルギーの軽減と摂取エネルギーの増加によっ
て余剰エネルギーを体組織増加および脂肪蓄積
へと変換する。栄養摂取と筋線維型構成との関
係については、配合飼料を自由採食させた群は
粗飼料のみ採食させた群よりも IIA型筋線維が
少なく、IIB型筋線維が多いことが知られてい
る2）。また、筋線維のサイズは体重増加ととも
に上昇する27）。しかしながら、放牧による育成
期間を経た後の肥育過程において、運動量が低
下する一方で、摂取エネルギーが増加する飼育
法が、放牧による運動負荷に適応した筋線維に
いかなる影響を及ぼすかは不明である。本節で
は、放牧育成した牛群と舎飼育成した牛群とを
同じ舎飼肥育環境で肥育し、筋線維型と CSA
を解析することで、放牧運動によって獲得した
筋線維の好気的代謝能および CSA増大効果が、
肥育期間を経てどのような影響を受けるのかを
明らかにする。
【材料および方法】
　前章と同様の飼養試験を行った黒毛和種去勢
牛を、継続して舎飼で肥育した。11 ～ 17 ヶ月
齢の間、放牧区（n=8）はオーチャードグラス主
体の混播草地に放牧し、舎飼区（n=4）は牛舎に
て群飼して乾草のみを飽食させた。その後の肥
育期間（17～ 29ヶ月齢）は全試験区とも牛房（約
10m2）にて個別飼養とした。配合飼料の給与量は
一日あたり 7kgを上限とし、粗飼料はオー
チャードグラス乾草を飽食させた。肥育期間終
了時に屠殺解体し、最長筋、大腰筋および半膜
腰筋の筋線維型構成および CSAを比較した。
また、好気的代謝能の指標として、急傾斜区と

舎飼区の筋線維の毛細血管分布密度を計測した。
組織切片へビオチン化レクチン ABC染色法を
施して毛細血管を検出し、毛細血管密度は１本の
筋線維に接触する毛細血管数として測定した。
【結果および考察】
　放牧期間中は舎飼牛よりも放牧牛が増体した
が、肥育期間中の増体は各区とも同水準であっ
た（表 3）。放牧直後の段階では放牧牛の枝肉歩
留が舎飼牛よりも大きかったが、肥育後は放牧
牛と舎飼牛の差は認められなかった。また、日
本格付協会の基準による枝肉格付も、試験区間
の差は認められなかった。
　筋線維型構成については、最長筋、大腰筋お
よび半膜様筋の筋線維型構成割合に関して、放
牧区および舎飼区間の有意な差は認められな
かった（図 9）。前節で、放牧直後の放牧区と舎
飼区とを比較すると、大腰筋と半膜様筋では放
牧区の I型筋線維割合が高かった。しかしなが
ら放牧後に肥育を施したことにより、放牧区と
舎飼区の筋線維型構成割合の差は消失した。放
牧後の肥育期間での運動量の低下と配合飼料に
よる摂取エネルギーの増大によってエネルギー
代謝が嫌気的に変化し、I 型筋線維が減少した
結果と考えられる。
　一方、放牧により増大した CSAは肥育後も
その影響を残し、最長筋と大腰筋では、肥育飼
養を経た後でも依然として放牧区が有意に CSA
が大きかった（図 10）。既報により加齢および
成長による筋線維の肥大が知られているが27）、
本研究においては放牧区と舎飼区は肥育期間に
おいて同様の発育を示したことから、放牧期間
における筋線維への運動負荷の影響が肥育後ま
で維持したためと考えられる。しかしながら半
膜様筋の IIB型筋線維では舎飼区が放牧区より
も CSAが大きかった。体幹部の筋（最長筋およ
び大腰筋）と歩行運動に関わる半膜様筋では、
肥育期間の運動量低下に対する筋線維 CSAの
反応が異なった。
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図 9．放牧育成牛（急傾斜区、緩傾斜区）および舎飼育成牛の肥育後における筋線維型構成割合
error bar: 標準誤差

表 3．放牧育成と舎飼育成後の肥育牛の増体および枝肉格付成績
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図 10．放牧育成牛（急傾斜区、緩傾斜区）および舎飼育成牛の
肥育後における筋線維型横断面積

　　　　error bar: 標準誤差。x-z: 試験区間差、p<0.05
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表 4．肥育後の骨格筋組織の毛細血管密度
　　（毛細血管数／筋線維）

　各骨格筋での筋線維あたりの毛細血密度は有
意差がなかったが、最長筋、大腰筋、半膜腰筋
では放牧区が舎飼区より大きい傾向であった
（表 4）。筋線維のエネルギー代謝は肥育によっ
て嫌気的なグルコース代謝系に移行したが、放
牧期に筋中に形成された毛細血管は維持された
ままであると考えられる。また、毛細血管密度
の増加は筋における栄養素および老廃物の運搬
に良好な環境を構築するものと期待される。

4.　筋線維型移行時のMyHC亜型と筋線維の
分化ならびに代謝関連因子の変動

4-1. 放牧牛の最長筋におけるMyHC亜型と筋
線維の分化ならびに代謝関連因子の変動

　第 2節の結果より、放牧に伴う歩行運動は最
長筋および後肢の筋の筋線維型構成をより好気
的なものに変え、CSAの増大をもたらすこと
が明らかになった。この変化の機序を解明する
ために、放牧牛最長筋における筋線維型移行と
エネルギー代謝関連因子の遺伝子発現を経時的
に解析し、ウシ骨格筋線維の動態に対する放牧
の影響を明らかにする。
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【材料および方法】
　黒毛和種去勢牛（22ヶ月齢、3頭）を放牧に
供し、放牧前（放牧 0ヶ月）、放牧 2ヶ月、4ヶ月、
6ヶ月後にバイオプシーによる最長筋組織の採
取を行った。採取前には鎮静剤を投与し、採取
部位には局所麻酔を施した。第 12 胸椎部付近
より左右の最長筋に対してニードルバイオプ
シー針を穿刺し、筋組織を採取した。実験は畜
産草地研究所動物実験指針に基づいて行った。
　採取した最長筋組織よりTotal-RNAを抽出し、
RT-PCR法および Real time-PCR法によって
mRNA発現を解析した。MyHC亜型（MyHC-
slow、fast 2a、fast 2x）、PPARγ－コアクチベー
タ－ 1α（PGC-1α）、ミオスタチン、インスリン様

