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研究成果の概要（和文）：若年女性では、オレイン酸の口腔内感受性が排卵前期でもっとも高く、月経周期性変
動を示すことが明らかになった。また、排卵前期に口腔内の脂肪酸受容体遺伝子発現が増加する可能性が示唆さ
れた。一方、中高年女性では、閉経前に比べ閉経後は口腔内オレイン酸感受性が低く、オレイン酸感受性と体脂
肪率との間には負の相関があった。しかし、脂質摂取量には月経周期性変動や閉経の影響は見られなかった。
卵巣摘出ラットへのエストロゲン補充は口腔への脂肪乳剤刺激で高脂肪食の摂取を抑制するが、胃内・静脈内投
与ではその作用は発揮されなかった。これにはエストロゲンによるコレシストキニン分泌促進の関与が示唆され
た。

研究成果の概要（英文）：We examined whether menstrual phases and menopause influence oral fat taste 
perception, fat preference, and fat intake in young and middle-aged women. Oral detection thresholds
 for oleic acid varied cyclically, with decrease in the periovulatory phase. In addition, menopause 
increased the threshold. These findings suggest that oral sensitivity to oleic acid varies depending
 on ovarian hormones.
In addition, we investigated the effects of estradiol replacement on high-fat diet intake via fat 
sensing pathway in ovariectomized (OVX) rats. In placebo-treated (Pla) rats, energy intake and body 
weight were increased after the high fat diet (HFD), while these were decreased in the 
estradiol-treated (E2) rats. Estradiol replacement suppressed the HFD intake of 30 min only after an
 administration of lipid emulsion to oral cavity. Plasma cholecystokinin (CCK) was increased in E2 
compared with Pla group. These results suggest that estradiol may inhibit HFD intake via CCK 
secretion in OVX rats.

研究分野： 生活健康科学、環境生理学、循環内科学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
近年，食生活の欧米化による脂質摂取量の

増加は、肥満やメタボリックシンドロームな
どの生活習慣病の原因となっている。女性は
同年代の男性に比べてこれらの罹患率が低い
が、閉経後には腹部内臓脂肪の蓄積に伴い罹
患率が増加する。雌性ラットでも、卵巣摘出
により摂食量が増加し脂肪蓄積による体重増
加が起こるが、エストロゲン補充により改善
する。我々は、糖・脂質代謝に対するエスト
ロゲン作用として、卵巣摘出ラットへのエス
トロゲン補充がインスリン抵抗性を改善し、
骨格筋のエネルギー代謝に寄与する AMP キナ
ーゼの活性化を促進すること、中年女性にお
いて、閉経後では閉経前に比べ精神性ストレ
スや高血糖による血管機能低下が顕著である
ことを報告した。 
一方，遊離脂肪酸を天然のリガンドとする新

たな Gタンパク質共役受容体（GPR）ファミリ
ーが発見され，脂肪酸がシグナル伝達物質と
して働くことが明らかになった。GPR120 ノッ
クアウトマウスの機能解析やヒトにおける遺
伝子解析結果により，GPR120 は全身の糖・脂
質代謝を制御する脂質センサーであると報告
された（Ichimura A et al. Nat, 2012）。 
我々は、閉経モデルの卵巣摘出ラットでは、

高脂肪食を投与しても摂食量は変化せず、こ
のためエネルギー摂取量が増大し、体重が増
加することを確認している。しかし、エスト
ロゲン補充を行うと、高脂肪食投与下におい
て摂食抑制が強く起こり、摂食効率の低下も
加わって体重はむしろ一過性に減少した。さ
らに、卵巣摘出ラットに対して普通食と高脂
肪食の自由選択摂食を行わせると、高脂肪食
を選択するという脂質嗜好性の増大が見られ
たが、エストロゲン補充を行なうと脂質嗜好
性が著しく低下することを観察した。これは、
エストロゲンが脂質代謝に影響を与えること
と密接に関連している可能性がある。しかし、
エストロゲンの脂肪摂食抑制作用およびその
メカニズムについてはほとんど分かっていな
い。 
２．研究の目的 
女性ホルモンであるエストロゲンには抗肥

