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ニワトリヒナの視床下部における食欲調節中枢の神経細胞の

大きさと数に及ぼす甲状腺ホルモンの影響

f二木隆博・桝田信也1l・芝田 猛2)

Effects ofThyroid Hormones on Size and Number ofNerve Cells in Appestat of Hypothalamus in Chicks 

Takahiro NIKKI， Shinya MASUDA and Tak巴shiSHIBATA 

(Received 30 September 2011; accepted 11 November 2011) 

To investigate the effects of thyroid hormones on feed consumption and re1ationships with the appestat， the appetit巴 of

chicks was suppressed by inducing thyroid hormones deficiency through thyroidectomy at 10~ 11 days old. The size and 

number of nerve cells in the appestat of the hypothalamus were then measured. Male white Leghom chicks (Julia strain) 

were divided into three groups: thyroidectomy (Tx); thyroid autotransplantation (Aγ)， with autotransplantation of the 

ectomized thyroid to administer thyroid honnones; and control (CO)， with intact thyroid gland. Tx showed s巴verethyroid 

hormones deficiency following thyroidectomy. In comparison to AT and CO， clear reductions in plasma concentrations of T3 

and T4 were s巴en，while liver weight and abdominal fat increased significantly. No significant differences in plasma 

concentrations ofT3 and T.1， liver weight， or abdominal fat were found between AT and CO. Tx showed markedly reduced feed 

consumption and body weight compared to both AT and CO， indic昌tingthat this result was due to thyroid hormone deficiency. 

No differences in size of nerve cells in the nuc. dorsomedialis hypothalami (DMH) were found betwe巴nany of the three 

groups at 30 or 50 days old. The nuc. iηferioris hypothalami (IH) was bigger in Tx than in AT and was significantly bigger 

than in CO (pく0.05)at 30 days old， but no differences were found between any groups at 50 days old. No differ巴ncein 

number of cells in the DMH was found between any groups， IlTesp巴ctiveof age. The number of cells in the IH in Tx tended to 

be greater than in AT and was significantly greater than in CO (pく0.05)at 30 days old， but no differences were found 

between any groups at 50 days old. No differences were found between AT and CO in numbers or sizes of cells at either age. 

Inducing thyroid honnones deficiency in chicks with increasing ti巴巴dintake and continued growth thus resulted in inhibition of 

feed intake and inhibition of growth. These results also suggest that size or number of nerve cells in the IH are unlikely to have 

any great effect on the suppression of feed intake. 

緒雷

ニワトリの成長に及ぼす甲状腺ホルモンの影響につい

ては多くの研究者によって報告されてきた(1-3).

これらによれば，著しく成長し続けているヒナの時期に

甲状腺ホルモンが欠如すると ヒナの成長は明らかに抑

制されると述べられている.さらに，このような成長の
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抑制を呈するヒナでは，日常的に飼料摂取量の減少が生

じることが報告されている (4-7).また，信関ら

( 5) は甲状腺除去ヒナへの巴の投与量が正常分泌率よ

り少ない場合は成長も飼料摂取量も十分には回復しない

ことを報告している これらのことから，甲状腺ホルモ

ンの欠如は飼料摂取量の減少をもたらしそのことが成

長の抑制を引き起こすと推察されるが，甲状腺ホルモン

の欠如がヒナの飼料摂取にどのような経路で関与するか

は明らかでない

飼料摂取量の増減は飼料摂取を調節する種々の
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悶子と関係している.この因子は中枢性のものと末梢性

のものとにE切りされ，それぞれの因子の飼料摂取への関

については，古瀬(8)，豊後(9 )およびBungoet 

a/， (10) によって主主i見としてまとめられている しかし，

中枢性であれ末梢'生であれ，各悶子の影響を最終的に受

ける部位は間脳視床下部に存在する食欲調節中枢である.