成長因子（IGF-1、-2）の解析には RT-PCR法を
用い、脂肪酸輸送体 CD36、カルニチンパルミ
トイルトランスフェラーゼ 1b（CPT-1b）、チト
クローム c-1、グルコース輸送体（GLUT4、1）、
ヘキソキナーゼの解析にはReal time-PCR 法を
用いた。
【結果および考察】
　MyHC 亜型の mRNA発現は筋線維の筋線維
型と密接に関与する。Slow-MyHCは I型筋線
維で、Fast-2a、2x-MyHCはそれぞれ IIA型、
IIB型筋線維で発現する4）。放牧 0ヶ月から 6ヶ
月の間でこれらの mRNA発現量の推移は個体
によって異なる傾向を示し、一定の傾向は見ら
れなかった（図 11）。
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図11．放牧した黒毛和種牛最長筋におけるMyHC亜型、PGC-1α、ミオスタチン、
IGF-1、IGF-2 の mRNA発現の変化
半定量解析は、放牧 0ヶ月を基準として、変化率の平均値を示す。
error bar: 標準誤差。*: 放牧 0ヶ月との差、p<0.05
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　骨格筋形成抑制因子であるミオスタチンは、
放牧 0ヶ月に比較して放牧 2ヶ月以降は mRNA
発現量が低下した（図 11）。ミオスタチンは筋
肥大を抑制し筋肉量を制御すると考えられてお
り28）、また運動とミオスタチン mRNA発現の
関連においては、強い抵抗性運動を負荷した筋
では、ミオスタチンの発現が低下するとの報告
がある29）。本研究における放牧後のミオスタチン
mRNA発現の低下は、第 2節で示した放牧牛
の CSA増大に関与したと考えられる。またイ
ンスリン様成長因子 IGF-1の遺伝子発現が放牧
４ヶ月から漸増した。IGF-1はインスリン様効
果および細胞成長を促進し、特に筋分化におい
て重要な役割を有する30）。このことから、放牧
後の筋肉における IGF-1の上昇も放牧牛の
CSA増大に関わった可能性がある。
　脂質代謝関連因子では、脂肪酸輸送タンパク
質である CD36が放牧後に増加する傾向が見ら
れ、また脂肪酸β酸化の律速酵素である CPT-
1bおよび電子伝達系で働くチトクローム c-1の
mRNA発現が放牧開始 4ヵ月後で有意に増加
した（図 12）。糖代謝関連因子では、糖輸送担

体である GLUT4の発現量が放牧開始 4ヵ月後
に有意に増加した。GLUT4はインスリン依存
性糖輸送担体であるが、運動はインスリンの作
用を向上させ、筋における GLUT4mRNA発現
が増加し、グルコースの取込を向上させる31）こ
とが知られている。GLUT1の mRNA発現は放
牧後に有意に増加したが、一方、解糖系で働く
ヘキソキナーゼの mRNA発現は一定の傾向を
示さなかった（図 12）。このことから、取り込
まれたグルコースは解糖系の基質とはならず、
好気的代謝によるエネルギー産生あるいは筋線
維肥大に関連した同化に動員されたのではと推
察される。
　以上のことから、放牧前後における最長筋の
MyHC亜型発現には一定の傾向が認められな
かったが、放牧開始後の脂肪酸代謝関連因子お
よび GULT4の遺伝子発現量増加から、放牧に
よって筋線維が好気的代謝を亢進していること
が示された。また、放牧牛のCSA増大に関して、
骨格筋中のミオスタチン mRNA発現量の低下
と IGF-1 mRNA発現量の増加が関与すること
が示唆された。
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図 12．放牧した黒毛和種牛最長筋における脂肪酸代謝関連因子および糖代謝関連因子の
mRNA発現の変化
Real time-PCR法で得られたmRNA量は、放牧0ヶ月を基準として変化率の平均値を示す。
error bar: 標準誤差。*: 放牧 0ヶ月との差、p<0.05
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4-2. I型筋線維誘導過程の最長筋における
MyHC亜型と筋細胞分化ならびに代謝関
連因子の発現

　前節の結果より、放牧期間が延長するにつれ
放牧牛の筋においてミオスタチンの mRNA発
現の低下、脂肪酸代謝関連因子および GLUT4、
IGF-1の mRNA発現の増加が確認された。し
かしながら、放牧は運動負荷のみならず、栄養
学的背景、暑熱および寒冷曝露等の諸環境要因
が複合的に生体へ関わっており、前節で得られ
た筋分化と代謝関連因子の変化が放牧に伴う運
動刺激によって誘導されたとは必ずしも判断さ
れない。そこで、持続的低周波電気刺激（CLFS）
により人為的に II型筋線維を I型筋線維へ移行
させる運動刺激モデルを採用し、運動刺激によ
る筋線維型移行過程におけるMyHC亜型およ
び筋細胞分化ならびに代謝関連因子の mRNA
発現を解析した。
【材料および方法】
　ホルスタイン種（雄牛 3頭、2ヶ月齢）の最長筋
腰部に電極を挿入し、CLFS（5Hz・連続刺激）を
30日間行った。CLFS終了後に塩酸キシラジン
とベントバルビタールによる深麻酔下で放血屠
殺し、電極挿入部の腰最長筋と、電極を挿入し

ていない側の胸最長筋を無刺激部位として採取
した。国立大学法人東北大学における動物実験
等に関する規程に則って実施した。
　CLFS刺激を受けた腰最長筋部の横断面分割
の 5～9カ所から筋組織を採取して凍結切片を
作製し、ミオシン ATPase染色によって筋線維を
I型、II型および中間型筋線維に分類した。凍
結切片上で筋線維型移行が確認された部位から
試料を調製し、全 m RNAの抽出を行った。全
m RNAの抽出、cDNAの逆転写、RT-PCR法
および Real-time PCR法は前節の方法に準じて
実施した。
【結果および考察】
　各個体とも、CLFS刺激を受けた腰最長筋の
部分では II型筋線維から I型筋線維への移行が
確認され、無刺激部位と比較して I型筋線維割
合は 1.8 ～ 2.9 倍に、中間型筋線維割合は 1.8 ～
4.4 倍に増加した（図 11）。CLFSでは神経支配
や神経活性を妨げることなく、運動神経とは別
の活動電位で筋線維を収縮させることができる
ため32）、CLFSは運動神経活動の筋線維型分化
への関与を検証する優れたモデルである33）。本
研究においても CLFSが II型から I型の筋線維
移行モデルとして使用できることが確認された。
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図 13．持続的低周波電気刺激（CLFS）による筋線維型構成の変化
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　CLFSを受けた部分では II型筋線維から I型
筋線維への移行が起こり、その部位では無刺激
部位と比較して Slow-MyHCの m RNA発現が
有意に増加した（図 14）。一方、II型筋線維が
減少したにも関わらず Fast-2x MyHCの発現量
が増加した。CLFS部位においては筋衛星細胞
が増殖し、それらが筋線維に融合することによっ
て筋線維型移行に関与すると考えられている30）。
本研究において Fast-2x MyHC発現量の増加が
見られたのは、CLFSによる筋線維型移行には
中間型筋線維の増加と筋線維の肥大が伴ってい

