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ヒツジの採食量と消化管運動に及ぼすコレシストキニンー8

　　　　　　　およびガストリンー1投与の影響

上野孝志・大谷文博1）

　　家畜育種繁殖部

1）北海道農業研究センター

要　　約

　ヒツジの採食量と消化管運動に及ぽす外因性の消化管ホルモン，コレシストキニンー8（CCK－8）およ

びガストリンー1投与の効果について調べた。

　採食量は，給飼開始後10分以内では消化管ホルモン投与によって生理食塩水投与（対照）の47～67％に抑

制されたが，その後は代償的に増加する傾向が認められた。4時問の採食総量は，有意ではないが対照と比

べて消化管ホルモン投与で幾分少なめであった。

　第四胃運動では，CCK－8およびガストリンー1投与の約1～2分後には活動電位群が消失したが，その

抑制効果の持続時間は投与量の多いほど長く，用量反応を示した。また，抑制解除後の第四胃運動の頻度は，

生理食塩水投与の約1．5倍程度まで急激に増加した後，徐々に投与前の水準にまで戻った。一方，第一胃運動

では，それらの投与によって運動抑制は認められるものの，明確な用量反応は認められなかった。また，十

二指腸では明確な活動電位群は観察されなかったが，生理食塩水投与と比べて消化管ホルモンの投与によっ

て活動電位の発生が抑制される傾向が認められた。

　CCK－8およびガストリンー1の第四胃運動抑制効果には明確な差異が認められなかったが，ガストリ

ンー1の第一胃運動抑制効果はCCK－8に比べて大きく，両消化管ホルモンに対する消化管運動の反応性は

消化管の部位で異なる傾向を示した。

キーワード＝ヒツジ，CCK，ガストリン，採食量，消化管運動

緒　　言

　栄養摂取に関わる採食量調節は，家畜の生命や生産性

の維持にとって重要な生理的機能であるが，そこには中

枢レベルでは視床下部等が，末梢レベルにおいては消化

管や肝臓等が関与し，さらに自律神経系や血液をはじめ

とする体液が情報伝達系として関与する複雑な機構であ

る。

　一つのモデルでは，末梢の伸展受容器や化学受容器等

からのシグナルが求心性神経路経由で中枢に伝達され，

採食行動の抑制や促進が引き起こされるとされている。

2002年4月12日受付

例えば，消化粥の消化管への流入によって消化管が物理

的に拡張したり，消化粥中のアミノ酸や脂肪酸によって

消化管ホルモンの分泌が引き起こされることにより採食

行動が抑制されると考えられている5）。とくに，消化管

ホルモンの一種であるCCKやガストリンは，多くの動物

種で採食量を低下させ4・9・・6），短期の飽食因子として作用

することが知られている。これら腸管ペプチドは末梢

（消化管）だけではなく中枢（脳）にも存在することが

明らかにされているが，それらの作用機序についてまだ

十分には明らかにされていない19）。

　哺乳類の消化管運動に対するCCKやガストリンの作用

は，平滑筋に対する弛緩作用で，その効果は消化管の部

位によって異なることも報告されている。Grovum6）は，
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ヒツジの第二胃運動と採食量に及ぼすCCKやガストリン