食欲誠節中枢は摂食中枢(食欲促進)と飽満中粧(食欲

抑制)とからなり，ニワトリでは以前より摂食中板が視

床下部背内側核 (nllC，dorsomedialis hypothalami・以下

DMH) とその周辺部(11)，飽i前中枢が視床下部下核

(nllC， iゆriorish}伊othalami:以下回)とその周辺部(12

-16)に存在すると報告されてきた しかし近年では

視床下部弓状核 (nuc.arcllric hypothalami :以下 AH) よ

り摂食促進因子のニューロペプチド Y (NPY)や摂食抑

制悶子の色素縮胞刺激ホjレモン (α-MSH)およびア

グーチ関連タンパク費 (AGRP) が，視床下部外側野

(nllc. lateralis hypothalami : .L')、下 LH) より摂食促進国子

のオレキシン (ORX)やメラニン説集ホルモン (MCH)

が産生され機能していることが明らかにされており，

DMHやIH以外にも AHや LH.さらに視床下部室傍核

(nllC. paraventric町 alismagnoceluralic hypothalami : 

PVM)が食欲調節中枢として関与しているものと考え

られている (8-10).

また，ニワトリの生理状態の変化と食欲調節中枢の神

経細胞の形態学的な変化との関連性については，闘田と

仁木 (17)が絶食させたニワトリの DMHや IHにおけ

る細胞の大きさに変化が生じることを報告している し

たがって，食欲が低下したニワトリにおけるこれらの神

経核の細胞について形態学的に検討することは一つの方

法であると考えられる.

本実験では，ニワトリヒナにおいて甲状腺ホルモンの

欠如が飼料摂取量および成長に及ぼす影響を確認し飼

料摂取最に対する甲状腺ホルモンの影響と食欲調節中枢

との関係を検討ーするため，従来よりニワト 1)において食

欲調節中枢として知られ，一つの神経核として明確な領

域を持ち，ほほ向様な形状の神経細胞の集団であり，相

反する摂食欲と満腹感の発現にそれぞれ深く関与する

DMHおよびIHにおける神経細胞の大きさと数を計測

した.

材料および方法

供試鶏の飼育方法，実験期間および実験区の設定

供試鶏として白色レグホーン系コマーシャル(ジュリ

ア)雄ヒナ30羽を用いた. ヒナは初生時から21自齢まで

育雛器(ゴトウ育雛器製作所，静岡)にて常法に準じて

飼育した 22日齢から実験終了時までは室温22~24t ，

照明時間14時間(午前5時~午後7時)に調整された室

で中雛ケージにて群飼した.飼料には市販の配合飼料

(伊藤忠餌料，東京)を用い，初生から28日齢までは幼

雛崩を，以降は中雛用を使用した.飼料の給与は 1日1

回(午前8時30分)とし 水とともに自由摂取とした

実験期間は10日齢から50日齢までとし実験区として，

甲状腺除去(以下甲除)，甲状腺自家移植(以下自家移

植)および無手術(以ド対照)の 3 区(各1O~~)を設定

した.叩状腺の除去は Marvinand Smithの方法(18) に

準拠して外科的に1O~1l日 i始時に行なった.甲除ヒナは

申除のまま残すものと，除去した甲状腺を自家移植する

ものに分け，前者を甲i徐区，後者を自家移植区とした.

自家移植については信問ら(5)および仁木と信闘

(19) の方法に準拠して胸部前端部皮下に行なった 対

日夜区は無手術のまま甲除芭， 自家移植区と向犠の条件下

で飼育した.

館料摂取量，体重，臓器重量および血築中甲状膿ホルモ

ン濃度の測定

実験期間中，体重は10日齢から10日毎に 1閉，および

飼料摂取量は手術後の回復期聞を考慮して21日齢から50

日齢まで毎日 1閲群毎に，それぞれ飼料給与前の定刻

(午前8U寺00分)にi則定した.

各区のヒナは30自齢に各5羽および50日齢に各5羽を

ネンブタール麻酔下 (0.5ml/kg. bwt) で頚動紙切i主rrに

よって放血培殺し，薩ちに頭部(環椎より上部)および

脚部(中足骨遠位端より下部)を切り離した.頭部につ

いては直ちに脳の瀧流閤定に供した.一方，屠体につい

ては50日輪に限って剥皮した後，重量を関定し前肢部，

体幹部および後肢部に分けた.体幹部から肝臓，腹腔内

脂肪および甲状腺を描出し，重量を測定した.また，そ

嚢を含めた消化管を摘出し その内容物を取り出して重

を測定した.あらかじめ測定しておいた剥皮蕗体重か

ら消化管内容物の重量を差し51いて正味の剥皮体重を求

めた

50日齢時において屠殺前のネンブタール麻酔直.前に翼

下静脈より採血後， 3000rpmで15分間遠心し，血紫を分

離して甲状線ホルモン濃度の概定に供した.甲状腺ホル

モンとしてはもと巴を測定しその方法は市販の測定

用キット (BoehringerMannheim社， Germany) を用い，

酵素免疫測定法 (20) によって行った.