るためと考えられる。
　骨格筋形成抑制因子であるミオスタチンの
mRNA発現は、筋線維型移行が起こった CLFS
部位では無刺激部位と比較して低下する傾向に
あった（図 15）。一方、インスリン様成長因子
IGF-1の発現量は増加傾向であった。ミオスタ
チンと IGF-1の発現機序は骨格筋においては独
立している30）が、CLFSによる機械的刺激はミ
オスタチンの発現量低下および IGF-1の発現量
増加を誘導し、それらが筋線維肥大に関与する
と考えられる。
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　筋線維型移行部位において、筋細胞への脂肪
酸輸送蛋白質である CD36、β酸化の律速酵素
である CPT-1bおよび電子伝達系で働くチトク
ローム c-1の m RNA発現量はいずれも増加傾
向にあった（図 15）。これらの m RNA発現量
増加は、ミトコンドリアでの脂肪酸を基質とし
たエネルギー生産が亢進されることを示す。糖
輸送担体である GLUT4、1およびグルコース
リン酸化酵素ヘキソキナーゼも増加傾向だった
ことから、筋線維移行部位では糖代謝系も賦活
化されていることが判明した（図 15）。
　前節で明らかとなった放牧牛の最長筋におけ
る脂質代謝関連遺伝子、糖代謝関連遺伝子およ
びミオスタチンと IGF-1の mRNA発現の変化
は、最長筋に対する CLFSによる筋線維型移行
モデル試験でほぼ同様の変化をした。このこと
から、放牧牛で観察された筋線維型動態は、運
動刺激によって誘導されるものであると判断さ
れた。本研究の酵素組織化学的解析法と遺伝子

発現解析法を組み合わせることによって、放牧
運動に伴う筋線維の機能適応過程における筋線
維型の変化が筋関連遺伝子群の発現動態と密接
に関連していることが明らかとなった。本研究
は放牧下における黒毛和種牛の筋線維の生理学
的特性と分子生物学的な遺伝子発現変化とを関
連させることにより、筋機能のより詳細な解析
が可能なことを示すものである。

5.　おわりに
　2009 年、わが国の放牧畜産認証制度が確立
された。グロ－バルな視点からわが国の牛肉の
需要と供給を考えた場合、将来的には草地を利
用した放牧を主体とした産肉システムの構築が
必要となると予測される。従来、輸入配合飼料
を基盤とした飼養システムに置かれてきた黒毛
和種肉用牛であるが、将来的に飼養システムが
多様化した際、本研究の成果は放牧を主体とす
る国内肉用牛生産の普及ならびに拡大に大いに
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貢献するものである。
　本研究によって明らかにされた、放牧による
筋線維の肥大は肥育後も維持されること、放牧
牛の筋線維は毛細血管密度が高い傾向にあり、
栄養素および老廃物の運搬の面で良好な環境を
維持すること等は、現在の飼養システムにおいて
も産肉的に有用な情報である。これらの知見を
産肉学的に活用することは、肉用牛生産での放
牧利用の推進を企図する上で極めて重要である。
　本研究では、放牧牛の歩行行動の特性と筋線
維の発達を関連づけ、筋線維肥大に歩行角度が
関与する可能性を示す、新たな知見を得た。さら
に、酵素組織化学的手法と遺伝子発現解析法を
用いて、放牧運動が筋組織に及ぼす影響を複合
的に解析した点は他に例を見ない研究成果であ
り、放牧研究の新しい展望を示すものである。
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Mitochondrial ROS production in skeletal muscle of chickens under acute heat stress conditions
Motoi Kikusato and Masaaki Toyomizu
(Animal Nutrition, Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University) 

はじめに
　地球レベルでの人口増加に対応して、安全な
畜産食資源を、安定的に、かつ持続的に供給す
ることは重要である。今後、先端バイオ技術に
よる生産力の飛躍的な向上にむけたアイデアに
加え、「生産現場における負の変動」を統合的に
極小化できれば、将来の動物生産にブレークス
ルーがもたらされうると考えられる。暑熱ストレ
スにともなう家禽生産の負の変動、すなわち量
的・質的な生産性低下を改善する生産技術体系
の確立は、現在問題視されている地球温暖化現
象に対する対応策の必要性からも重要な課題と
して位置づけられる。これまで、家禽における

暑熱ストレスは不可避的問題としてとらえられ、
現在までにその最適制御手法は確立されていな
い。この制御法を効率よく構築するためには「暑
熱誘導メカニズム」を解明することが重要であ
るが、その複雑さゆえに、未だ不明な点が多い。
　著者らは、そのメカニズムの解明にあたり、
暑熱環境下において家禽が「酸化ストレス状態」
に陥ることに着目した。酸化ストレス状態では、
生体の構造やその機能を支えている脂質、タン
パク質、DNAが酸化損傷されており、生体機
能が著しく低下することから1）、暑熱時の生産
性低下には、誘導された酸化ストレスが関与し
ていると考えられる。事実、著者らは、急性暑

急性暑熱にともなう鶏骨格筋におけるROS過剰産生機構の解明
－バイオエナジェティクスの観点からのアプローチ－

喜久里　基・豊水　正昭
（東北大学大学院農学研究科動物栄養生化学分野）
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Figure 1.  Malondialdehyde (MDA) contents of plasma, heart, liver, skeletal muscle (pectoralis 
superfi cialis), thymus and kidney from control (open bars) and heat-stressed (closed bars)
groups. Birds (3-week-old) were heat-stressed by exposure to 34° C for 12h (24° C for 
the controls). Values were represented as means ± SE of 6 individual samples. *P<0.05 
compared to the control group.
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熱曝露にともない、肉用鶏骨格筋ミトコンドリ
アにおいて、酸化ストレスの指標である過酸化
脂質（malondialdehyde、MDA）およびカルボニ
ル化タンパク量が著しく増加すること2）、そし
て骨格筋のみならずその他の器官や組織でも
MDA含量が有意に増加することを明らかにし
た（Fig. 1）。さらに著者らは、暑熱時のMDA
含量の増加を抑制すると、低下した増体量の回
復が認められることを報告している3）。したがっ
て、暑熱時の生産性の改善には、酸化ストレス
制御が重要であると考えられる。
　酸化ストレスは、活性酸素種（reactive 
oxygen species、ROS）の過剰産生によって誘
導され、細胞内で産生される ROSの 90%以上
は、ミトコンドリアで生成されている4-6）。した
がって、酸化ストレスをもたらす一つの決定因
子は、ミトコンドリア ROS産生にあると考え
られ、暑熱時の酸化ストレス誘導メカニズムの
解明にあたり、ミトコンドリア ROS過剰産生

