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研究成果の概要（和文）：イヌとウシのインスリン様ペプチド 3（INSL3）の測定法を確立し、

雄動物の性成熟と加齢に伴う INSL3 分泌能の変化を調べるとともに、潜在精巣例の病態解析

や診断への応用について検討した。その結果、性成熟過程の血中 INSL3 濃度の変化はテスト

ステロンとは異なることが判明した。潜在精巣例の精巣ライディッヒ細胞の内分泌機能が低下

していると考えられる。さらに、精巣が陰嚢内に存在しない動物において、INSL3 を測定する

ことにより、精巣停留の予見が可能であることが示された。 
 
研究成果の概要（英文）：We established immunoassays for canine and bovine insulin-peptide 
3 (INSL3) and examined changes of the hormone secretion during sexual maturation and 
aging in male animals. We also analyzed the INSL3 secretion in cryptorchid cases to 
examine pathological condition and application to its diagnosis. As the results, the change 
of INSL3 concentration differed from those of testosterone during puberty. It is elucidated 
that endocrine function of testicular Leydig cells is reduced in cryptorchid cases. Also, it is 
suggested that retained testis can be predicted by measuring INSL3 in dogs without testis 
in scrotum. 
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１．研究開始当初の背景 
インスリン様ペプチド（INSL）3 は、リラ

キシン様因子あるいはライディッヒ・インス
リン様ペプチドとも呼ばれ、精巣に特異的に
発現するペプチドとして、1990 年代中頃に
発見された新しいホルモンである（Adham 
IM et al, J Biol Chem, 1993; Pusch W et al, 

Endocrinology, 1996）。INSL3 は精巣のライ
ディッヒ（間質）細胞から分泌され、ラット
やマウスでは胎生期の精巣下降作用（Nef S 
et al, Nat Genet, 1999）や性成熟後の精子形
成の維持作用（Kawamura K et al, Proc Natl 
Acad Sci USA, 2004; Del Borgo MP et al, J 
Biol Chem, 2006）を持つことが示唆されて
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いる。ヒトでは血中 INSL3 の免疫測定法が
開発され、妊婦の羊水中の INSL3 濃度は、
男児の場合は 12~14 週齢の時に最も高くな
り、その後分娩時まで減少するが、女児の場
合は検出限界以下の低値を示すことが報告
されている（Anand-Ivell et al, Human 
Reprod, 2008）。また、出生時に潜在（停留）
精巣を示す男児の臍帯血 INSL3 濃度は正常
男児に比べて低いことが示唆されている
（Bay et al, J Clin Endocrinol Metab, 
2007）。性成熟過程の男性の血中 INSL3 濃度
を測定した報告（Ferlin A et al, J Clin 
Endocrinol Metab, 2006）によると、INSL3
濃度はテストステロン濃度と同様に性成熟
過程で増加するが、INSL3 は性成熟終了後も
増加し続ける（30 才頃まで増加する）ことが
相違点であると述べられている。 

INSL3 の分泌調節は同じライディッヒ細
胞から分泌されるテストステロンとは異な
ることが報告されている（Sadeghian H et al, 
Mol Cell Endocrinol, 2005）。テストステロ
ンは下垂体前葉から拍動的に放出される黄
体形成ホルモン（LH）等によって即時に調
節され、その血中濃度は数時間内に著しく変
動するため、1 時点の検査で精巣内分泌機能
を検査することは困難とされている。それに
対して INSL3 は LH などの精巣機能調節因
子による急速な影響を受けにくいことがヒ
トやげっ歯類で報告されており、1 時点の血
中 INSL3 濃度がその動物個体のライディッ
ヒ細胞の数と機能を反映すると述べられて
いる（Ivell R et al, Human Reprod Update, 
2009）。 
 しかしイヌやウシなどの伴侶動物・産業動
物の血中 INSL3 の測定方法を確立した報告
は全く見当たらず、それら雄動物の性成熟過
程における血中動態や分泌調節、さらに精巣
疾患例の分泌能については全く不明である。 
 