など数種の消化管ホルモンの作用を調べ，いずれも抑制

効果のあることを報告している。また，McLeayと

Wong11）はin　vitroの実験で，反すう動物の4つの胃の運

動はガストリン様ペプチドに対して，それぞれ異なる反

応と感受性を示すことを報告した。一方，十二指腸運動

については，CCKの促進作用を認めた犬での報告11）と

促進作用とともに抑制作用も認めたラットでの報告7）が

ある。

　本報告では，ヒツジにおける消化管ホルモンCCKおよ

びガストリンの影響を明らかにするため，それらの合成

品であるCCK－8およびガストリンー1を外因性に投与

して採食行動と消化管運動への影

▼

a

響を調べるとともに消化管運動の

反応性の部位差について考察した。

材料および方法

　供試動物：実験には日本コリデ

ール種の去勢雄3頭（体重は約

40kg）を用いた。実験に先立ち消

化管各部位への電極の装着手術を

行った。ヒツジはペントバルビタ

ール麻酔下（40mg／kg体重）で左

側横臥に保定し，塩酸プロカイン

で局所麻酔を行った後，最後肋骨

近傍を開腹して消化管を露出し，

図1に示した第一胃の背嚢部，第

四胃および十二指腸の中央部にそ

れぞれ針電極（単極）2本を一組

として約1cm間隔で筋層に刺し，

脱落を防ぐため縫合糸で周囲に固

定した。針電極にはステンレス製

の釣針を細工して先端部以外をカ

シューで絶縁したものを用いた。

電極に接続した各リード線はまと

めて腹腔壁の数ヵ所に固定し，そ

の先端を右側脇腹の皮膚表面に露

出させた。実験には手術後二週間

以降の回復を待って供した。

　ヒツジは，術後より室温20℃，

湿度60％一一定に調節されたズートロ

ン内の環境実験室・）に設置した個体

ケージに収容し，飼料はイタリア

ンライグラスの乾草ウエファーの

凸o

70

d
▼

b

　』o
の
τ50
蛍

．日

宝辱o
£

　30

～口

10

D

C

▼

e

Figure1．Schema琶c　diagram　of　ruminant　stomach　and　duode－

　　　num：a，nlmen；b，reticulum；c，omasum　l　d，aboma－

　　　sum；e，duodenum；Electrodes　were　place〔1in　each
　　　part　of　digestive　organ（▼）

α臆ol（sa且ine）

70

口

1
10

50
1
』0

』口　　　上05　0

1　　　　1　1
75　　　EO己隔0

CCK－8（0，375μ91kgBW）

（9）

1000

呂。。碧

　望
』00℃

　展
叩o望
　窟
　ヲ～oo暮

口

70

』口

薩翻Fe。dintake

匿覇Cumulativefeedintake

』〔｝

（5〔i
切

蛍鴨ロ
．日

宝ヨ0
£

　～0

1D

口

7D

』口

（50
θ

卸D
．日

唱
oヨロ
仙

　～0

10

0

O
I
｝o

　　　　　10口〔｝50

麟1　　　　　品日0　“口

　　　　　』日ロ　ヨ0

　　　　　叫00　20

　　　　　～00　10

　　　　　0　　　0
50　』0　　　　エ05　0
1　　1　　　　1　1
』0　　75　　　1～0～榛0

Gastrin－1（1．06μg！kgBW）

CCK－8（0，75μg！kgBW）

o
I
上口

工OD口

』0　　　　エロ5　0

1　　　　i　I
75　　　　1E≡02叫0

70

』0

工00D　50

ヨロ

1
』o

凸00　叫0

』巳ロ　ヨロ

叫ロロ　己口

己ロ0　　10

min　after　inj㏄tion

0　　　0

10

O

10

　　　　　　　⑳　　　　　　　ロ　　　　　らロロ　　ひ
　　　　　　　蛍
　　　　　　　．日　　　　　』o口
　　　　　　　宝
　　　　　　　載
　　　　　弓00　　0
　　　　　　　〉　　　　　　　’口　　　　　　　お　　　　　　　ぽ　　　　　抑　冒
　　　　　　　δ
　　　　　050　　』O　　　IO5　0

1　　1　　　　1　1
』0　　 75　　　　上己0　2L｝0

Gastrin－1（2，12μg／kgBW）

工000
　　働

撫1　　　　　　　ひ　　　　　凹o望
　　　　　　　．日
　　　　　』ロロ　『
　　　　　　　8
　　　　　　　の　　　　　　　ン　　　　　略00　冒
　　　　　　　お　　　　　　　冒
　　　　　～ロロδ

　　　　　o50　』0　　　エ05　0
　1　　1　　　　1　1

』0　　75　　　玉～02㌧O

min　after　inj㏄tion

1殺gure2．E旋ctsofexogenousinjecdonsofCCK8andGastrin－lonfeedin亡ake，



上野・大谷：ヒツジの採食量と消化管運動に及ぽすコレシストキニンー8およびガストリンー1投与の影響 3

みを一日4時間（10：00－

14：00）給与した。飲水と鉱

塩は自由に摂取させた。

　測定：顎運動は，実験直前

に左側咬筋に単極のステンレ

ス針電極一対を留置し，また，

消化管運動は，第一胃，第四

胃および十二指腸の各部位

（図1）へ装着された電極の

リード線を生体アンプ（AB・

820G，日本光電）に導き，筋

電図波形をオシログラフで確

認しながら感熱式記録計

（WT－685G）のチャート上に

記録した。これら筋電図の記

録は，飼料給与中の4時間連

続して行った。消化管運動の

頻度は，筋電図上に記録され

る単位時間（5分）当たりの

活動電位群（バースト）の出

現頻度からもとめた。

　投与した2種類の消化管ホ

ルモン，合成CCK－8（蛋自
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Figure3．Typical　electromyographic　activities　of　rumen，abomasum　and　doudenum　after