メカニズムを追究する意義は極めて大きい。
　本研究では、急性暑熱環境下における鶏骨格
筋のミトコンドリア ROS過剰産生の発現メカニ
ズムを明らかにするため、まず急性暑熱感作鶏
のミトコンドリアにおける1）基質特異性、すな
わち、グルタミン酸やコハク酸を基質とした時
の ROS産生応答の差異を調べて、次に2）ROS
過剰産生がミトコンドリア膜電位に依存するこ
とを検証し、さらに、この膜電位の変化に、電
子伝達鎖における基質酸化能の増大や、3）鶏特
異的脱共役タンパク質（avian uncoupling protein、
avUCP）が関与しているかについて精査した。

1.　ミトコンドリア ROS産生における基質特異性
　ミトコンドリア ROSは、電子伝達鎖複合体
から逸脱した電子が、分子状の酸素と結合して、
スーパーオキシドアニオンラジカル（O2

・-）が産生
され、これを出発物質として生成される（Fig. 2）。
すなわち、TCA回路およびβ酸化で生じた還
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Figure 2.  Oxidative phosphorylation and ROS production in mitochondria. Reducing equivalents 
(NADH and FADH2) are oxidized at complex I and II of the electron transport chain, 
respectively. The proton electrochemical gradient (ΔΨ)  generated is consumed by 
demand pathways via ATP synthase to produce ATP from ADP or by proton leak 
pathways, which release energy in the form of heat. Proton leak pathways can be mediated 
by UCP. The primary ROS generated by mitochondria is superoxide anion radical (O2

・-), 
as a result of single-electron reduction of O2 molecule occurring at complex I and III of 
the electron transport chain.
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元当量（NADHおよび FADH2）が、電子伝達
鎖複合体 Iおよび IIにおいてそれぞれ酸化され
た後、生じた電子の大部分は、ユビキノン
（ubiquinone, UQ）、複合体 III、シトクロム c
（cytochrome c, cyt c）を伝達し、最終的に複合
体 IVにおいて酸素分子を還元するが、その一
部は、複合体 I および IIIから逸脱して、酸素
分子を一電子還元後、O2

・- が発生する。この
O2
・- から、過酸化水素（H2O2）、ヒドロキシル

ラジカル（OH・）およびヒドロペルオキシルラ
ジカル（HOO・）などの ROSが連鎖的に生成さ
れることになる。
　これまで著者らは、単離ミトコンドリアの反
応基質としてコハク酸を用いた場合、つまり電
子供与体として FADH2のみが供給されている
実験系において、急性暑熱下で ROS 産生が増
加することを明らかにしてきた2）。しかし、生
体内のミトコンドリアマトリックスでは、FADH2

のみならず NADHも生成されており、暑熱時
の ROS産生増大がこれら二つの還元当量、
NADHや FADH2が共存した条件下でも認めら
れるかどうかを検討する必要がある。そこで本
試験では、FADH2ならびに NADH供給時にお
けるミトコンドリアROS産生応答を調査した。
　実験では、3 週齢雄肉用鶏（Cobb）を 34°C、
12 時間急性暑熱曝露し（対照区、24°C）、浅胸
筋より分画遠心法にてミトコンドリアを単離し
た。 一 定 量 の ミ ト コ ン ド リ ア（0.35 mg 
mitochondrial protein/ml）を 38°Cの反応溶液に
縣濁し、FADH2の供給にはコハク酸（4 mM）を、
NADHの供給にはグルタミン酸（10 mM）およ
び リ ン ゴ 酸（2.5 mM）を 用 い て（Fig. 3）、
FADH2、NADH、ならびに NADH と FADH2

からの電子供与時における ROS（H2O2）産生量を
蛍光法（ex./em.=544/590 nm）にて測定した。
　その結果、FADH2を主に供給するコハク酸を
用いた時には、そのROS産生は暑熱区で対照区
の約 2倍増加した（Fig. 4）。一方、NADHを主
に供給するグルタミン酸、リンゴ酸を単独また
はこの両者を同時に用いても、ROS産生は対

照区と暑熱区で著しく低く、両区の間に差異は
認められなかった。しかし、NADH供給時の
ROS産生は、FADH2 を供給すると両区ともに
著しく増加し、コハク酸とグルタミン酸を用い
た時の ROS産生は、暑熱区で対照区に比べ有
意に高く、コハク酸とリンゴ酸を用いた時では、
両区の間に有意な差は認められなかったが、暑
熱区で高い傾向が認められた。
　以上の結果から、肉用鶏骨格筋ミトコンドリ
アでは、電子供与体として NADHおよび
FADH2が共存した場合でも、急性暑熱曝露に
よって ROS産生が増加することが示され、暑
熱時のミトコンドリア ROS産生の増大が、生
体内条件に近い基質代謝状態でも起きているこ
とが強く示唆された。また、ROS産生は、グ
ルタミン酸やリンゴ酸を用いて、主に NADH
を供給しても対照区、暑熱区で ROS産生はほ
とんど認められず、両区に差はなかった。そこ
にコハク酸を加えると FADH2も供給され、
ROS 産生が暑熱区で増大したことから、
FADH2の割合が高い場合に、ROS産生増大が
生じる可能性が示唆された。
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and FADH2 to complex I and II of the 
electron transport chain.
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2.　ROS過剰産生のミトコンドリア膜電位依存性
　電子供与体 FADH2の酸化後、複合体 IIに受
け渡された電子の一部は、複合体 Iへと逆流し、
そこで多量のスーパーオキシド（O2・-）を形成
する（Fig. 2）。このような電子逆流による複合
体 Iからの ROS発生は、ミトコンドリアの酸化的
リン酸化の中間代謝物質である膜電位（ΔΨ）
に依存すると考えられる7-9）。それゆえに、急性
暑熱曝露にともなう FADH2供給時の ROS産
生の増大には、膜電位の上昇が関与している可
能性が考えられた。そこで、暑熱時の ROS産
生増大と膜電位の関係を明らかにするために、
暑熱区と対照区における膜電位の差異ならびに
これを決定している因子をトップダウンアプ
ローチ代謝解析法10,11）で精査した。
酸化的リン酸化のトップダウンアプローチ代謝

