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蛍白質高レベル飼料の給与マウス

における異常排卵の原因について

田上来四郎・松本 茂

一般に，摂取された総終ゅのi氏自fまからは，その消化

から代謝の泌総でアミノ倣の代議jによりアンモニアが住

成される。しかし，このアンモェアはHflIi訟でほ滋に合成

されて体外に排出される 1-2)ために，通常ill:のllil討質を

際取した場合には，そのアンモニアによって罪事滋をきた

すことはない。 -;j，滋a録音と多i誌に淡耳元した場合，体

内のアンモユアは幸子しく多くなり3-4)アンモニア中滋が

起こり易くなる 5)ことやアンモニアの選手段が肝疾患の駅

間になる 6)ことなどが知られてお1)，また肝臓に隊擦が

あると巴strogenの不活性化能が低下する 7-9)ことも告お

られている。

これらのことから，蛍i自質向レベル飼料を給与したγ

ウスにおけるが1，卵数の減少や災常卵子の期加現象10)は，

J!';!{] らの報告 7-9)におけるJJ!‘機絡と後ホルモンとのI~J係

や ISHIDAの報告 11-14)における卵子とグリコーゲンとの

IYd係などから，際取した多肢の蛍a1l!の代謝にi包i滋する

アンモニアとIJF機{指の災"誌によることが依然された。そ

こで， El]J二・須燃が総務した 10)!J4常な排卵現象のj京悶

をfJIjらかにする 1]1的で， i氏自慢tit'6レベル飼料を給与した

場合，間線化j災殺の投与「耐によって人為的に肝機能陣容を

発生させた場合ならびにアンモュウム織を投与した場合

のそれぞれの排卵卵子への総務を綿子tし，封三白宣!t)'{機レ

ベノレ約半、iを給与した場合のそれを主主1¥もにして比'1泣し検討

を方11えた。

材料および方法

flil阪の?守成月1飼料で飼育された ICR

JCL 系の性成熟米総政側H 生後叩 -65 釘総・平均や~

1立30.59 )で，試験開始時打の14FllifJにおける勝訴検交

により 3間の発的j初期(以下N3JPJと略す);が認められた

マウスと，向日齢で紋議会外の?ウスを妊娠させた事務会の

ある交語~府の刻11マウスである。また，動物飼育室の温度

は17-25
0

Cの術関に調殺し， )被坊は午前611寺~午後7

Il寺30分まで点灯した。が;水l立自由iこ淡取させた。

試験区分は，蛍自覚際機レベノレ鈎料給与i玄(対照法人

滋a1苦肉レベル飼料紛1]-・i笈(尚滋自i友人間様化決議さ投

与i玄(!制収化決議iま)およびアンモニウム継投与g(ア

ンモニウムぽ)の41玄とした。

供試飼料は， NRC飼袋線機15)を参考にしたi設住l'筏際

機レベルf存続鱗緩や}と，その飼料のエネルギ-~岩盤と関

長tのi民自賀政レベル学務総ftf，J料を，それぞれの組成を(;1・

'W.によって求めた郎幹i16)の通り況合した。作成した滋!討

策機時II レベル飼料は，対日現i見聞滋化燦議~gならびにア

ンモニウムIKfflとした"ft，jJ料の給与は，会区とも 1日1

iiJl当たり 5盟主主を基本としたが，主j'J路区と肉t資自i廷につ

いては pai r -f eed i ng法により綴紛の後官脳出!IJ定(午

前8-9時)後に行い，また際!滋化以潔l玄とアンモニウ

ム区については， 1例測の残偶数淑IJ定からまえ警察淡の投与持

{午後 1-21時)までは絶食としてその後に行った。

供試した問様化炭素(和光純築工梁KK，試設定特級)fま，

J境問・ 1l!l.の方法9)を委主考にして，組織内への吸収および