満作用がある。その機序として、エストロゲ
ンは摂食中枢への直接作用、あるいは糖・脂
質代謝を介した間接作用によって摂食を抑制
していると考えられる。最近、脂肪酸トラン
スポーターの CD36、あるいは GPR40 や GPR120
が遊離脂肪酸を内因性のリガンドとし、口腔
内・消化管・脂肪組織において脂質センサー
として機能することが分かってきた。本研究
は、女性において、月経周期や閉経によるエ
ストロゲン濃度の変化が脂質代謝や脂肪酸の
味の感受性に影響を与え、脂質嗜好性を調節
して、摂食を制御する可能性を検討した。さ

らに、卵巣摘出ラットにおける高脂肪食誘発
性肥満がエストロゲン補充により改善する機
序として、口腔及び消化管の GPR や CD36 など
の脂質センサーを介したエストロゲンの摂食
抑制作用が関与する可能性について詳細に検
討した。 
３．研究の方法 
（1）女性における口腔内脂肪酸の味の感受
性・脂質嗜好性に対する月経周期や閉経の影
響 
健康な若年女性（20-25 歳）及び閉経前後の
中年女性（45-55 歳）を対象とした。若年女
性と閉経前中年女性においては、月経周期の
うち、月経期、排卵前期、黄体期中期、黄体
後期の 4期に、12 時間の絶食後に採血を行な
うと共に、オレイン酸の濃度を変えたサンプ
ル溶液を用い、全口腔法にて、3肢強制選択
法による脂肪酸の味の閾値を調べ、感受性を
評価した。加えて、パン・バター・スープを
自由摂取させ、エネルギー摂取量を測定する
とともに、脂肪エネルギー比によって脂質嗜
好性を評価した。さらに、脂肪酸の感受性試
験の前日と翌日に食事・活動量調査を行い、
日常生活でのエネルギー摂取量、脂肪エネル
ギー比、栄養バランスを調査した。また、閉
経後女性では、任意の 1日に同様のプロトコ
ールにて測定・調査を行った。 
なお、得られた血漿を用いて、高比重リポタ

ンパク質（HDL）、低比重リポタンパク質（LDL）、
中性脂肪、遊離脂肪酸、グルコース濃度を測
定した。さらに、エストラジオール、プロゲ
ステロン濃度などの測定を加える。以上の結
果より、女性において、口腔内脂肪酸感受性、
脂質嗜好性、脂質摂取量における月経周期、
加齢、閉経の影響を明らかにし、口腔内の脂
肪酸センシングと摂食との連関から見たエス
トロゲンの作用について検討した。 
（2）雌性ラットにおけるエストロゲンの脂肪
摂食調節作用 
雌性ラットに卵巣摘出やエストロゲン補充を
行い、高脂肪食投与下でエストロゲンのエネ
ルギー摂取量、脂質代謝、摂食関連ペプチド、
脂質嗜好性に対する調節作用について検討し
た。 
①高脂肪食投与下のエネルギー摂取量に及ぼ
すエストロゲンの影響 
実験にはウィスター系雌性ラットを使用し、9
週齢で両側卵巣摘出術群を実施した。卵巣摘
出後、13 週齢で偽薬（Placebo）を補充した
Pla 群、及び 17β-estradiol ペレット 1錠を
頸部皮下に埋め込む E2（1錠）群、2錠補充
した E2（2錠）群に分けた。この 3群に対し
て、それぞれ高脂肪食投与群と普通食投与群
に分け、最終的には、合計 6群に分けた。普
通食群には固形飼料（脂肪エネルギー比13％）
を、高脂肪食群には、高脂肪飼料 (脂肪エネ



ルギー比 58％)を与えた。 
卵巣摘出術後、摂食量、飲水量を週に 6回同
時刻に測定した。また、体脂肪率も経時的に
測定した。 
②高脂肪食投与による脂質代謝の変化におけ
るエストロゲンの作用 
上記6群は17週齢にて麻酔下で心腔内採血

後、安楽死させ、腹部内臓脂肪組織（腸間膜
脂肪、腎生殖器周囲脂肪、後腹膜脂肪）と鼡
径部皮下脂肪組織湿重量を測定した。さらに、
肝臓、腸間膜脂肪、腓腹筋、舌、胃、上部小
腸などを摘出した。血漿・組織は直ちに液体
窒素で凍結させ、－45℃で保存した。摘出し
た臓器は、肝臓、腸間膜脂肪、腓腹筋のアセ
チル CoA カルボキシラ―ゼ（ACC）とリン酸化
ACC（pACC）、脂肪酸合成酵素（FAS）、カルニ
チンパルミトイル トランスフェラーゼ 1型
（CPT-１M）などのタンパク質・遺伝子発現を
ウェスタンブロット法・RT-PCR 法を用いて測
定した。 
さらに、凍結保存した血漿を用いて、エス