解析：膜電位（ΔΨ）は、酸化的リン酸化過程
において、NADHならびにFADH2 から電子が
酸素分子に伝達される過程において、複合体 I、
IIIおよび IVがマトリックスから膜間腔へとプ
ロトンをくみ出し、形成される（Fig. 2）。この
電気化学的エネルギーの大部分は、ADPから
ATPの合成時に消費されるが、その一部は、
ATP合成をともなわないプロトンリークによっ
て消費される（Fig. 2）。したがって、酸化的リ
ン酸化システムにおいては、ΔΨは、‘基質酸化’
反応（電子伝達鎖における還元基質の酸化）に
より生産され、‘リン酸化’反応（ATPの合成）
ならびに‘プロトンリーク’反応により消費され
るため、ΔΨは全ての反応の中間代謝物質とし
て位置づけられる（Fig. 5）。 
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Figure 4.   Mitochondrial hydrogen peroxide (H2O2) production rate using 10 mM glutamate  (Glu), 2.5 
mM malate (Mal) and 4 mM succinate (Suc) as substrates, in skeletal muscle from control 
(open bars) and heat-stressed (closed bars) groups. Mitochondria (0.35 mg protein/ml) 
were incubated at 38° C in a assay medium [80 mM KCl, 50 mM Hepes, 5 mM K2HPO4, 
1 mM EGTA, 5 mM MgCl2 and 0.1% (wt/vol) BSA, 0.1 μM nigeric in (to collapse ΔpH) 
and 1.25 μM oligomycin (to prevent residual ATP synthesis), pH. 7.2] containing 50μM
amplex red (10-acety-l-3, 7-dihydroxyphenoxazine), 6 U/ml horsera dish peroxidase 
and 30 U/ml superoxide dismutase. After the addition of the substrates, the rate of 
H2O2 generation were spectrofluorimetrically determined as the change in fluorescence 
at excitation and emission wavelengths of 544 and 590 nm, respectively. Values were 
represented as means ± SE of 4 replicates of individual mitochondrial measurements. 
*P<0.05 compared to the control group.

Figure 5.  Schematic representation of mitochondrial oxidative phosphorylation. 
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  例えば、ΔΨは、その消費者であるプロトン
リーク反応が上昇すると、低く保たれ、逆に生
産者である基質酸化反応が上昇すると、高く保
たれることになる。
　本試験では、前試験と同様に3週齢雄肉用鶏を
暑熱曝露し、骨格筋からミトコンドリアを単離し
て、任意の条件下でミトコンドリアの膜電位を加
減し、これに応答した‘基質酸化’反応、‘プロトン
リーク’反応ならびに‘リン酸化反応’を求めた。
すなわち、基質酸化反応は典型的脱共役剤 FCCP
（carbonyl cyanide p-trifluoromethoxyphenyl hydra-
zone）の段階的添加により反応を刺激すること
で、酸素消費速度に対する膜電位の応答曲線を

求めた。プロトンリーク反応は、ATP合成阻害
条件下（state 4）で競合阻害剤マロン酸の段階的
添加によりコハク酸供給を制御することで、膜
電位変化に対する酸素消費速度の応答曲線を求
めた。リン酸化反応は、ATP 合成条件下
（state 3）でマロン酸の段階的添加によりコハク
酸供給を制御することで、膜電位変化に対する
酸素消費速度の応答曲線を求めた。
　ミトコンドリアは前試験と同様に、38°Cの反応
溶液に縣濁し、膜電位は TPMP+（triphenylmethyl 
phosphonium cation）膜電位感受性電極を用い
て、溶存酸素濃度は Clark型白金酸素電極を用
いて同時に測定した。
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Figure 6. The kinetic response of three modules of oxidative phosphorylation [substrate oxidation, triangles; 
proton leak, circles; phosphorylation, squares] toΔΨ(A), and the mitochondrial H2O2

 production 
rate under the state 4 (non-phosphorylation) conditions (B) in skeletal muscle mitochondria from 
control (open symbols and bar) and heat-stressed (closed symbols and bar) groups. Mitochondria 
(0.35 mg protein/ml) were incubated at 38° C in a assay medium [115 mM KCl, 3 mM Hepes, 10 mM
K2HPO4, 1 mM EGTA, 2 mM MgCl2 and 0.3% (wt/vol) BSA, 0.1μM nigericin (to collapse ΔpH) and 5 μM
rotenone (to inhibit complex-I), pH. 7.2], and 4 mM succinate was used to initiate the respiration. To 
measure the substrate oxidation and proton leak kinetics, state 4 respiration were titrated with sequential 
additions of FCCP (up to 0.6μM) and malonate (up to 3 mM) in the presence of 1.25μM oligomycin, 
respectively. To measure the phosphorylation kinetics, state 3 (in the presence of 100μM ATP, 20 mM 
glucose and 6 U/ml hexokinase) respiration was titrated with sequential additions of malonate (up to 1.5 
mM). The H2O2

 production rate was measured in the absence of rotenone. Values are means ± SE of 4 
replicates of individual mitochondrial measurements. *P<0.05 compared to control group.
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Fig. 6Aに示すように、ΔΨ－消費者であるプ
ロトンリーク反応は、いずれの膜電位において
も対照区と暑熱区の酸素消費速度には、ほとん
ど差が認められず、急性暑熱環境下では、プロ
トンリーク反応は変化しないことが明らかに
なった。ΔΨ－生産者である基質酸化反応は、
いずれの膜電位においても、その酸素消費速度
は暑熱区で対照区に比べ有意に高く、暑熱環境
下では電子伝達鎖における基質酸化能が増加す
ることが明らかになった。基質酸化ならびにプ
ロトンリーク反応曲線の右端の点は、state 4に
おけるミトコンドリアを示しており、いずれの
反応曲線においても暑熱区でこの膜電位が上昇
していることが明らかになった。ΔΨ－消費者
であるリン酸化反応は、解析曲線のうち低い膜
電位の箇所において、暑熱区でその酸素消費速
度が対照区に比べわずかに低下していたもの
の、反応曲線全体の差異は基質酸化のそれに比
べ非常に小さかった。
　両区で膜電位に差異が認められた state 4に
おける ROS産生を両区で比較したところ、暑

