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ディーゼル排ガス胎仔期曝露が生殖系及び脳神経系に及ぼす影響 

 

武田 健 

東京理科大学薬学部、CREST, JST 

 

一般に化学物質の感受性は成獣よりも胎仔期の方が高いと考えられている。本講義では

妊娠期ディーゼル排ガス（DE）曝露の健康影響について、私たちが検討した出生仔の雄性生

殖系及び脳神経系への影響を中心に紹介する。 

 

１. 胎仔期ディーゼル排ガス曝露による性分化関連因子発現への影響 

妊娠マウスに DE を曝露し、雄性胎仔に対する影響を生殖腺分化に係わる遺伝子を中心に

その発現レベルで検討した。さらに、DE に対するマウス系統間における感受性の違いの有無

を併せて検討した。 

ICR 系、C57BL/6J 系及び ddY 系妊娠マウスを DE 曝露群と対照群にわけ、妊娠 2 日目か

ら 13 日目まで DE 曝露した。DE の濃度は低濃度 DE 曝露群として、ディーゼル排気微粒子 

(DEP) 濃度を約 0.1mg DEP/m3 に、高濃度曝露群として約 3.0 mg DEP/ m3 に調整した。妊娠

14 日目に摘出した雄性胎仔生殖腺分化に関与する steroidogenic factor (Ad4BP/SF-1)、ミュ

ラー管抑制因子 (MIS)、エストロゲンレセプター (ER)、アンドロゲンレセプター (AR)及び各ス

テロイドホルモン合成酵素の遺伝子発現を解析した。解析には mRNA 発現量を定量するリア

ルタイム PCR 法 (ABI PRISMⓇ7700 Sequence Detection System)を用いた。 

その結果、ICR 系雄性胎仔における Ad4BP/SF-1 及び MIS mRNA 発現は対照群に対し、

低濃度 DE 曝露により約 30%、高濃度 DE 曝露により約 50%の有意な発現低下が認められた。

なおこの時、ER 及び AR mRNA 発現の変化は認められなかった。転写因子である

Ad4BP/SF-1 が発現調節している各ステロイドホルモン合成酵素の mRNA 発現は DE 曝露に

より有意に低下、あるいは低下する傾向が認められ、特に 3・-hydroxysteroid dehydrogenase 

(3・-HSD)及びアロマターゼ mRNA 発現は高濃度 DE 曝露により対照群の約 50%に低下した。 

一方、系統差の検討では、C57BL/6J 系は雄性胎仔の MIS mRNA 発現量が低濃度 DE 曝

露で約 40%の有意な発現低下が認められたが、Ad4BP/SF-1 及び各ステロイドホルモン合成

酵素 mRNA 発現には有意な変化が認められなかった。また、ddY 系雄性胎仔においてはい

ずれの遺伝子発現に対しても DE 曝露による影響は認められなかった。 

胎仔期 DE 暴曝露により ICR 系及び C57BL/6J 系雄性胎仔における MIS mRNA 発現の有

意な低下が見られたことから、DE 曝露は雄性生殖器官形成に影響を及ぼす可能性が示唆さ



れた。また、ICR 系雄性胎仔ではその他、Ad4BP/SF-1 mRNA 発現量に有意な低下が認めら

れた。Ad4BP/SF-1 はステロイド合成酵素、MIS、卵胞刺激ホルモン、黄体形成ホルモンなど

の内分泌系、生殖系に関わる遺伝子の発現を制御する転写因子であり、Ad4BP/SF-1 ノック

アウトマウスでは副腎及び生殖腺を欠き、雄も雌型の生殖器官を持つという報告があることか

ら、Ad4BP/SF-1 は生殖に関して発生、分化、機能に幅広い役割を持つ遺伝子であると考えら

れている。DE 曝露により Ad4BP/SF-1 mRNA 発現が低下したことから、DE 曝露は内分泌系

に広く影響する可能性が示唆された。また、DE に対する感受性には系統差があることが示唆

された。 

 