視床下部試料の作製および神経細抱の大きさと数の測定

視床下部を切り出すため脳の瀧流固定を以下のように

行った.すなわち，頭部切断面の左右の頚動脈から

-8-
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なお，各神経核 (DMHおよびIH)の名称は家禽解剖

学用語 (23) より引用した.また，甲状腺除去を行なっ

たニワトリについては，屠殺時において肉眼で甲状腺本

来の所在部位における残存甲状腺の有無を検査し，申状

腺の存在しない個体のみを試料に供した.

供試したニワトリの取扱いおよび処理は東海大学動物

実験規則を遵守して行われた.

統計処理

データの統計処理は，一元配置分散分析後，有意差が

認められた場合は Tukey-Kramer法にて多重比較検定を

行った.

最高 果

甲状腺除去後の供試ヒナの飼料摂取量および体重の変

動経過について示すとそれぞれ Fig.lおよびFig.2のとお

りである.測定期間中を通じて飼料摂取量，体重いずれ

も叩除区は他の 2区より少ない値で推移し体重につい

ては30日齢以降有意差が認められた (pく0.05). 

自家移植匿と対照度は問様な値で経過した.

一方，

50ml 用注射器を揺いて，はじめに0.9%生理食塩水50ml

を半量ずつ徐々に注入し，ついで10%ホルマリンカルシ

ウム液50mlを問様に注入した蓬流蹟定後，脳を描出

しさらに10日間10%ホルマリンカルシウム液で持田定し

た.その後. van Tienhoven and Juhasz (21)の脳地図に

したがって視床下部を中心に整形し水洗した.整形した

読床下部は凍結吊ステージ上で-20
0

Cにて凍結し滑走式

ミクロトーム(大和光機工業，東京)を用いて20μmの

切片を作製した.切片は Kluver-Barrera法によって LFB

および、Nissle重染色 (22) を施し，神経細飽の大きさと

数のì~IJ定に供した

神経細抱の大きさについては，倍率400倍の顕徴鏡下

でDMHおよび IHをそれぞれ上部，中央部および下部

にほ分し各部より輪郭が鮮明で、形の整った神経細胞体

50倒(計150偲)を選定し，それら細抱体の短径の最大

長をマイクロメーターで計測した.ネ111経細胞の数につい

ては. DMH. IHをそれぞれ倍率20倍の顕微鏡下で写真

撮影し，その写真を1.4倍に拡大コピーした 拡大コピー

よでカウンターを用いて各中枢における明瞭な神経細胞

体の総数を計調Ijした.
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Fig. 2. Effects ofthyroid hormones deficiency on body weight in chicks. 
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Table 1. Effects of thyroid hormones deficiency on body weight gain and feed consumption in chicks 

Control 

Experimental groups 

Autotransplantation 

5 

Thyroidectony 

5 5 

174.2士 8.7"

640.4士号8.3"

466.2土24.5"

170.6士 5.7
b

622.8:!:23.4b 

452.2:!:20.9" 

159.6:!: 5.5' 

360.1士20.2'

200.5士24.5'

NO.ofbirds 

Initial body wt. (g) 

Final body wt. (g) 

Body wt. gain (g/bird) 

Feed consumption (g/bird) 943.9 

9 

850.7 

Figures show Means土Standarddeviation 

Body weight gain and feed consumption are the values from 21 to 50 days old. 

Means with different superscripts differ significantly within the same row (P<0.05). 