拡散を促進d-ltる民的で少数のヒアル口ニダーゼを混合

しておいたl氏液で，その投1j:刈は 1811務当たり 0.1mel立

をw日午後 1-211守の 111]に llillあて~~i好都の皮下に10日

1:11の総統r:t射によって行った。アンモニウム滋にはグ品

ン民主アンモニウム(和光純築工業KK，試薬特級)をfflい

た。この投与液は，プンモニウムの投1子役が1日当た9

5m9になるように， 1.25 %淡伎の水溶液iこ締殺したも

ので，投与は律問17)を参考にして 1釘1綴当たり 0.4me

Htとし，iif: EI 午後 1-20~iの!日j(こ llillあてマウスj特ゾン

デを用いて10日総還を絞の経11投与とした。

交況(Mfjγウスの[il])沿)は，対!係区ならびにおifi:白区
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ミ走大後学討号機 fぎ

では試験開始後3113Iヨ，部j会;化成滋!渓ならびにアンモニ

ウムl乏ではII日協のそれぞれ午後6-71時の!日jに，会ケ

ージの雌4綴にjijll1 鎖を|汚}[f(さぜて行った。交尾の成立

は係lji)!タ 21到のWI.祭による燦佼の削l{Lで判定し， Il'ii絞が

@l認されたマウスは[段ちに 1)lJlずつ{自のケージiこ務して

次i司の午前10時からj活殺R探知lしたoj采卵法は淡羽l18¥こし

たがい，採1i1J1i1l予の形態的観察ならびにその数的処理は

図上・須藤の方法10)にしたがった。交自己lVlHJIは101:111りと

し，そのwlIfn内に!隊総の認められなかったマウスは，次

日(炎自己後11日目)(こ解剖して封l'lilJの司王11設を確認した。

また，以上の災験を 2[8]繰り返した。

結 果

総書ミは 21引の災級とも類似したので，対5税金の絞殺まの

王子均f闘を求めて各紙のh主将{を比絞した。

飼料の渋取:ほは，対照I玄と尚滋I=JI訟では， ともに!日

1耳目当たり約4.59で類似したものの，四塩化炭潔l玄

第 32J;ず(1984) 

( 1日平均約 3.29 )とプンモニウムぽ(1日平均約

3.5 9 )では，対Jlii¥lt-:に比較して切らかに少なかった。

体役は，主iJKiJ玄では緩やかではあるが際機に治加した

(法験開始後10日目で約33g，附30EI日で約36自)。

しかし，i"¥;si表白区のそれは1itrel主に低下(5lHlで約29

量)し，後半になってやや体汲i鳴が認められた (20日付

で約31g， 30 EI 日で約 32 百)ものの，ゴ長期間を~l泊じて

対照、区との11¥1に援が認められた。問機化炭鉱n去ならびに

アンモニウム区の体重は全期間を通じて漸減した(阿区

とも 10日目で約289 )。

交配によるl総後継認マウスの耳目数，その排卵立員数およ

び緋1i1lマウ九の災常卵保有E員数を鈎交した綬i采を務 l炎

に示した。!漆投は，対 1lJ.~区ではすべてのマウスlこ， Iなi淡

白区では供試マウスの85%に，在日塩化決議~l玄では叩￠

に，そしてアンモニウム区では95%に認められた。燦栓

の認められたこれらマウスの排卵は，対照区およびアン

モニウム況では採卵によってすべてのγ ウスに観苦笑され

Table 1. Number of mic己 of vaginal plug detect ion， ova ovulat己dand 

abnorma 1 ova r巴tainedin exp邑rimentalmice. 