2. 胎仔期ディーゼル排ガス曝露による雄性出生仔生殖系への影響 

ICR 系マウス妊娠 2 日目から 16 日目まで DE 曝露した。出生後、雄性生殖系への影響につ

いて解析した。1.0 mgDEP/m3 曝露で体重が減少し、副生殖腺重量が幼若齢時に増加した。ま

た、血清テストステロン濃度が変動し、精巣の精細管内で多核巨細胞の出現頻度が上昇した。

さらに１日精子産生能（DSP）が低下した。一方、1.0 mgDEP/m3 除塵（0.30 ・m 以上の粒子状

物質を 99.97％除去するフィルターを使用）曝露を行った群でも、精巣重量が低下し、血清テス

トステロン濃度が上昇、精細管内で多核巨細胞の出現頻度が上昇し、さらに DSP が低下した。

これらの結果は、胎仔期 DE および除塵 DE 曝露は、テストステロン濃度の変動という内分泌

撹乱作用を示し、また 次世代の精巣機能に有害な影響を与えることを示唆している。 

以上、胎仔期 DE 曝露は出生仔のステロイド代謝系、あるいは雄性生殖器系に何らかの影

響を及ぼしていることが示唆された。 

 

3. 胎仔期ディーゼル排ガス曝露による出生仔脳神経系への影響―光学顕微鏡および電子顕

微鏡による病理学的解析― 

出生仔マウス脳組織に対する胎児期 DE 暴露の影響を、光学顕微鏡および電子顕微鏡を

用いて病理学的に検討した。胎仔期に DE 曝露した 8 週齢および 11 週齢の出生仔マウスの

脳組織を採取した。光学顕微鏡による解析では、H&E 染色、トルイジンブルー染色および、組

織中のアポトーシス出現の評価を共通カスケードである Caspase 3 に対する免疫染色を施行

した。電子顕微鏡による解析では、大脳皮質（Area 6）における細胞レベルでの病理学的検索、

特にアポトーシス小体形成過程に認められる超微形態的特徴である crescent-shaped spaces 

(CSS)をもとにアポトーシス出現を評価した。また、脳・血液関門の直接の働きをしていると考

えられる、血管周囲細胞 (florescent granular perithelial (FGP)細胞)の形態ついても着目した。

その結果、Caspase 3 に対する免疫染色陽性細胞が、コントロール群と比較して、DE 曝露群



大脳皮質において散在して認められた。DE 曝露群トルイジンブルー染色標本において、アポ

トーシスが誘導され凝縮した細胞と思われる所見が認められ、電顕的にも、アポトーシス小体

形成過程において特徴的所見であるCSSが認められる凝集した細胞が確認された。また、DE

曝露群トルイジンブルー染色標本において、FGP 細胞の存在する血管周囲の浮腫、および

FGP 細胞質内の顆粒の変性像も認められ、同様の所見が電顕検索に置いても確認され、さら

に血管内皮細胞の不均一な核クロマチンの凝集および CSS を伴った核不整像も認められた。

これらの所見は 0.3 mg DEP/m3 曝露群 8 週齢の出生仔マウスから既に認められ、また海馬に

おいても認められる。 

以上の結果は脳血管関門が発達していない胎仔期に、DE の超微粒子が血管を通り抜け、

脳の機能に影響を与える可能性を示唆しており、今後、人への影響を含めて十分に検討しな

ければならない課題と思われる。 

 

武田 健：子孫を残す細胞が危ない！―ディーゼル排ガスも環境ホルモン、 

「健康とくすりシリーズ」日本薬学会編、p1-111 丸善、2000 

武田 健：ディーゼル排ガス胎仔期曝露による内分泌かく乱、科学技術振興事業団戦略的創

造研究推進事業「内分泌かく乱物質」第３回領域シンポジウム 講演要旨集、

p17-25、2003 



ディーゼル排気微粒子の雌性生殖器に及ぼす影響 

 