546.2 
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Table 2. Plasma concentration of T3 and T4， and weights of thyroid glands in chicks subjected to thyroidectomy or thyroid-
autotransplantation 

NO.ofbirds 

T3 concent1'ation(ng/ml) 
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Cont1'ol 

5 

3.9:t O.4b 

民concent1'ation(ng/mD 4.5土1.5" 13.8士1.5b 14.4土1.lb

Thyroid glands wt. (mg) 24.3:t12.T 30.7:t12.1" 

Fi♂1res show Means士Standa1'ddeviation 

Concent1'ation ofT3， T4 in plasma are the values at one day bef01'e the sacrifice (49 days old) 

Weights ofthY1'oid glands a1'e the values at the day of the sacrifice (50 days old). 

Means with different supe1'sc1'ipts differ significantly within the same 1'ow (P<O.Ol) 

Table 3. Effects ofthyroid ho1'mones deficiency on weights oflive1' and abdominal fat in chicks 

Expe1'imental groups 

Thyroidectomy Autotransplantation Cont1'ol 

NO.ofbi1'ds 5 5 5 

Carcass wt. (g) 292.2:t23.1" 475.8:t20.3
b 

509.8:t36.5b 

Live1'wt担) 16.9:t 4.7" 17.2:t 1.6' 18.5士 1.1'

(g96) 5.8:t 1.8" 3.6:t O.lb 3.6:t O.lb 

Abdominal fat wt. (g) 8.8土2.5a 5.1士1.7
b

3.8土1.0b

(g96) 3.0:t 0.9" 1.l:t O.4
b 

0.7:t 0.2b 

Figures except the number ofbirds show Mean:tStanda1'd deviation at 50 days old in chick. 
Values of uppe1' and lowe1' lines show absolute wts. and 1'elative wts. (g96 to ca1'cass wt.)， respectively 

Ca1'cass wt. was calculated by subt1'acting the weights of feathe1' and skin， head part (uppe1' pa1't from atras)， leg pa1't 

(unde1' pa1't f1'om shank) and the content in alimenta1'Y canal f1'om the weight of chicks sac1'ificed by blood shedding 

Means with different supe1'sc1'ipts diffe1' significantly within the same row (P<0.05). 

測定終了時における体重，増体量および飼料摂取量を

まとめると Table1のとおりである.前述の結果を反映

して，終了時体重、増体最および飼料摂取量はいずれも

甲黙区が飽の2匿よりも少なく，終了時体重と増体量に

は有意差が認められた (pく0.05) 飼料摂取量について，

甲除区は自家移植症および対照区のそれぞれ64.2%およ

び57.9%にとどまった. 自家移植皮と対照区との聞には

いずれのis.ij定値においても明らかな差はみられなかった.

つぎに，血張中の甲状鰻ホルモン濃度 (T3，T4) およ

び甲状腺重量(屠殺後)を Table2に示した甲除区は

自家移橋区，対日夜区に比較して， T3， T4のいず、れも明ら

かに少ない備を示し有意差が認められた (P<O.Ol)• 

自家移植区は対照区と同様な値であった.甲状腺重量に

ついては自家移植毘が対照区より小さな値を示したが，

有意差は認められなかった.

肝臓および複腔内脂肪の重量について示すと Table3 

のとおりである.肝臓重量は実関値においては3区間で

差は認められなかったが，相対イ直(剥皮体重100gあた

りの重量)では甲除区が他の 2区よりも明らかに大きな

イ直を示した (pく0.05) 自家移植区と対照区との間には

差は認められなかった‘腹腔内脂肪の重量は実測値，相

対値ともに甲除区が他の2註より大きな値を示し，有意

差が認められた (pく0.05). 自家移植区と対照区とでは

実測舘および相対値ともに自家移植区がやや大きい傾向

を示したが，有意差はみられなかった.

DMHおよびIHにおける神経細施について，その大

きさと数を Table4に示した まず大きさについてみる

と， DMHでは30B齢， 50日齢のいずれにおいても 3区

間で差は認められなかった これに対して IHでは， 30 

日齢で甲除区は自家移植毘より大きい傾向を示し対照

援との間では有意に大きい値を示した (pく0.05). しか

し 50日齢では区間差は認められなかった また，日齢

間の比較では DMHおよび田は各誌とも30日齢より 50

B齢の方が有意に大きい値となった (pく0.01). 