熱区で約2.3倍に増加することが示され（Fig. 
6B）、本結果は、急性暑熱曝露時に骨格筋ミト
コンドリアの膜電位と ROS産生がともに上昇
したとのこれまでの結果3）を再現した。したがっ
て、急性暑熱にともなう ROS産生の増加は、
膜電位上昇と密接に関係していることが強く示
唆された。さらに、暑熱環境下において、ΔΨ
- 消費者であるプロトンリーク反応には変化が
認められておらず、ΔΨ - 生産者である基質酸
化反応だけが上昇していたので、state 4におけ
る膜電位の上昇は、基質酸化反応の上昇によっ
て誘導されたと結論できる。
　さらに、暑熱環境下におけるミトコンドリア
ROS産生増加と膜電位上昇の関係をより明確
にするために、膜電位に対する ROS産生応答
を新たに調べた。すなわち、基質酸化およびプ
ロトンリークの解析時と同様の実験条件下にお
いて、ROS産生量を実測し、Fig. 7Aに示すよう、
x軸を膜電位、y軸を酸素消費速度、z軸を
ROS産生とした3次元空間に、膜電位、酸素消
費速度ならびに ROS産生の相互関係を図示した。
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Figure 7.  3-dimensional diagram showingΔΨ, 
oxygen consumption rate and ROS production 
(A), the kinetic response of the substrate 
oxidation (triangles) and proton leak (squares) 
toΔΨ(B), and the ROS production response 
of both kinetics toΔΨ (C), in skeletal muscle 
mitochondria from control (open symbols)
and heat-stressed (closed symbols) groups. 
ΔΨ, oxygen consumption rate and ROS 
production were measured under similar assay 
conditions. In all measurements, rotenone was 
omitted. Values are means ± SE of 4 replicates 
of individual mitochondrial measurements.
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　暑熱区では、前試験と同様に、基質酸化の増
大ならびに state 4における膜電位の上昇が認
められるが（Fig. 7B）、その ROS産生の膜電位
に対する応答は、対照区でも暑熱区でも膜電位
に依存していることが明らかで（Fig. 7A）、こ
れらの定量的関係は、Fig. 7Cで明確に示され
た。すなわち、基質酸化あるいはプロトンリー
ク反応に関わらず、いずれの区でもその ROS
産生は、膜電位の上昇に対して指数関数的に増
加し、同一膜電位における両区の ROS産生に
差異はほとんど認められなかった（Fig. 7C）。
さらにROS 産生が最も高くなった曲線の右端
の点（state 4）における ROS産生を両区で比較
すると、暑熱区でその膜電位が上昇している分、
ROS産生も有意に高いことが示された。これ
らの結果より、暑熱環境下におけるミトコンド
リア ROS産生の増加は、膜電位の上昇に強く
依存していることが示唆された。

3. 　ROS過剰産生の avUCPの関与
　著者らは、すでに、急性暑熱曝露された肉用
鶏の骨格筋において、哺乳類 UCP2および
UCP3のホモログである鶏特異的脱共役タンパ
ク質 avUCP（avian uncoupling protein）の発現が
低下することを明らかにしている3,12）。UCPは
ミトコンドリア内膜に局在し、ΔΨ - 消費者で
あるプロトンリークを担うタンパク質の一つで
ある13）。したがって、このタンパク質発現の低
下が、プロトンリークの低下やそれにともなう
膜電位上昇を誘導しているとすれば、ミトコン
ドリア ROS産生の増大に関与する可能性が考
えられた。事実、UCP3をノックアウトしたマ
ウスでは、Brandらによると酸化損傷が増加す
ること14）、また Vidal-Puigらによると、ミトコ
ンドリア ROS産生が上昇すること15）が報告さ
れている。したがって、急性暑熱にともない
avUCP発現が低下したため、プロトンリーク
が低下し、その結果、ROS産生が増加した可
能性も考えられる。そこで本試験では、暑熱曝
露された鶏の骨格筋ミトコンドリアにおける

avUCPタンパク質発現とプロトンリーク能にお
よぼす影響を調べた。
　これまでと同様に、3週齢雄肉用鶏骨格筋か
らミトコンドリアを単離し、プロトンリーク誘
導剤としてアラキドン酸ならびに UCP特異的
阻害剤として GDP（guanosine 5′-diphosphate）
をそれぞれ用いて、アラキドン酸によって誘導
されたプロトンリークのうち、どれだけが
avUCPに依存しているかを、暑熱区と対照区
の間で比較した。なお、本実験におけるプロト

ンリーク測定においては、複合体 Iに対する阻
害剤ロテノンは添加しないこととした。
　その結果、暑熱曝露にともない、骨格筋ミト
コンドリアでは、avUCPタンパク質発現が有
意に低下し（Fig. 8）、これまでのmRNAならび
にタンパク質発現レベルの結果3,12）と一致して
いた。Fig. 9より、アラキドン酸および GDP
が添加されていない状態でのプロトンリークす
なわち基礎プロトンリークは、いずれの膜電位
においても暑熱区で対照区よりわずかに低かっ
た。アラキドン酸誘導性のプロトンリークは、
両区でともに基礎プロトンリークより上昇した
が、暑熱区の上昇度は対照区のそれと比べ、低
いことが示され、アラキドン酸による脱共役作
用が暑熱曝露により小さくなっていることが示
されている。さらに、ここで GDPを添加して
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Figure 8.  Immunodetection of avUCP protein contents 
in skeletal muscle mitochondria isolated from 
control (open bar) and heat-stressed (closed 
bar) groups. AvUCP was detected by Western 
blot analysis of mitochondrial proteins (50μg) 
using anti-avUCP antibody. Values are means 
± SE of date from 4 replicates of individual 
mitochondria. *P<0.05 compared to control 
group. 
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求めた、アラキドン酸誘導性 GDP感受性プロ
トンリークは、対照区では検出されたが、暑熱
区ではほとんど認められなかった。したがって、
avUCPが介在するプロトンリークは、暑熱環
境下では明らかに低下することが示され、これ
は先に示したミトコンドリア avUCPタンパク
質発現の結果と一致していた。
これら暑熱曝露にともなうプロトンリークの変
化は、各反応曲線の右端の点の膜電位にも反映
され、基礎、アラキドン酸誘導性および GDP
阻害型プロトンリーク、いずれの反応曲線にお
いても、暑熱区で対照区より膜電位が高く維持
されることが認められた（Fig. 9）。以上の結果
より、暑熱環境下における avUCP発現の低下
は、ΔΨ - 消費者であるプロトンリークの低下
をもたらし、膜電位を上昇させることが実証さ
れ、avUCP発現低下にともなう膜電位の上昇
も、暑熱環境下における ROS産生増加の一因
となる可能性が示された。