Animal 1) No. of ト!o.of mice of No. of mic巴 No. of mice No. of mic巴

group 巴xpt. vaginal plug 。fova bear i ng bearing 100係

日.11Ce detection ovulated abnorm日1ova abnorma 1 ova 

A 20 20 20 17 。
(100) 2) (100)2) ( 85) 2) 

(100) 3) 

B 20 17 14 14 2 

(85) (82.4 ) (100) 

( 70 ) 

C 20 18 16 14 2 

(90) (88.9) (87.5) 

( 80) 

p 20 19 19 17 3 

(95) (100) (89.5) 

( 95) 

j) A;Standard protein level cliet (control)， B;High protein levcl diet， C; 

Stanclarcl protein level c1ict ancl CCl" inj邑ction，D;Stanclarcl protein 1巴vel cliet and 

ammon i um c10s日 2) F igur担s i n par日nthe日巴s are percentage for clonor mic巴.

3) Figur巴s i n parentheses are p巴rc巴ntag巴 for experimental micc. 
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問」二ら:ilil当質向レベル飼料の給与γ ウスにおける!T4常排卵の際的について

たが， I潟蛍白紙および凶滋化主党灘区では認められなかっ

たマウスがあり，これらは卵巣の排卵点の綴祭給泉から

然排卵マウスであることが総務された。供試マウスιtlの

無封i 卵マウスの刻合は，話6ilil~[廷でiま 30%，閉岩塩化炭潔

IZでは20%であった。また，緋卵の;認められたマウス

は，各区ともそのほとんどが災常卵を保有し，その数は

供試マウスの85%以上でみった。なお， 1.践校の認、められ

なかった 3試験区のそれぞれのマウスは，交配後11羽目

の校二塁[JならびにmJ~排卵点の鋭苦笑結梁，銅版FmJであるこ

とが確認された。

Table 2. Nnmb邑rof ova ovulated in exp邑rimentalmice. 

Animal
1
) 到1底of 。aysof deleclion NO.of ova col1ected in donor mic日 Incidence 2) 

group ロ11ce of vaginal plug 。fova 

aft邑rmaling total normal abnormal abnormality 紛

A 20 3.5こと 1.63) a 4) 14.8こと1.93
)a

4
) 13.5こと2.2

3
)a

4
) 1.3こと0.8

3
)a 4) 7.5こと1.83) a 4) 

(100) 5) (100) (100) 

8 20 4.9ごと 1.7 b 9.8ゴニ2.7 b 6.7ゴニ2.9 b 3.1こと1.2 b 40.3:と14.6 b 

(66.2) (49.6) (238.5) 

C 20 4.9ごと 1.3 b 6.5こと3.4 c 3.7ゴニ3.0 c 2.8こと1.8 b 49.3こと15.8b 

(43.9) (27.4) (215.4) 

p 20 5.1 こと 1.7 b 9.3ゴニ4.2 b 5.8:iニ4.1 b 3.7こと3.3 b 43.2土21.7b 

(62.8) (43.0) (284.6) 

1) Refer to footnot巴1) in Tabl巴1.

2) No. of abnormal ova/No. of total ova X 100. 

3) Mean value土 SD.

4) Significant difference was observed between clifferent letters (pく0.01) by t-Tes t. 

5) Figures in parenlheses are inclex. 