　　　saline，CCK8and　Gastr玉n－I　injections．

研究所，大阪）およびガストリンー1（シグマ，USA）

は，それぞれ1m1の生理食塩水に溶解し，CCK－8は

0．375および0．75μg／kg体重，ガストリンー1は1・06およ

び2．12μg／kg体重を，また，対照には生理食塩水のみを

投与した。これらは給飼と同時に頚静脈より注射筒で一

回投与した。採食量は，給飼後より1時間は10分おきに，

1～2時間は15分おきに測定し，さらに4時間後に測定

した。なお，それぞれの投与実験は処理の影響を考慮し

て隔日に行った。

　得られたデータの統計処理はt一検定によって行った。

結　　果

　採食量：採食行動の抑制は，CCK－8およびガストリ

ンー1の投与後1～2分以内に現れた。それまで継続し

ていた採食行動が途切れ，頭部をもたげて周囲を見渡し

戸惑いをみせる行動を示した。図2にこれら消化管ホル

モン投与による採食量の変化を示した。給飼開始から10

分間の採食量は，生理食塩水投与と比べて消化管ホルモ

ン投与ではその投与水準に関わらず有意（p〈0．01）に減

少した。生理食塩水投与と比較したその抑制の程度は，

47～67％であったが，この10分間の採食抑制には，明確

な用量反応は認められなかった。ガストリンー1の2。12

μg投与を除いた他の投与水準では，投与後10～30又は

40分の間に代償的な採食量の増加が認められた。また，

両消化管ホルモンの投与は用量反応的に採食総量を減少

させ，対照と比較したそれらの減少割合は，CCK－8が

10％，13％，ガストリンー1が9％，15％であったが有意

差は認められなかった。

　消化管運動1顎運動と消化管各部位について得られた

筋電図を図3に例示した。CCK－8の投与は顎運動を抑

制したが，ガストリンー1投与では抑制効果はぼとんど

認められなかった。

　第一胃では生理食塩水投与で，15～20秒間隔で2つの

タイプの運動（A運動およびB運動・））が認められた。

消化管ホルモンの投与により，活動電位群の発生が抑制

された。

　第四胃では明確な棘波状の活動電位群が認められ，そ

の頻度は生理食塩水投与で10秒前後の問隔をおいて毎分

5～6回であった。両消化管ホルモンの投与によって第

四胃運動は抑制された。すなわち，活動電位群の発生頻

度は消化管ホルモン投与後1～2分以内に抑制が始ま

り，その抑制はCCK－8では21～22分間，ガストリンー
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1では32～33分問にわたって継続した。これら抑制の持

続時間には用量反応が認められた。

　十二指腸で得られたの活動電位は微弱で明確ではなか

ったが，両消化管ホルモンの投与によって抑制される傾

向が認められた。

　第一胃および第四胃における活動電位群の発生頻度を

図4に示した。生理食塩水投与での頻度は，第一胃で約

10～15回／5分，第四胃で約20～25回／5分で，第一胃

および第四胃の活動電位群の発生頻度に及ぽす生理食塩

水投与の影響は全く認められなかった。一方，ホルモン

投与の影響については，第一胃運動ではCCK－8よりガ

ストリンー1の方が抑制効果が大きいが，第四胃運動で

は両ホルモンの抑制効果に大きな差は認められなかっ

た。

　消化管ホルモンの効果の消失により，抑制されていた

胃運動も再び回復に向かうが，第四胃においては一過性

に対照よりも大きく増加する著しいリバウンドが認めら

れた。その程度は投与量によって異なり，いずれのホル

モンにおいても用量の少ない処理では投与後1時間以内

に対照とほぽ同じ水準まで回復したのに対し，多用量の

投与では1時間では回復せず，対照の1．2～1。5倍の胃運

動増加を示した。一方，第一胃においてはCCK－8，ガ
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ストリンー1ともに消化管運動を抑制するものの用量反