２．研究の目的 
本研究では、イヌとウシの INSL3 の免疫

測定法を確立し、正常雄動物の性成熟と加齢
に伴う INSL3 分泌能の生理的変化を調べる
とともに、潜在精巣例における INSL3 分泌
能を解析して、その病態解析や診断への応用
について検討することを目的とした。 

 
３．研究の方法 
①ウシ INSL3 の酵素免疫測定法の確立 
 ウシの血漿 INSL3濃度を測定するための酵
素免疫測定（EIA）法を確立した。本測定系
にはウシ INSL3、ビオチン標識ウシ INSL3 お
よび抗ウシ INSL3モノクローナル抗体を用い
た。血漿中の INSL3 はトリフルオロ酢酸およ
びアセトニトリルを用いて抽出する方法を
用いた。EIA には抗マウス IgG 抗体を固相し
たストリップウェルを用いて、標準品の

INSL3 もしくは血漿サンプル中の未知量の
INSL3 と INSL3 抗体を反応させ、その後にビ
オチン標識 INSL3 を加えて非標識 INSL3 と競
合させた。洗浄後にペルオキシダーゼ標識ス
トレプトアビジンを加えて反応させ、洗浄後
にテトラメチルベンチジン液を加えて発色
させ、吸光度を測定した。 
 
②雄ウシの出生から性成熟後後までの血中
INSL3 の動態解明および潜在精巣例と正常例
の比較 
 1) 出生から幼齢期 

出生から幼齢期までの血中 INSL3とテスト
ステロン動態を調べるために、黒毛和種の正
常雄子ウシを用いて、0日齢（0ヵ月齢）、28
日齢（1ヵ月齢）、56 日齢（2ヵ月齢）、84 日
齢（3ヵ月齢）の各時点で血液を採取した。 
 2) 性成熟過程 

性成熟過程における血中 INSL3とテストス
テロン動態を調べるために、黒毛和種の正常
雄ウシを実験に用いて、3ヵ月齢から 22 ヵ月
齢の間で血液採取を行った。 
 3) 潜在精巣例 
潜在精巣例の血中 INSL3とテストステロン

濃度を比較するために、潜在精巣牛から血液
を採取した。 
上記のウシの血漿 INSL3濃度を①で確立し

た EIA 法で測定した。 
 
③イヌ INSL3の時間分解蛍光免疫測定法の確
立 
 イヌの血漿 INSL3濃度を測定するための時
間分解蛍光免疫測定（TR-FIA）法を確立した。
本測定系には、ヒトINSL3もしくはイヌINSL3、
ユーロピウム標識ヒト INSL3 および抗ウシ
INSL3 モノクローナル抗体を用いた。抽出お
よび測定法は前述のウシの EIA法と類似の方
法を用い、蛍光強度は時間分解蛍光測定装置
を用いて測定した。 
 
④雄イヌの性成熟および加齢にともなう血
中 INSL3の動態および潜在精巣例と正常例の
比較 
1) 性成熟前か老齢期 
性成熟前から老齢期までの血中 INSL3とテ

ストステロン動態を調べるために、性成熟前
から老齢期まで（4ヶ月～14 歳、n=89）の正
常な雄犬から血液を採取した。それらの正常
犬は、性成熟前（4～6ヶ月）、性成熟期（6
～12 ヶ月）、性成熟後（1～5歳）、壮齢期（5
～10 歳）および高齢期（10～14 歳） の 5つ
の年齢群に分類して、その動態を調べた。 
2) 潜在精巣例 
潜在精巣例の血中 INSL3とテストステロン

濃度を比較するために、潜在精巣犬から血液
を採取した。潜在精巣例の血中ホルモン濃度
は、一側性と両側性に分類して、正常犬およ



び去勢犬と比較した。 
 上記のイヌの血漿 INSL3濃度を③で確立し
た TR-FIA 法で測定した。 
 
４．研究成果 
①ウシの INSL3 の酵素免疫測定法の確立 
 ウシの血漿 INSL3 濃度を測定するための
EIA 法を開発した。まず、トリフルオロ酢酸
とアセトニトリルを用いて血漿からの INSL3
を抽出する方法を開発した。さらに EIA 法は
ビオチン標識ウシ INSL3、抗ウシ INSL3 抗体
およびウシ INSL3 標準品を用いて実施した。
これらの方法によりウシ血漿 INSL3濃度を測
定することが可能になった。本測定法の最小
検出濃度は 0.5 ng/mL で、測定可能な範囲は
0.5～20 ng/mL であり、本 EIA 法により、出
生から性成熟後までのオス牛の血漿 INSL3濃
度の動態を検出できることがわかった。 
 