トラジオール、プロゲステロン、活性型グレ
リン、グルカゴン様ペプチド 1(GLP-1)、コレ
シストキニン(CCK)などを測定した。さらに、
HDL、LDL、中性脂肪、遊離脂肪酸、グルコー
スなどの測定を加えた。 
③高脂肪食と普通食の自由選択摂食に対する
エストロゲンの影響 
卵巣摘出していない正常な雌（Sham）群、

Pla 群、E2（1錠）群の 3群に対して、普通食
と高脂肪食を自由に選択して摂食させる“自
由選択摂食”を 4週間行なった。 
Pla群とE2群には9週齢で卵巣摘出を行い、

13週齢で各ペレット皮下投与と自由選択摂食
を開始し、摂食量、飲水量を毎日測定した。
17 週齢に②と同様の方法で、腹部内臓脂肪組
織と皮下脂肪組織湿重量を測定した。さらに、
肝臓、腸間膜脂肪組織、腓腹筋を摘出し、－
45℃で保存した。後日、ACC、pACC、FAS、CPT-
１Mなどの蛋白質発現を Western blot 法によ
り測定した。 
凍結保存した血漿を用いて、エストラジオー
ル、HDL、LDL、中性脂肪、遊離脂肪酸、グル
コースなどの測定を加えた。 
④エストロゲンの口腔・消化管の脂肪酸受容
体（CD36 や GPR120）を介した脂肪摂食抑制作
用 
Pla 群と E2群に脂肪乳剤の経口・胃内投与

および留置カテーテルによる静脈内投与を行
い、その後の高脂肪食の摂食量を測定した。
実験終了後に、心腔内採血と舌上皮、胃、上
部小腸粘膜の摘出を行った。得られた血漿の
GLP-1、CCK など摂食関連ホルモンの変化を調
べ、エストロゲンの影響について検討した。
また、舌・消化管粘膜サンプルを用いて、
CD36・GPR120 タンパク質や遺伝子発現をウェ

スタンブロット法・RT-PCR法により測定した。 
 
４．研究成果 
（1）女性の脂質摂取における月経周期・閉経
の影響 
①若年女性における口腔内脂肪酸の感受性・
脂質嗜好性・脂質摂取量に対する月経周期の
影響 
若年女性 16 名を対象に月経期・排卵前期・

黄体中期の 3期で、オレイン酸の口腔内閾値
から評価した脂肪酸の味の感受性は月経周期
性に変動した。特に血中のエストロゲンのみ
が高濃度である排卵前期では、黄体中期に比
べてオレイン酸の味の感受性が増加した。ま
た、キャノ―ラ油添加スープにより測定した
脂肪嗜好性は、排卵前期では黄体期に比べて
低値を示す傾向があった。さらに、自由摂食
および実験前後 3日間の食事調査により、排
卵前期では脂肪摂取量が減少する傾向が示さ
れた。 
また、若年女性 21 名を対象に月経期・排卵