机 直美 

（財）日本自動車研究所 エネルギ・環境研究部 健康影響グループ 

 

 ディーゼル排気（Diesel Exhaust: DE）は、国内外で深刻な社会問題となっている大気汚染発

生源の一つである。DE の健康影響に関する研究は、これまで喘息性疾患、肺癌あるいは気

管支炎等の呼吸器に及ぼす影響を中心に行われてきた。しかしながら、近年は人の死亡率に

関する疫学的研究の結果や次世代影響、環境ホルモン影響の面から、DE の生殖器系に対す

る影響が注目されるようになった。DE 中には多くの多環芳香族炭化水素が含まれることに着

目し、Aryl hydrocarbon receptor （AhR）の感受性が高いといわれている C57BL/6N マウスを

用いて、DE による生体影響として重要視される次世代への影響あるいは繁殖機能に対する

影響を明らかにするために、雌性生殖器および繁殖機能に及ぼす影響について検討した。一

方、DE の妊娠期曝露実験により、雄胎子の生殖腺分化に関与するステロイド合成因子

Steroidogenic factor-1 （ Ad4BP/SF-1) お よ び ミ ュ ラ ー 管 抑 制 因 子 Mullerian inhibitory 

substances（MIS）の mRNA 発現量を減少させることが判明したので、雌胎子の生殖腺分化に

関与する発現遺伝子の解析を行い、その影響を検討した。 

 