おわりに
　家禽の暑熱ストレスに関する研究は、国内外
問わず古くから行われてきたが、現在までに、
その生産性低下を極小化する飼養技術は体系化
されていない。その理由の一つとして、暑熱ス

トレスの本質である酸化ストレスについての研
究がそれほど進展していなかったことが挙げら
れる。本研究では、急性暑熱環境下において誘
導される酸化ストレスが家禽の生産性低下の主
要因の一つであると考え、暑熱にともなうミト
コンドリア ROS過剰産生の発現メカニズムを
追究した。急性暑熱曝露された肉用鶏の骨格筋
ミトコンドリアでは、ROS産生は増加し、この
増加は電子伝達鎖による「基質酸化反応の増
大」、あるいは「avUCP発現の低下によるプロ
トンリークの低下」によって、ミトコンドリア
膜電位が上昇することにより誘導されている可
能性を明らかにした（Fig. 10）。
　これまで、酸化ストレス制御に関する研究の多

���

��

��

�2
�
FR

QV
XP

SW
LR
Q�
UD
WH
��Q
P
RO
�2
��P

LQ
�P

J�
SU
RW
HL
Q�

0HPEUDQH�SRWHQWLDO� ǻȌ��P9�

�� ������ ��� ���

,ĞĂƚ�ƐƚƌĞƐƐ

^ƵďƐƚƌĂƚĞ
ŽǆŝĚĂƚŝŽŶ�

�ǀh�W

WƌŽƚŽŶ�ůĞĂŬ
DĞŵďƌĂŶĞ
ƉŽƚĞŶƚŝĂů

ZK^

KǆŝĚĂƚŝǀĞ�ƐƚƌĞƐƐ

Figure 9. The kinetic response of basal (circles), 
arachidonic acid-induced (triangles) and the
GDP-sensitive  arachidonic  acid-induced 
(squares) proton leak toΔΨ in skeletal muscle 
mitochondria from contro (open symbols) and 
heat-stressed (closed symbols) groups. 4 mM 
succinate was used to initiate the mitochondrial 
respiration. Arachidonic acid and GDP were 
used to estimate  avUCP-mediated  proton 
leak. Values were represented as means ± SE 
of 4 replicates of individual mitochondrial 
measurements.

Figure 10. The mechanism underlying acute heat stress-
induced overproduction of mitochondrial ROS 
in skeletal muscle of birds.
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くは、抗酸化防御システムによる捕捉能力を高め
ることに焦点があてられ、暑熱ストレス低減のた
めの飼料資材の開発研究においても抗酸化物質
を中心にその候補物質が探索されてきた 16,17）。
本研究の結果から明らかなよう、ROS産生の
場でもある“ミトコンドリアの代謝制御”は、暑
熱にともなう ROS過剰産生を低減させるうえ
で、有効な手法であると考えられる。すでに、
著者らは、オリーブ油を肉用鶏にあらかじめ給
餌すると、急性暑熱にともなう avUCP発現低
下を抑制し、ミトコンドリア ROS産生や過酸
化脂質増大を低減することを例証している。ま
た、酸化的リン酸化に対する脱共役作用を有す
るアナカルド酸18） は、暑熱時のミトコンドリア
膜電位の上昇を緩和すると考えられるので、こ
の物質を含有する天然物カシューナッツ殻油
も、有効な飼料資材となりうる可能性がある。
　地球温暖化問題は、時間的・空間的広がりを
もった問題である。今後、この温暖化現象が、
家禽に対する夏期の気温上昇による生産性の低
下にも影響を与えていくことは明らかである19）。
鶏骨格筋ミトコンドリア ROSの過剰産生の発
現機序を明示した本研究成果は、肉用鶏ブロイ
ラー代謝特性の一端を実証しただけでなく、酸
化ストレスの制御を基盤とする畜産物生産シス
テムの確立に重要な情報を提供するものである
と考える。
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4.　 編集委員長より査読を委託された編集委員は、話題提供者等からの論文を査読し、著者に修正を求め、本研究

会報への掲載可否を判断する。 
5.　 原稿はコンピュータソフト（MS-Word、一太郎など）を用いて作成し、ファイル（E-mail 添付ファイル、FD

または CD-R）と A4 サイズの原稿一部と共に事務局へ提出する。図表は本文とは別ファイルとして作成し、
本文中には埋め込まない。図はモノトーンとする。電気泳動写真、顕微鏡写真などの原板は、鮮明なものを
添付する。図表を挿入する位置を本文左側の余白に朱書きで指示する。本文の句読点は“。 ”“、”を用いる。
本文中に数値および英文を記載する場合は半角で入力し、コンマ（，）、セミコロン（；）、コロン（：）、ピリ
オド（ . ）を適当な位置に挿入する。

イ）  評議員より推薦を受け、本研究会報への原稿執筆を了承した話題提供者は、編集委員長が指定した期日までに
原稿を事務局に提出する。

ロ）  原稿は原則として返却しない。
ハ）  原稿は簡易書留便で郵送する。
ニ）  原稿提出時に著者略歴（氏名、生年月日、学歴、職歴、専門分野）を添付する。 
6.　 原稿本文は原則として和文で書き、当用漢字を用いる。原稿は A4 サイズの用紙を用い、上下左右とも 2.5 cm

の余白を設け、35 字× 25 行の横書きとする。図表は A4 紙 1 枚に 1 表、1図を作成する。図の説明は、番号
順に別紙にまとめて記載する。一論文の原稿枚数は、図表、図の説明を含めて 25 枚以内（約 1500 字が刷り上
り 1 ページとなる）とする。本文には連続したページ番号を見やすい位置に記入する。行番号をページごとに
付け、左側の余白に記入する。

イ）  原稿には表題、著者名、所属機関名を和文および英文で明記する。ただし英文は 1ページ目の脚注に記す。
ロ）  特殊文字は用いず、ベタ打ちとし、原稿中には特殊文字などを赤字で明記する。
ハ）  引用文献は、本文中の関連箇所に肩つきで引用順に一連番号をつけ、番号はアラビア数字を用い片カッコで囲