前期・黄体中期に、月経前である黄体後期を
加えた 4期で同様の実験を行った。口腔内オ
レイン酸閾値、脂肪嗜好性・脂肪濃度ランキ
ング試験を実施した結果、口腔内オレイン酸
感受性の月経周期性変動が認められ、排卵前
期は黄体期後期に比べて脂肪酸感受性が増加
した。さらに、頬粘膜の CD36 遺伝子発現は排
卵前期で他の時期よりも高値を示し、エスト
ロゲン受容体αとの間に正の相関があった。
しかし、脂肪嗜好性や脂質摂取量には 4期で
有意な変化は見られなかった。 
②中高年女性における口腔内脂肪酸感受性・
脂肪嗜好性・脂質摂取量に対する閉経の影響 
中高年女性（閉経前 9名、閉経後 11 名）を対
象に、口腔内オレイン酸閾値、脂肪嗜好性を
測定し、脂肪濃度ランキング試験を実施した
結果、閉経後女性は閉経前女性に比べ、口腔
内オレイン酸感受性が低値を示すことが分か
った。しかし、脂肪嗜好性には差がなかった。
また、自由摂食および実験前後 2日間の食事
調査により脂質摂取量にも両群で差はなかっ
た。一方,体重は同程度であったが、体脂肪率
は閉経後女性の方が高い値を示した。また、
口腔内オレイン酸の閾値と体脂肪率の間には
負の相関関係が認められた。従って、閉経は
口腔内オレイン酸閾値を低下させ、体脂肪率
を増やす可能性が示唆された。しかし、脂質
摂取量との関係は明らかではなかった。 
（2）雌性ラットにおけるエストロゲンの脂質
代謝を介した摂食調節作用 
①高脂肪食投与下のエネルギ－摂取量に及ぼ
すエストロゲンの影響 
普通食では、E2群では、エネルギー摂取量の
減少に伴う体重減少が見られた。このエスト
ロゲンの摂食抑制作用は高脂肪食投与下では



より強く、一過性に体重減少したのに対し、
Pla群ではエネルギー摂取量が増え、腹部内臓
脂肪の増加による体重増加を引き起こした。 
②高脂肪食投与による脂質代謝の変化におけ
るエストロゲンの作用 
普通食では、Pla 群に比べ E2 群において、

腸間膜脂肪組織の ACC、pACC、CCPT-１M タン
パク質発現量が増加していた。一方、高脂肪
食の短期投与（72 時間）では、Pla 群で ACC
が低下した。また、E2 群では腸間膜の ACC の
低下、腓腹筋の FAS の低下が見られ、脂肪酸
合成が抑制されたと考えられた。さらに、長
期投与（4 週間）では、肝臓や腸間膜脂肪組
織の ACC、FAS が減少し脂肪酸合成が抑制され
た。また、脂肪組織においてエストロゲン補
充は普通食、高脂肪食ともに pACC,CPT1 を増
加させ、β酸化を促進すると考えられた。  
すなわち、エストロゲンは卵巣摘出ラット

の高脂肪食誘発性肥満を抑制したが、短期的
には、脂肪組織・骨格筋の脂肪合成系酵素の
減少と長期的には肝臓・脂肪組織の脂肪酸酸
化系酵素の増加によることが判明した。 
なお、血中活性型グレリンおよび胃のグレ

リン受容体には高脂肪食やエストロゲンは影
響しなかった。 
③高脂肪食と普通食の“自由選択摂食”に対
するエストロゲンの影響 
Sham 群、Pla 群、E2 群のラットに 4週間、

高脂肪食と普通食を自由に摂食させた。Pla
群は高脂肪食、E2 群は普通食を嗜好し、前者
は腹部内臓脂肪量・体重の増加、後者は減少
を示した。 
（3）雌性ラットにおけるエストロゲンの口腔
・消化管における脂肪酸センシングを介した
摂食調節作用 
①口腔内、胃内、静脈内への脂肪乳剤投与に
よる脂肪摂食抑制に対するエストロゲンの作
用 
卵巣摘出ラットを用い、胃内ゾンデ、留置

カテーテルを介して口腔・胃・上大静脈へ脂
肪乳剤（イントラリポス）を投与し、その後
30分間の高脂肪食摂取における抑制効果を
Pla群とＥ2群で比較した。その結果、エスト
ロゲンは口腔内の脂肪乳剤刺激で高脂肪食の
摂食抑制を増大させるが、胃内・静脈内投与
ではその作用が発揮されないことが示唆され
た。 
②脂肪酸受容体 CD36、GPR40・120 の発現にお
けるエストロゲンの作用 
舌粘膜の CD36 遺伝子発現、GPR120 タンパク

質発現、上部小腸粘膜の GPR120 タンパク質発
現量には Pla 群と E2 群の間に差がなかった。 
③口腔内脂肪乳剤刺激後の血漿GLP-1・CCKの
変化 
血漿GLP-1濃度は、安静時レベルに両群間の

差はなかったが、摂食開始後30分目ではE2群

でのみ上昇した。また、血漿CCK濃度は両群と
も30分目に増加したが、E2群では増加反応が
大きく、エストロゲンの摂食抑制作用におけ
るCCK/GLP-1の関与が示唆された。 
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