細胞数についてみると， DMHでは日齢によらず31R聞

では差は認められなかったが， IHでは30日齢で，甲除

区が自家移植区より数が多くなり，対照匿に対しては有

に大きい値であった (pく0.05). しかし 50日齢では

10-
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T'able 4. Effects ofthyroid hormones deficiency on diameter and number ofnerve cells on feeding satiety 四 nterin chicks 

Bxperimental group唱

NO.ofbirds 

Diameter of 

nerve cells (11m) 

DMH 

IH 

Numberof 

nerve cells 

DMH 

IH 

Days old 

30 

50 

30 

50 

30 

50 

30 

50 

Thyroidectomy 

5 

8.4::1:0.6Ao 

9.4士0.5Ba

8.0::1:0.4
A3 

9.1::1:0.4
Bn 

1365::1:212A3 

1451::1:184Ao 

2181士209Aa

2258::1:223Aa 

Autotransplantation 

5 

8.2土0.3A3

9.2::1:0.6Ba 

7.6::1:0.4 Anb 

8.8士0.5Ba

1491ま291Aa

1595::1:226A3 

1973::1:169Aab 

2143::1:202"" 

Control 

5 

8.2士0.6Ao

9.3土0.5B
'

7.5土0.2
Ab

8.9::1:0.4
Bn 

1495::1:264
Ao 

1640::1:236A， 

1823士189Ab

2032::1:208A， 

Fi伊 resexcept the number ofbirds show Mean士Standarddeviation at 50 days old in chick. 

DMH : nuc. dorsomedialis hypothαJαmi， IH : nuc. inferioris hypothαJαmi. 

Diameter of nerve cells shows Means of maximum diameters of each fifty cells selected from upper part， center part and 
under part of each nucleus. 

Number ofnerve cells shows numbers of cell body clearly shown in each nucleus. 

Means with different superscripts differ significantly within the same column or row [A，B:between days old (P<O.Ol)， 
a，b:between experimental groups (P<0.05)]. 

じま間差は認められなかった B齢間で比較すると D羽H

および田では各援とも30日齢より 50臼齢の方がやや数

が多い傾向を示した.自家移植区と対照区とでは細胞の

大きさ，数ともにそれぞれの日齢において差はみられな

かった

考察

本実験において，甲状腺を除去したとナでは，成長お

よび館料摂取量の増加が抑制されたが，これらの抑制は

除去した甲状腺を自家移植することによって解消される

ことが示された また，血禁中の甲状腺ホルモン濃度は

甲除ヒナでも. T4ともに自家移楠ヒナより明らかに少な

く，自家移植ヒナと対照(正常)ヒナとでは差がないこ

とが示された.これらの結果から，甲状腺ホルモンの欠

如はニワトリヒナにおいて飼料張取量の増加を抑制し

このことが成長抑制を引き起こすという信圏ら (5)お

よび仁木ら (7)の報告が確認された.

一方，甲状腺の除去によってもも. T4は正常分泌率相

(24，25) より著しく少ない量とはいえ血中に残存

した しかし今自の残存量については Mooreet al. 

(26)およびHayashiet al. (27) も同様の報告をしており，

除去の不完全さを意味するものではない.本実験で示し

た甲状線ホルモンの血中残存量では，ヒナがホルモンの

-11 

欠如状態に陥っていたことは肝臓重量や綾腔内脂肪重量

が増加したことからも明らかである.甲状腺ホルモンが

欠如すると肝臓 (28-30)や腹控内脂肪(6. 31)の重

量が増加することはすでに報告されている.

つぎに，甲状腺ホルモンの欠如によってもたらされた

飼料摂取量の増加抑制に対する食欲調節中枢の関与を検

討するため. DMHとIHに対する甲状腺ホルモン欠如

の影響を調べた結果，両神経核の神経細胞の大きさと数

について，食欲促進中枢である DMHでは. 30日齢. 50 

日齢、のいずれにおいてもホルモン欠如の影響は認められ

なかった.一方，食欲抑制中粧である IHでは. 30日齢

において縮胞の大きさ，数とも甲除ヒナが自家移植ヒナ，

対照ヒナより増大または増加傾向を示したが. 50日齢に

おいては30日齢ほどの蓋は示されなかった.すなわち

IHの細抱の大きさ，数ともに，申除ヒナは自家移植ヒナ，

対照ヒナに比較して明らかな差として認められるほどの

増大もしくは増加したという結果を示してはいない. し

たがって，今回の結果からは，甲状腺ホルモンの欠如が

I互における神経細胞を大きくし数も増やすというこ

とは考えにくい. とくに，神経細胞の数については，日前

乳動物ではある時期までは増殖するがそれ以降の増殖は

ないといわれており，誕生後の増殖については否定的な

見解が取られている (32).本実験でも加齢に伴う細胞

径の増大は確認できたものの 明らかな数の増殖は認め
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られなかった ニワトリも 11甫乳動物と必ずしも向様とは