応は明確ではなく，抑制解除後のリバウンドも認められ

なかった。

考　　察

　消化管ホルモンの頸静脈投与後，2～5分以内に採食

行動が中断し，座り込むなど餌に対して関心を示さなく

なることをEbenezerら2）が豚で報告している。我々も，

同様な行動を投与1～2分後に認めた。また，かれらは

CCKの拮抗剤であるMK329が用量反応的にCCKの採食

抑制効果を減じるとともに行動面でのCCKの影響も抑え

ることを報告した。近年，CCKの神経調節物質としての

機能の一つとして，ヒトでの恐慌障害への関与が示唆さ

れている19）。すなわちラットでの実験結果からCCKが海

馬にある錐体神経細胞の興奮を誘発することで不安感が

惹起されるという説であるが，今回，不安感と関連のあ

る血圧や心拍数などの生理諸元について調べていないの

で，観察された行動面での変化がこのようなCCKの神経

作用によるものかどうかは不明である。

　CCK－8投与によって咀噛（顎運動）の抑制が認めら

れたのに対して，ガストリンー1投与では抑制が認めら

れなかった。これは図2に示した採食量の抑制と矛盾し

ているようであるが，咀咽時間が長く嚥下が遅延したこ

とが採食量の抑制につながったと思われる。消化管ホル

モンによって咀咽の停止と咀噛時間の延長という採食行

動に及ぼす影響が異なるとすれば興味深い点であるが，

他にこのような既報もなく例数も少ないので，今後行動

面からの検討が必要と思われる。

　採食量と消化管運動には因果関係があると思われる

が，採食量の低下が図3のような急激な消化管運動低下

の直接の原因になるとは考えにくい。実際，4時間の飼

料給与後に餌槽中の飼料を除去することによって採食行

動を強制的に終了させても，消化管ホルモン投与時のよ

うに消化管運動が直ちに低下することはない。消化管ホ

ルモンによる消化管運動の低下，すなわち，胃から下部

消化管への食粥流出の遅延（gastric　emptying　rate）が

採食量を低下させていると考える方が妥当である。

　Westら18）は，ラットに対して腹腔内へのCCK－8の

連続投与を行ない，採食総量では対照区との間に差を認

めなかったが，1採食（mea1）当たりの採食量の減少と

採食頻度の増加という行動面での差異を報告している。

われわれは，供試したヒツジの採食行動を数値化して調

べていないので客観的なデータとしては示せないが，行

動観察からは消化管ホルモンの抑制効果が持続している

問は，採食の中断を頻繁に認めた。このことは採食頻度

の増加と1採食当たりの採食量の減少をうかがわせるも

のである。

　我々の実験では，消化管ホルモン投与後1～2分以内

のほぽ同時に採食行動の抑制と消化管運動の抑制が観察

された。常温下における成ヒツジの心拍出量（毎分）を

約8917）として，循環血液量の推定値（体重×7％→約

2，8C）から試算すると，頸静脈投与された消化管ホル

モンは大動脈経由で体内循環に入り，1分以内にはすで

に末梢受容体付近に到達していると予想される。

　このような消化管ホルモンの末梢投与後，極く短時間

でほぼ同時に消化管運動と採食行動の抑制が現れること

の解釈として，次のような推論ができる。すなわち，

CCK－8の側脳室投与では採食行動の抑制開始が投与後

15分と遅いこと1）や，CCK－8は血液脳関門を通過でき

ないこと20），また，横隔膜下迷走神経切断は，腹腔内投

与されたCCKの採食抑制効果を阻止する10）ことなどか

ら，消化管や肝臓等の末梢臓器に存在する受容器から中

枢への求心性シグナル伝達が採食行動の抑制により大き

く関与している可能性が推測される。

　CCKの末梢作用に関連してRaybould　and　Tache14）は，

ラットを用いてCCK－8による消化管運動の抑制にカプ

サイシン感受性の迷走神経求心系が関与していることを

報告している。

　採食量に及ぼす消化管ホルモンの影響は一過性で，投

与後一定時問の後には代償的に採食量が増えて，総量で

は対照区との差は無くなることが報告されている15）。

我々の結果でも，消化管ホルモンによる採食量の抑制効

果は投与後短時間で消失し，その後，代償的な採食量の

増加が認められたが，消化管ホルモンの投与量が増えれ

ば採食量の回復も遅れ，全採食量が少なくなる傾向が認

められた。採食抑制効果が長く持続すると，4時間とい

う制限された時間内には採食が回復しないものと思われ

る。

　両消化管ホルモンの運動抑制効果は，第一胃と第四胃

で異なった。すなわち，第一胃運動ではCCK－8よりガ

ストリンー1の方が抑制効果が大きいが，第四胃運動で

は両ホルモンの抑制効果には大きな差は認められなかっ

た。

　また投与された消化管ホルモンにより抑制されていた

胃運動も一定時間経過後は再び回復に向かうが，第四胃

においては一過性に対照よりも大きく増加する著しいリ

バウンドが認められた。そのリバウンドの持続は投与量

によって異なり，いずれのホルモンにおいても用量の少
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ない処理では投与後1時間以内にほぼ対照の水準まで回