１．DE および DEP の雌性生殖器作用および繁殖障害に関する研究 

 DE 吸入曝露は、DE 中の粒子濃度が 0.3、1.0 および 3.0 mg/m3 の 3 群と対照群（清浄空気

のみ）をおき、曝露期間は約 4 ヶ月間（午後 10 時から午前 10 時まで 12 時間/日、7 日/週）と

した。さらに次世代影響を調べるために上記の曝露終了後、曝露されていない 10 週齢の雄と

一週間同居交配させた。その結果、母マウスの流産や娩出不全等の繁殖異常が認められた

が有意ではなかった。また、新生子の外貌異常についても曝露群と対照群との間に有意な差

はみられなかった。しかし、親の営巣行動の評点は、正常出産雌の 3.0 mgDEP/m3 群では有

意に低下した。また、出生子の体重変化は、成長するにしたがって雌雄ともに高濃度曝露群

で有意に減少した。雄子マウスは、30 日齢では 0.3 mgDEP/m3 群で肛門生殖突起間距離

（Anogenital Distance: AGD）が有意に短くなった。一方、雌子マウスでは、70 日齢における頭

臀長の有意な短縮（1.0 mgDEP/m3 群、3.0 mgDEP/m3 群）が示された。一方、雌子マウスにお

ける腟開口時期については、0.3 および 1.0 mgDEP/m3 群で有意に早まった。 

 このように親の繁殖機能への影響については行動学的な変化以外はほとんどみられなかっ

たが、出生子に関しては臓器重量や腟開口時期の早期化といった次世代にわたる間接的な



影響がみられた。そこで、このような DE の生体影響の根源と考えられているディ－ゼル排気

微粒子（Diesel Exhaust Particles: DEP）を直接同系統の妊娠マウスに皮下投与した際にどの

ような変化が現れるかについて詳細に検討することにした。 

 C57BL/6N マウス雌 145 匹（10 週齢）を同系統同週齢の雄と一週間同居交配後、妊娠 8、10、

12 日目に DEP 抽出物（DEPE）を皮下投与（計 0.006､0.06､0.6､6.0 あるいは 60 mg/ mouse）し

て、生殖機能および出生マウスの生後発育に及ぼす影響を調べた。交配後毎日体重計測を

行ったが、分娩までほぼ順調に体重が増加したマウスは正常出産する一方、非妊娠マウスは

ごくわずかな通常の体重増加しか示さないことから、妊娠と非妊娠の区別が可能であった。ま

た、妊娠後途中まで体重が増加したが、ある時点で急激に体重が減少した個体は流産が生じ

たものとみなされ、DEPE 投与群に多かった。すなわち、0.006、0.06、0.6、6.0 あるいは 60 

mg/mouse の全曝露濃度で有意な流産率の増加が認められた。流産率は高用量投与群より

も低用量投与群に高い傾向がみられた。DEPE 皮下投与群では出生子の体重減少および雌

マウスの腟開口時期に対する影響がみられた。この現象は上述した DE の吸入曝露実験によ

る成績に類似した。また、特に低用量投与群で頭臀長に変化が観察され、雄の副生殖腺重量

の減少も低用量投与群でより明瞭であった。これらの成績により、DEPE の皮下投与によって

DE の吸入曝露と同様に出生子（第二世代）への影響、特に生後発達に異常が生じることが明

らかとなった。 

 上述の流産や娩出不全などの生殖機能異常が生じる要因には、子宮筋、胎盤および胎子

の側における様々な因子が考えられる。それらの一部として子宮筋の収縮感受性の変化も挙

げることができる。そこで、DEP 曝露による子宮収縮反応の変化の有無を明らかにするために

以下の実験を行った。子宮収縮反応はオキシトシン（OT）に対する収縮反応の相違を比較す

る方法で行った。C57BL 雌マウスを卵巣摘出（OVX）し、DEPE（0.006、0.6 あるいは 60 

mg/mouse）を皮下投与した実験において、対照群と比較して有意な収縮の増強が示された。

その結果、非経気道的に投与された個体においても DEP は子宮の OT 収縮反応を増強するこ

とが明らかになった。さらに、DEPE を子宮筋に対して短時間または長時間直接作用させたと

きの OT 収縮反応を検討した。その結果、OVX マウスの子宮に DEPE 3×10-4～3 mg/ml を滴

下したときの投与直後および投与後の最大収縮反応は、DEPE を滴下しない標本と比べて有

意な収縮の増加を示した。OVX マウスの子宮標本で OT 収縮反応を確認した後、DEPE（0.3 

mg/ml）を 24 時間持続的に作用させたときの OT に対する収縮反応は有意な変化を示さなか

った。以上の成績により、DEPE は体内の血液循環を介して子宮筋に対する収縮増強効果を

与えること、その場合このような変化は内分泌系に対する影響の他に DEPE が直接的にも子

宮に影響する可能性が示唆された。このような子宮筋収縮反応変化の詳細な機序は不明で



あるが、流産や娩出不全などの生殖機能障害をもたらす一因となる可能性は否定できない。

DEPE 皮下投与では出生子の成長にも影響を与えるなど次世代に及ぶ影響が生じることも明

らかになったことから、DEPE あるいはその代謝物質は胎盤を介して胎子へと移行するか、ま

た母マウスの生理学的状態の変化が発生段階にある胎子の細胞に何らかの異常を来たすこ

とが推測される。上記までの研究によって、DE あるいはその抽出物質である DEPE は

C57BL/6N マウスに対してかなり強い生殖および生体毒性を有することが明らかになった。 

 