いえないが，神経細胞が増殖しにくいことでは共通する

ものと思われ，甲状腺ホルモンの欠如が IHに限ってやjl

経細砲数を増加させるほどの影響を及ぼすとは考えられ

ない 甲状腺ホルモンの欠如による食欲抑制には DMH

とIHの神経細胞における神経伝達物質やその分解酵素

活性などの他の要因が関与しているのかもしれない.

以上のことから，飼料摂取量が増加し，成長を続けて

いるヒナで甲状腺ホjレモンが欠如すると飼料摂戒の増加

が抑制され，成長は抑制されることが確かめられたま

た，この飼料'1~取の抑制には IH における神経細胞の大

きさや数が大きく影響を及ぼす可能性は少ないことが示

唆された

要約

本実験では1O~1l日齢時に外科的に甲状腺を除去する

ことによって甲状腺ホルモンを欠如させ，食欲を減退さ

せた雄ヒナ(白色レグホ一ン系コマ一シヤル)を用いて'

視床一下ド部における摂食中枢枢宇および

それぞぞ、れ女匁知lリ}られている視床下部背内側核 (ωl1l舵'IC C 

doωn官叩'Sωomη1edi.ωal的isf付1ぴゲ伊poωIh向αl加αωmi 以下 DMH回)およびび、視床下部

下杉核 (l1lηt附tにC.i~砕f冷ëriωOωrゴiおs h付'ypothalami:以下 I狂)における神

経網越の大きさと数を計測し飼料摂取量に対する中状

腺ホルモンの影響と調床下部の食欲調節中枢との関係に

ついて検討した.実験区としては甲状腺除去(甲除)， 

ホルモンの回復投手としての甲状腺自家移様(自家移

植)および対照(無手術)の 3区を設定した 甲除区は，

自家移植ほや対照度に比べて血張中のも，もの濃度は明

らかに少なく (pく0.01)，一方では肝臓と腹腔内脂肪の

重量は増加し著しい甲状腺ホルモン欠如の状態を生じ

た.自家移槌医と対照区はも， T4の量，肝臓および腹腔

内脂肪の重量ともに陣区間で差のないイl立を示した 申除

医は，飼料摂取量および体重とも自家移植包対照区よ

り著しく少なく，この結果は甲状腺ホルモンの欠如に

よってもたらされたことが示された.一方，DMHおよ

び IHにおける神経細胞の大きさについては， DMHで

は30日齢， 50日齢のいずれにおいても 3区間で差は認め

られなかった これに対して IHでは， 30日齢で甲除区

は自家移植区より大きい領向を示し，対照区に対し有意

に大きい値であった (pく0.05) しかし 50日齢では註

陪差は認められなかった 一方，細胞数について DMH

では日齢によらず3註需では差は認められなかったが，

IHでは30日齢で，甲除援が自家移植IRより大きな{践を

示し，対照IRに対しては有意に大きい植がみられた

(pく0.05). しかし 50日齢では塁間差は認められなかっ

た.さらに，自家移植区と対照区とでは細胞の大きさ，

数ともにそれぞれの日齢において差は認められなかった.

以上のことから，飼料摂取量が増加し，成長を続けて

いるニワトリヒナで甲状腺ホルモンが欠如すると飼料摂

取の増加が抑制され，成長は抑制されることが確かめら

れた.また，この飼料摂取の抑制には IHにおける神経

細胞の大きさや数が大きく影響を及ぼす可能性は少ない

ものと考えられた.

キーワード:外科的甲状腺除去，甲状腺ホルモン欠如，

食欲調節中;fJR，神経細胞の大きさと数，ニワトリヒナ
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