復しているのに対し，用量の多い処理では1時間を経過

しても対照の1．2～1．4倍の活発な運動がみられた。一方，

第一胃においてはCCK－8，ガストリンー1ともに消化

管運動の抑制は認められるものの用量反応は明確でな

く，抑制解除後のリバウンドも認められなかった。

　このような消化管ホルモンに対する消化管部位の反応

差の原因としては，各ホルモン受容体の分布密度の差異

などが考えられる。Menozziら12）によれば，モルモット

胃の平滑筋に存在するCCKおよび関連ペプチド受容体

は，ともにガストリン受容体であることを報告している。

われわれは，第四胃に関しては異なる用量のCCK－8と

ガストリンー1投与によっても，ほぼ同じような胃運動

パターンを得たが，発生分化的に反すう動物の第四胃は

単胃動物の胃に相当することを考えると，今回投与した

2種類のペプチドは共通のガストリン受容体（CCKB受

容体と同じ）に作用している可能性が考えられる。

　消化管ホルモンの受容体にはそれぞれに特異的な拮抗

剤があるので，それらを用いて消化管部位の反応差への

受容体分布の関与を検証する必要がある。

　十二指腸運動に関しては，われわれの実験で得られた

活動電位は明確なものではなかったが，CCK投与による

運動抑制の傾向を認めた。CCKの十二指腸運動への作用

については，促進13）と促進と抑制の両方7）が報告されて

いる。後者の事例をラッ1・で報告したGiulianiら7）によ

れば，静脈投与されたCCK－8は腹腔神経節の交感神経

ニューロンに直接作用することで小腸の運動を抑制する

が，小腸上部の神経を刺激することにより小腸運動が促

進されると結論している。本実験で明確な活動電位が得

られなかったのは，電極装着部位や針電極を用いた測定

方法等に問題がある可能性もあるので， 卜二指腸運動に

対する消化管ホルモンの作用について言及するには更に

検討が必要である。
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Effects　of　Exogenous　lnjections　of　Cholecystokinin－8and　Gastrin－I　on

　　　　　　　　　　　Gastroduodenal　Motility　and　Feed　Intake　in　Sheep

Takashi　UENO　Fumihiro　OHTANI　D

　　　　Department　ofAnimal　Breeding　and　Reproduc甘on

P　National　Agricultural　Research　Center　for　Hokkai（10Region

Summary・

　　　The　effects　of　exogenous　injections　of　gastrointestinal　hormones，CCK－8and　Gastrin－1，0n　fee（1intake　and　gastro（luo－

denal　motility　in　conscious　sheep　were　stu（1ied　in　this　experiment．

　　　In　each　sheep　initiation　ofthe　suppression　offee（1ing　beh舗orwas　recognized　within　l　to2min　after　intravenous　injec－

tions　of　aII　doses　of　CCK－8and　Gastrin－1．Single　bolus　injections　of　CCK－8and　Gastrin－I　caused　suppression　of五eeding

behavior　in　the　first1－2min　a丘er　injection．

　　　The　magnitude　of　inhibition　of　feeding　were　dose　related　over　the　range　of（loses　tested．The　suppression　of　feed

intake　relative　to　the　saline　control　in　the五rst10min　after　injection　were　ranged　from47to67％．The　apparent　compensa－

tory　increase　in　feed　intake　for　the　decrease　at　the　initial　period　were　observed　in　the1040min　feeding　period，however，

the　total　amount　offeed　intake　in4hours　decreased　either　by　injection　ofCCK－80r　Gastrin－L

　　　Abomasal　EMG　activity　was　disappeared　within1－2min　after　the　injections　of　both　CCK－8and　Gastrin－1，and　the

inhibitory　effects　laste（i21－22min　and32－33min，respectively。The　duration　ofinhibition　was　longer　in　high　dose　injection，

and　the　abomasal　motility　was　suppressed　in　a　dose－dependent　mamer，whereas　suppression　of　the　ruminal　motility　by

CCK－8an（1Gastrin－I　injections　were　not　in　a　dose－related　mamer．After　disappearance　of　inhibitory　effect，the　abomasal

motility　abruptly　increased　by　nearly1．5－fold　compared　with　that　of　the　saline　control　and　then　began　to　gradually

（1ecreased　to　the　control　level．

　　　The　results　of　these　experiments　indicate　that　the　gastrointesitinal　motiliUes　in　sheep　show　regional　dif6erences　in　its

response　to　exogenous　CCK－8an（1Gastrin－1
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