②雄ウシの出生から性成熟後後までの血中
INSL3 の動態解明および潜在精巣例と正常例
の比較 

前項の①で確立したウシの血漿 INSL3 の
EIA 法を用いて、正常雄ウシの新生子から性
成熟後までの発育過程にともなう血中動態
を解析し、テストステロンのそれと比較した。
その結果、雄子ウシの血中 INSL3 濃度は出生
から 3ヵ月齢まで増加するが、その増加率は
テストステロンのそれよりも緩やかである
ことが示唆された（Fig. 1）。性成熟過程で
は、テストステロン濃度の上昇は性成熟期前
半までにほぼ完了するのに対して、INSL3 濃
度は性成熟期の後半から増加が開始し、性成
熟期以後も増加することが示唆された（Fig. 
2）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
潜在精巣牛の血漿 INSL3 とテストステロン
濃度を測定し、同年齢の正常牛と比較した。
その結果、潜在精巣牛の両ホルモン濃度は正
常例より低いが、去勢牛よりも高い値を示し
た。これらの結果から、潜在精巣牛の精巣ラ
イディッヒ細胞の内分泌機能は低下してい
る可能性が示唆された。さらに、精巣が陰嚢
内に存在しないウシにおいて、両ホルモンを
測定することにより、精巣停留の予知が可能
であることが示された。 
 
③イヌ INSL3の時間分解蛍光免疫測定法の確
立 
 トリフルオロ酢酸とアセトニトリルを用
いる抽出法により、イヌ血漿から INSL3 を高
率に回収できることを確認した。さらにイヌ
INSL3 の TR-FIA 法として、INSL3 標準品、ユ
ーロピウム標識ヒト INSL3 および抗ウシ
INSL3 マウス抗体を用いることで、測定感度
が 0.02 ng/mL で、測定可能範囲が 0.02～20 
ng/mL の測定法を開発することができた。 
 
④雄イヌの性成熟および加齢にともなう血
中 INSL3の動態および潜在精巣例と正常例の
比較 
 前項の③で確立したイヌの血漿INSL3のTR
－FIA 法を用いて、正常雄イヌの性成熟およ
び加齢にともなう血中動態を解析し、テスト
ステロンのそれと比較した。その結果、血漿
INSL3 濃度は性成熟前から性成熟期に増加し、
性成熟後に減少し、その後顕著な変化はみら
れなかった（Fig. 3A）。血漿テストステロン
濃度は性成熟前から性成熟期に一気に増加
し、その後顕著な変化はみられなかった（Fig. 
3B）。これらの結果から、雄イヌの血漿 INSL3
濃度は性成熟期に一過性にサージが起こる
ことが解明され、イヌの性成熟期過程におけ
る INSL3動態はラットと類似していることが



明らかになった。さらに、雄イヌの性成熟期
の INSL3とテストステロン動態の違いが示さ
れたことから、両ホルモンの分泌調節機構は
異なると考えられる。 

両側性潜在精巣犬の血漿 INSL3とテストス
テロン濃度は正常犬と一側性潜在精巣犬に
比べて有意に低かった（p<0.05）。また、INSL3
とテストステロン濃度は両側性停留精巣犬
で容易に検出されたが、去勢犬では検出され
なかった。以上の成績から、両側性潜在精巣
犬の血漿 INSL3とテストステロン濃度はとも 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
に正常犬および一側性潜在精巣犬よりも低
い値を示したことから、両側性潜在精巣犬の
精巣ライディッヒ細胞の内分泌機能は低下
していることが示唆された。また、両側性潜
在精巣犬の両ホルモン濃度は正常犬や一側
性潜在精巣犬より低いが、去勢犬よりも高い
値を示したことから、精巣が陰嚢内に存在し
ないイヌにおいて、両ホルモンを測定するこ
とにより、精巣停留の予見が可能であること
が示された。 
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