２．DE の雌性生殖腺分化時期に与える発現遺伝子への影響 

ICR 系妊娠マウスを妊娠 2 日目から 13 日目まで、100 ・g DEP/m3、NO（2.2 ± 0.34 ppm）、

NOx（2.5 ± 0.34 ppm）、NO2（0.0 ppm）、CO（9.8 ± 0.69 ppm）および SO2（<0.1 ppm）の曝露条件

で結核研究所にて一日 8 時間（9:30-17:30）の DE 曝露を行った。対照群はクリーンルームで飼

育した。曝露終了後、生殖腺分化の時期にあたる妊娠 14 日目で母マウスを解剖し、胎子およ

び胎盤を摘出した。胎子を PCR 法にて性別判断した後、雌胎子を定量的 PCR 法にて各種遺

伝子の mRNA 発現を解析した。雄胎子では Ad4BP/SF-1 および MIS の mRNA 発現量が減少

したが、雌胎子では変化がみられなかった。しかし、雌胎子では、卵胞の発生に関与する

Bone morphogenetic protein-15（BMP-15）の mRNA 発現が有意に減少した。以上のことから、

胎子期の DE 曝露による胎齢 14 日目の生殖腺分化への影響は、雄胎子のほうが雌胎子より

も感受性が高い可能性が考えられ、雌の生殖器発生にも悪影響を及ぼす可能性が示唆され

た。 

 

 以上の実験成績および考察から、近年における大気汚染物質の主要因である DE および

DEP は、第一世代の生殖機能障害ならびに第二世代の生殖腺分化および成長、発達障害を

もたらす潜在的リスクを有することが明らかになり、これらの知見は今後の大気環境科学分野

での諸研究を推進する上で重要な基礎を与えるものと考えられる。 
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デイーゼルエンジン排気微粒子(DEP)の気道粘膜に及ぼす影響： 

オキシダントの役割 

 

滝澤 始 

東京大学医学部呼吸器内科 

 

はじめに 

 大気中浮遊微粒子(particulate matter less than 2.5μ in diameter, PM2.5)、さらにその主要

構成成分であるデイーゼルエンジン排気微粒子(DEP)は、疫学的研究などからヒトの呼吸・循

環系の死亡率や有病率を上げるなどの健康被害に結びついている可能性が示唆され、注目

されている。また直接的証拠はないもののアレルギー性疾患の発症や症状と道路沿道住環

境との関連も示されている。しかし、PM2.5/DEP がいかなる機構で呼吸・循環系に影響を与え

うるかは未解決な点が多い。気道粘膜上皮は呼吸にともない侵入する各種有害物質に対す

る第一線の防御細胞であり、単なるバリアでなく、種々の外的ストレスに反応して、サイトカイ

ン・ケモカインなどを産生する。さらに近年の研究により気道あるいは肺胞上皮細胞の傷害が

各種呼吸器疾患の発症の第一段階であると認識されるようになった。とくに気管支喘息の病

態においては、気道粘膜上皮の剥離、傷害とそれに基づく気道の過敏性亢進が、最も基本的

は特徴と信じられている。したがって、DEP の標的細胞として有力であり、これまでに多数の研

究が行われてきた。本講では、これらの歴史的流れも概観しながら、DEP の気道粘膜への作

用とその分子機構の究明の現状について述べる。 

 

１．ヒト気管支上皮細胞におけるサイトカイン発現への影響 

 ヒトの気道粘膜上皮細胞への影響を試験管内で検討する系において、PM2.5 や DEP を用い

て、各種炎症性物質の産生への影響を検討した。その結果、正常ヒト気管支上皮細胞及びそ

の細胞株へ、種々の濃度の PM2.5, DEP やその抽出物を添加すると、IL-8、GM-CSF, 

RANTES, Eotaxin、TARC などのサイトカイン・ケモカインの産生と発現が増強された。この結

果は濃度依存的で、かつ非毒性濃度で認められた。また、気道炎症に重要な接着分子

ICAM-1 発現や一酸化窒素合成酵素 iNOS の発現も増強した。線維化に重要な役割を演じる

成長因子のひとつトランスフォーミング成長因子（TGF）-β1 の産生も増強された。さらに、ア

ポトーシス関連分子の発現も増強された。 

 粒子状物質の in vitro での検討では、実験条件に限界がつきまとう。そこで、我々は、従来

型の粒子を添加する方法のほかに、実際のデイーゼルエンジンを作動させ、その排気の一部



を希釈して、培養層内に定流条件で曝露する装置を考案した。この実験においても、上記の

結果は再現された。 

 以上のデータは、DEP などの粒子状物質の気道炎症への増悪作用を示唆するものである。

そこで、次にその細胞内機構を検討した。 

 