交!~Gからj波紋機認までの日数，縁関によって得られた

卵子数および卵子の形態による鋭務総よ誌は員~2 炎の通り
考 察

である。交自立からj終校側:認までの羽数は，対照i涯に比絞 蛍!当質的iレベル剣料をマウスに紛1j.した場合，排卵数

してお銭 I~[え問主塩化炭淑j乏ならびにアンモニウム慌の が減少し災?言卵数がJfil加して災7X卵本がおくなることは，

3品協12<:において延長したが，これら 3総警察馴]での幾 十代報告されているf)
は認められなかった。奴卵数は対照阪に比較して3試験

IZともイI認に少なく，特に凶滋化炭主15伎では，その数は

対lIi!>J涯の約付%にすぎなかった。また， f装卵された卵子

で，形態的に正常と認められた卵子数は，お~'l終区にi七絞

して 3総数lまとも切らかに少なく， !J'4'ls'JiJfJ予のJt'l1Jnが認

められた。したがって s これら 3 試験i廷におけるJjl~常郎

総は向く，対照阪の約 6i授に治した。

数約lこは

その報告と多少の波・はあるものの，傾向的には類似し，

1¥'1]1待lこ凶淑化炭淡を投与したγ ウスやプンモニウム滋を

投与したマウスの務合にもi制裁の傾向が認められた。

長f白?を向レベノレ飼料を給与した場

合の周期は不滅WJになり， 9d1i1fWJや発情休止期jが延長去す

るにもかかわらず，交配によって大部分のγ ウスが通常

に近いj泊JUJIヨ数内に服役を保有することが認められてい

る19) これら!側jへの際機比凶綴化決議を投与したマ

R
U
 

9
M
 



茨大役学術報告?

ウスやプンモニウム泌を投与したγ ウスの場合にも間総

に認められている。16)これらさど況によるj附全形成現象は，

本実験においても附様の綴I匂にあ~， しかも獄絵の検出

身遣は約85%以上となり， liなfぷ16)のJrH況に類似した。

これら，排卵現象への影襲撃や交自己点、らj際校保有までの

.llis質向レベル飼料の給与マウス，人

為的iこ IJ子機能関E容を発生させた四~化絞殺の投与マウス

ならびに肝疾息を誘発させたと思われるアンモニウム織

の投与・7 ウλともl埼憾の傾向でJZめられたことから，議

自質向レベル飼料の給与によるこれらの変化は，多数iこ

熊取した滋出資の代議jで生成された過剰のアンモニプiこ

組閣する肝機能障怒によって期加した estrogenの作用

によるものと思われる。すなわち，一般に巴strogenが

-F!重体に;長期間持続的lこ作用すると， FSHや LHの分

泌は低下することがまnられている。本実験において，交

自己によって綴JtIll:JJ1*Jにl隊総が線認されたことは，縦γ ウ

スのJ7R$にi得力n した estrogen によって~t~マウ久が輿脅

して汲総を発動し，その~線数frが雌マウスの下議体を

刺激して一時的に FSH，LHの分泌を促進した給泉，そ

れによって誘発された~~常発情に法づく滋室長と忠、われる。

また，排卵数の減少や災1jmのj規加あるいはIl?li校保有マ

ウスに認められた約20%の然排O[lffl，象iこは，Mt~" ウスに

誘発されたifl<常発僚が~;I]梁的lこ関与したことが推測され

る。

以上のことから， 2授自賀高レベノレ飼料の摂取によって

起こる排卵数の減少や8~常卵の地加などの排卵現象の変

化の際問は，熊取した多お:のt氏自質の代議;泌総で過剰に

生成されたアンモニアに起闘する好機能障筏によっても

たらされた，肝臓の estrogen不治-性化能の低下に法づ

く，餓;hルモンの関与によるものと判断された。なお，

H干襲撃縫と estrogen不fil"・性化絡の協採については，今後

検討を巡める予定である。

要 約

設~ 32珍(1984) 

