
 

Instructions for use

Title The effects of maternal polyphenol intake during lactation on lipid metabolism in adult rat offspring [an abstract of
dissertation and a summary of dissertation review]

Author(s) 山﨑, 尚二郎

Citation 北海道大学. 博士(保健) 甲第14422号

Issue Date 2021-03-25

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/81574

Rights(URL) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Type theses (doctoral - abstract and summary of review)

Additional Information There are other files related to this item in HUSCAP. Check the above URL.

File Information Shojiro_Yamasaki_review.pdf (審査の要旨)

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


様式 ９ 
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学位論文題名 

The effects of maternal polyphenol intake during lactation 

on lipid metabolism in adult rat offspring

(授乳期母親のポリフェノール摂取が成熟期仔ラットの脂質代謝に及ぼす影響) 

当審査は令和３年１月２７日実施の公開発表にて行われた。（出席者６７名）。 

トリグリセリド(TG)，コレステロール(CH)，脂肪酸(FA)といった脂質は，エネルギー源として

だけではなく，ヒトにとって欠かすことのできない栄養素である。これら脂質の代謝は肝臓を中

心として制御されているが，脂質の過剰摂取が続くと，肥満，高脂血症，脂肪肝といった脂質代

謝異常が生じ，より深刻な生活習慣病のリスク要因となる。代謝異常や生活習慣病の発症要因の

一つとして，胎児期や授乳期といった発達期における母親の栄養状態が，子どもの将来的な様々

な疾患リスクと関係していることが近年の研究によって明らかにされつつある。これまでの研究

により，子どもの発達期における母親の低栄養状態や過剰栄養が成熟期の疾病リスクを増加させ

ることが明らかとなってきた。 

植物由来ポリフェノール(PPh)は多くの生理活性を持つことが報告されており，生活習慣病及び

脂質代謝異常の予防や改善効果が期待されている。これまでの研究により，PPh を摂取する時期

や，栄養環境によって影響の大きさが異なることや，授乳期母親の栄養状態は妊娠期母親のもの

に比べて子どもの脂質代謝への影響が大きいことが示唆されているが，授乳期にのみ母親が PPh

を摂取することによる子どもの脂質代謝に対する作用に関する研究は少ない。また，子どもの成

熟期における変化を調べた研究も限られており，授乳期母親の PPh 摂取が成熟期の子どもの脂質

代謝に及ぼす影響は明らかになっていない。そこで本研究では授乳期母親の PPh 摂取が成熟期仔

ラットの脂質代謝に及ぼす影響を明らかにすることを目的として研究を遂行し，PPh 摂取による

仔の脂質代謝の改善に関する新たな知見を得ている。 

第一に，標準的な栄養環境における授乳期母親の PPh 摂取による成熟期仔ラットの脂質代謝へ

の影響を検討している。実験には Wistar 系ラットを用い，母親に与える PPh はレスベラトロール

(RSV)とした。与える食餌が妊娠期/授乳期/離乳後の仔ラットの順に標準食(CON)/CON/CON(CON群)，

CON/CON+RSV (20mg/kg weight)/CON(RSV 群)となるよう 2 群に分け，雄性仔ラットを 36 週齢まで

飼育してその CH 代謝を検討している。得られた成果の概要は以下の通りである。CON 群と比較し



て RSV 群では血中 CH 濃度が低下するが，肝臓 CH 濃度には有意な差は認められなかった。肝臓中

CH 代謝関連タンパク量について，RSV 群の肝臓では有意に低値の HMGCR，有意に高値の LDLR，及

び SREBP-2 の活性化抑制が認められた。本研究の結果は RSV 群の肝臓における CH 合成の抑制と取

り込みの促進を示しており，これらは肝臓中 CH 濃度が維持されたまま血漿中 CH 濃度が低下した

機序と考えられる。また，妊娠期母親に RSV を与えた他の研究では子どもの血中 CH 濃度に有意な

変化が報告されていないことから，母親が RSV を摂取する時期が子どもの CH 代謝への影響にとっ

て重要であることを示した。以上より，授乳期母親の RSV 摂取は標準的な栄養環境において，36

週齢仔ラットの肝臓における CH 代謝関連タンパク量と活性の変化を介して血漿中 CH 濃度を低下

させることを明らかにした。 

次に，ラットに高脂肪食(45% fat; HFD)を与えることで異常な栄養環境における授乳期母親の

PPh 摂取が成熟期仔ラットの脂質代謝に及ぼす影響を検討している。実験には Wistar 系ラットを

用い，カテキン等の PPh を豊富に含む緑茶抽出物(GTE)を与えている。与える食餌が妊娠期/授乳

期/離乳後の仔ラットの順に CON/CON/CON(CON 群)，HFD/HFD/HFD(HF 群)，HFD/HFD+GTE(0.24%)/HFD 

(GTE 群)となるように 3群に分け，雄性仔ラットを 51週齢まで飼育し，血液と臓器を採取して種々

の検討を行っている。得られた成果の概要は以下の通りである。CON 群と比較して HF 群では，肝

臓中 TG 及び CH 濃度は有意な高値を示し，血漿中 TG 及び CH 濃度は有意な低値を示した。GTE 群

では体重及び脂肪組織重量は他の 2群より有意に増加していたが，血漿中及び肝臓脂質濃度は CON

群と有意な差はなかった。肝臓における TG 代謝関連タンパク量について，HF 群では CON 群と比

較して FAS，ACC，SREBP-1，DGAT-2，LCAD 量が有意に低下し，DGAT-1 量は有意に高値を示した。

GTE 群では CON 群と比較して DGAT-2 量は低値を示したが，その他のタンパク量には有意な差はな

かった。また，HF 群と比較して DGAT-1 量は有意に低下していた。TG 及び CH の両方の代謝に関わ

るタンパクでは，HF 群で他の 2 群と比較して MTTP の低下と LDLR の有意な高値を示していた。本

研究により，HF 群で認められた肝臓への脂質蓄積は，LDLR による血中からの脂質取り込みの促進

と MTTP による血中への供給の抑制によって生じていること，さらに HF 群では FA 生合成が低下す

る一方で食餌由来FAを用いたTG合成が促進されていることもTG蓄積に関与していることを明ら

かにしている。一方 GTE 群では脂質の取り込み，外因性 FA 由来の TG 合成，FA の生合成及び血中

への脂質供給に関するタンパク量がそれぞれ CON 群レベルであった。 

以上より，胎児期から継続する高脂肪食環境において 51 週齢仔ラットに誘導される肝臓への脂

質蓄積と，それに対する授乳期母親の GTE 摂取による保護作用が示された。また，肝臓中脂質代

謝関連タンパク量の測定によって，HFD 環境では仔ラットの肝臓での脂質取り込みが促進される

一方で血中への供給が減衰すること，それに対して授乳期母親の GTE 摂取は仔ラットの肝臓での

脂質代謝異常の改善を介して肝臓への脂質蓄積を抑制することを明らかにしている。 

これを要するに，著者は， 2 つの動物モデルを用いた実験によって，授乳期母親のポリフェノ

ール摂取は通常の栄養環境，高脂肪食環境の両方で成長後の仔ラットの脂質代謝に及ぼす影響と

その機序に関する新たな知見を得たものであり，本研究の成果は，授乳期母親の適切なポリフェ

ノール摂取による子どもの肝臓保護作用，及び脂質代謝異常を含む疾患の長期的予防の可能性を

示しており，予防的観点から今後の保健科学・健康科学に貢献するところ大なるものがある。 

よって著者は，北海道大学博士（保健科学）の学位を授与される資格あるものと認める。 

  

 