む。受理済みおよび印刷中のものを除き、投稿中の論文は引用文献として用いない。
ニ）  引用文献が雑誌の場合の書き方は、著者名、年号、表題、雑誌名、巻：頁－頁 の順とする。
（例） 甫立京子・浜田龍夫・前田昭二　1995. 銅とビタミン Eのアマニ油含有飼料への添加が子豚臓器中の銅，

ビタミン Eと過酸化脂質に与える影響．日畜会報，66：142-148．
（例） Tomonaga S, Kaneko K, Kaji Y, Kido Y, Denbow DM, Furuse M. 2006. Dietary β－ alanine enhances 

brain, but not muscle, carnosine and anserine concentrations in broilers. Anim. Sci. J., 77:79-86.
ホ）  単行本の記載は、著者名、発行年、書名、引用頁、発行所、発行地の順とする。
　　分担執筆の場合は、所収の表題、編集または監修者名を加える。
（例） 糸川嘉則　1995．マグネシウム．33-48．光生館．東京．
（例） 板橋久雄　2006．ルーメンにおける栄養素の代謝．ルミノロジーの基礎と応用（小原嘉昭編），32-50．農

文協．東京． 
7.　 初校は著者が行い、文章、図表の改変や追加は原則として認めない。校正の時に著しい改変や追加によって生

じた費用は著者の負担とする。 
8.　 別刷りは著者に対し 50 部までを無料贈呈とし、それ以上については著者の実費負担とする。 
9.　 栄養生理研究会報サイズは A4 版とする。

（平成 7年 10 月 21日評議員会審議）
（平成 8年 4 月 20 日評議員会承認）
（平成 11年 10 月 30 日評議員会承認）
（平成 13 年 5 月 19 日評議員会承認）
（平成 15 年 5 月 10 日評議員会承認）
（平成 18 年 10 月 7 日評議員会承認）
（平成 19 年 3 月 28 日評議員会承認）
（平成 19 年 11 月 30 日評議員会承認）
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家畜栄養生理研究会役員（平成22年度）名簿

（名誉会員）（11 名）
安保　佳一（元岩手大学農学部） 新林　恒一（元家畜衛生試験場）
石橋　　晃（日本科学飼料協会） 津田　恒之（元東北大学農学部）
大木与志雄（元日本獣医畜産大学） 浜田　龍夫（元東京農業大学農学部）
川島　良治（元京都大学農学部） 本好　茂一（全国家畜畜産物衛生指導協会）
佐々木康之（元帯広畜産大学） 渡邉　泰邦（元信州大学農学部）
柴田　章夫（元日本大学農獣医学部）

（評 議 員）（33 名）
秋葉　征夫（東北大学教養教育院） △柴田　正貴（元畜産環境技術研究所） 
朝井　　洋（日本中央競馬会日高育成牧場） 佐野　宏明（岩手大学農学部）
阿部　　亮（畜産・飼料調査所　御影庵） 谷口　幸三（広島大学大学院生物圏科学研究科）
板橋　久雄（日本獣医生命科学大学） 寺田　文典（畜産草地研究所）
奥村　純市（元名古屋大学農学部） 豊水　正昭（東北大学大学院農学研究科）
押尾　秀一（元国際農林水産センター） 中川　二郎（豊橋飼料株式会社）
小堤　恭平（畜産技術協会） 長谷川　信（神戸大学農学部）
小原　嘉昭（明治飼糧水戸研究牧場） 林　　國興（鹿児島大学農学部）
加藤　和雄（東北大学大学院農学研究科） 左　　　久（環境リサイクル肉牛協議会）
加藤　清雄（酪農学園大学獣医学部） 日野　常男（明治大学農学部）
喜多　一美（岩手大学農学部） △藤原　　勉（三重大学特任教授）

◎木村　信煕（日本獣医生命科学大学） 古瀬　充宏（九州大学大学院農学研究院）
久米　新一（京都大学大学院農学研究科） 甫立　孝一（北里大学獣医学部）
小林　泰男（北海道大学大学院農学研究院） 松井　　徹（京都大学大学院農学研究科）
佐々木晋一（信州大学農学部） 松本　光人（畜産草地研究所）
菅原　邦生（宇都宮大学農学部） 元井　葭子（麻布大学獣医学部）
 矢野　秀雄（家畜改良センター）

 
 

（編集委員）（10 名）
○木村　信煕（日本獣医生命科学大学）  小林　泰男（北海道大学大学院農学研究院）
麻生　　久（東北大学大学院農学研究科） 古瀬　充宏（九州大学大学院農学研究院）
加藤　和雄（東北大学大学院農学研究科） 松井　　徹（京都大学大学院農学研究科）
喜多　一美（岩手大学農学部） 谷口　幸三（広島大学大学院生物圏科学研究科）
黒瀬　陽平（北里大学獣医学部） 豊水　正昭（東北大学大学院農学研究科）

◎会長　○ 編集委員長　△ 会計監事
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送付先・連絡先：日本獣医生命科学大学　応用生命科学部
　　　　　　　　家畜栄養生理研究会事務局
　　　　　　　　会長 ： 木村信煕
　　　　　　　　Tel ： 0422-31-4151
　　　　　　　　Fax ： 0422-33-2094
　　　　　　　　E-mail ： eiyoseiri@nvlu.ac.jp

（FAX・郵送または e-mail でお申し込み下さい）

※会費は 1年間（3月から翌 2月）で 1人／ 4,000 円です。
　事務局に御連絡いただければ、振込用紙をお送り致します。

入会を御希望の方が複数の場合にはお手数ですが、本申込書をコピーして下さいますよう 
お願いいたします。

家畜栄養生理研究会入会申込書

年　　　月　　　日入会

フリガナ

氏 名
男
女

勤務先名

勤 務 先
住 所

〒

T E L
（勤務先）

F A X
（勤務先）

e - m a i l
（勤務先）
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事務局に届け出ている勤務先および自宅住所等の変更がありましたら、ハガキに氏名（フリガナ）、
旧住所、新住所、会報発送先を明記の上、速やかにお知らせください。
なお、会費払込通知票の通信欄にもその旨をお書き添え下さい。

訃　　　報

　渡邉昭三 評議員が、去る2009 年 10 月 30 日に御逝去されました。茲にお知らせし、謹んで
御冥福をお祈りいたします。
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