!制金が形成されたマウスの排卵数や排卵卵子の形態的な

綴祭による災常卵子の/:l:i現数などを減益Eし，議i当質機i¥'1

レベル飴i料を30日IIIJ給与した場合のそれらを法当11{こlt

絞し，泌レベノレ飼料の給与によって出現する排卵羽象の

!日1闘について検討した。

得られた総来は以下の泌り~約される O

1) 1線i創立，機懲レベル飼料の給与の場合にはすべて

のマウスに認められたが， r潟レベノレ飢料の給与，四滋化

決議の投与ならびにアンモニウム綴の投与の場合には認

められないマウスがあり，また認められたマウ久の中iこ

は4p，~排Ø[lのマウスがあった。

2) 交自己からj削指定絡までの平均日数は，際機レベル

飼料の給与・の場合よりもi潟レベル飼料の給与，問織化炭

認さの投与ならびにアンモニウムj鼠の投与の場合lこ切らか

に延炎したものの，ほぽ通常胤JVJの5臼以内となった。

3) 排卵数は，機織レベル飼料の給与の場合よりも，

肉レベル剣料の給与，凶滋化占提言採ーの投与ならびにアンモ

ニウム総の投与の場合に少なかった。

4) 然苦~J;11l数は，線機レベノレ飼料の給与の場合よりも，

潟レベル餓料の給与，凶様化決議の投与ならびにアンモ

ニウム自訟の投与の場合に多く，また5~'治卵主将も向かった。

5) 潟レベル飼料の給与，閉滋化絞殺の投与ならびに

アンモニウム磁の投与の場合における以上の紡栄は，ほ

ぼ類似していた。

以上のことから，五ÍI'3~潟レベル飼料の奴1訟によって

起こる銚卵数の減少や災常卵数のi勢力mま，熊取した多数

の滋i気質の代議liuil絞で過剰に生成されたアンモェアlこ起

i浸する好機能締努によるものと判断され， s'F機能の低下

によって精力目した estrogenが関与・したものと披dtJJされ

る。
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On the Cause of the Abnormal Ovulation in Female Mice fed 

with High Protein Level Diet 

SUESHlRO TAGAMI and SHIGERU MATSUMOTO 

The infIuence of feeding of high protein level diet 011 the ovulation in female mice has 

been inferred to be resulted from the dysflll1ctiol1 of the Iiver dlle to excessive ammonia 

metabolized from high protein. Then， this study was planned to c1ear up one of these 

causes. 

ICR-JCL strain female mice (age : from 60 to 65 days， average body weight : 30.5g) 

were housed in mOllse-cages in a contr‘olled room (13.5 hours Iight : from 6.00 a.m. to 7.30 

p.m.， at 17-25'C)， with water available at libitum. 

The mice were allotted into four groups. Two groups of them were fed on either 

standard protein level diet (CP:25%， Energy 350.1kcal/lOOg) or high protein level diet(CP:60%， 

Energy 350.1 kcal/l00g) fog 30 days， and the other two groups were fed on standard 

protein level diet for 10 days respectively. Among the latter， mice in a group were injected 
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the original solution of carbon tetrachloride (CC14) that was mixed with slight hyaruroni-

dase fOl・ 10days (O.lml/mouse/day) and the other were dosed oral1y ammonium citrate 

dibasic ((HN4)z HC6HsU7) by mouseωsonde (1.25% conc.， 0.4 ml/mouse/day) for 10 days. 

Each female mouse in the al1 groups was mated with a male mouse of the same strain 

after 10 days and 30 days feeding with the experimental diets. Their ovulated ova were 

observed morphologically through a 400 X microscope after the perfusion of oviducts and 

uterine horns. The results are summarized as follows. 

1) The formation of vaginal plug in mice fed on high protein diet， injected CC14 and 

doesd ammonium salt were decreased in comparing with that of the mice fed 011 standard 

pr・oteindiet， and only a few anovulations mice were observed. 

2) The interval from the mating to the formation of the vaginal plug were elongated 

in the mice fed 011 high pr・oteindiet， injected CC14 or dosed ammonium salt， comparing 

with that of the control mice， but the elongation was limited within 5 days longer than the 

normal cycle. 

3) The number of ova ovulated in mice fed on high protein diet， injectβd CC14 or 

dosed ammonium salt was markedly decreased as compared with that of the control mice. 

4) Abnormal ova were discovered in all experimental mice， while the l1umber of 

abnormal ova in mice fed with either high protein diet， injected CC14 or dosed ammonium 

salt was markedly increased in comparing with that of the contr叫.

5) The experimental results on the mice fed on high protein diet were the same 

resul ts as the mic日 injectedCC14 or dosed ammonium salt. 

Judging from these results， it was conjectured that the abnormalities of the ovulation 

in mice fed on high protein diet were caused by the dysfllnction of the liver indllced from 

the metabolic ammonia due to the excessive protein intake. 

(ScI. Rep. Fac. Agr. Ibaraki Univ.， No.32， 23 - 28， 1984) 
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