２．DEP の及ぼす細胞内機構 

以上あげた分子の遺伝子発現に共通して重要とされる転写因子のひとつNFkappaBに注目

し、その活性化への影響を検討した。その結果、ゲルシフト法により DEP 添加による濃度依存

的な活性化が示された。NFkappaB の活性化シグナルのひとつにオキシダントが注目されてい

る。そこで抗オキシダントの効果を検討した。これらの DEP の作用は抗オキシダント薬である

N-acetyl cysteine (NAC), pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC)でほぼ完全に抑制された。 

 以上から、PM2.5/DEP によるヒト気道上皮細胞への作用はオキシダント活性を介したもので

ある可能性が示唆された。このことは、大気中微粒子による健康被害の対策と予防に際して

重要な知見と思われる。最近の研究で、DEP によって活性化される転写調節機構のさらなる

詳細も判明しつつある。 

 

３．ヒトボランテアでの吸入及び動物実験からの知見 

 海外では、ヒトボランテアによるデイーゼル排気の吸入実験が行われている。当初はより安

全性の高い鼻腔内添加による検討であったが、その後は健常者および軽症喘息患者を被験

者とした、単回の吸入実験が行われるようになり、その前後で末梢血および気管支鏡下の気

道粘膜生検や気道洗浄液の分析が行われた。 

 その結果、健常者のデイーゼル排気吸入では、気道粘膜上皮における炎症性サイトカイン

の発現増強や洗浄液中の炎症性細胞の増加、さらには NFkappaB の活性化など、ほぼ in 

vitro の実験結果から推測されるものであった。一方、軽症の喘息患者の吸入実験では予想

に反して、デイーゼル排気の吸入による気道炎症の増悪は認められなかった。その機序は不

明であるが、気道粘膜における抗炎症性サイトカイン IL-10 の発現増強が観察されたことから、

一種の防御反応が働いたためとも推測されている。詳細は今後の課題である。我々は、マウ

スに低濃度(100μg/m3)のデイーゼル排気を継続的に吸入させる実験を行っており、喘息モ

デルでの気道炎症や局所サイトカインの遺伝子発現の推移は、比較的よく以上のヒトの実験

結果と一致している。 

 従来は高濃度でかつ気管内注入などの非生理的条件での検討が多かったが、最近のより

実際の環境に近い検討により、DEP の生体影響が明らかにされると期待される。 



 

４．デイーゼル排気の生体影響とオキシダント 

 以上の基礎的研究をふまえて、最近デイーゼル排気の生体影響とオキシダントの密接な関

連が注目されている。すなわち、アレルギー性鼻炎患者での添加実験で、気道炎症が惹起さ

れる群では、高率に抗酸化酵素である glutathione-S-transferase M1、P1 の遺伝子変異が認

められた。これら抗酸化酵素の欠損群や活性低下群が、デイーゼル排気粒子による健康被

害のハイリスク群である可能性が高く、今後はこうした群での予防策も検討されよう。 



ディーゼル排気微粒子が心筋細胞に及ぼす細胞傷害作用  

 

桑原正貴 

東京大学大学院農学生命科学研究科 

 

近年の疫学的研究報告によると、大気中のディーゼル排気微粒子（DEP）濃度と心疾患とく

に不整脈による突然死を含む過剰死亡率との間に高い相関関係の存在することが明らかとな

っている。DEP は肺の深部まで入り込み、長微細な粒子や DEP からの溶出成分の一部が血

流にのり、心臓や血管において直接作用する可能性が考えられている。そこで、本講では

DEP が心筋細胞に与える影響に関して DEP の主要な傷害因子であるといわれている活性酸

素種との関連性について、循環系に対する酸化ストレスによる病態を含め、最近の知見を概

説する。 
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