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研究成果の概要（和文）：p62:Nrf2 double KOマウス（DKO）のNASH表現型に関する性差を検討した．DKO♂マウ
スは若齢時から徐々に体重が増加するのに対し，♀マウスは30週齢以降に急激に増加した． 30週齢のDKO♂マウ
スでは脂肪沈着、線維化が生じていたのに対し，♀マウスでは脂肪沈着は♂と比較し軽度であり、線維化は認め
られなかった．DKO♂では30週齢において肝細胞障害の悪化が示唆された．TNFα，IL-1βのmRNA発現量はDKO♂
は8週齢で増加していた．♀は30週齢以降に増加を認めた．DKO♀マウスのNASH肝病変は♂マウスと比較し軽度で
あった．この背景には女性ホルモンが重要であると考えられた．

研究成果の概要（英文）：This study investigated p62:Nrf2 double knockout mice (DKO) in terms of sex 
differences in the NASH phenotypes. Although male DKO gradually gained weight from an early age, 
female DKO was found to gain weight after 30 weeks, that is the time of menopause. In liver 
pathology, the tissue section from the male DKO at 30 weeks showed fat deposition and fibrosis, but 
that from the female DKO at 30 weeks showed mild fat deposition and no fibrosis. The blood 
biochemistry showed the liver cell injuries in the male DKO at 30 weeks. In male DKO, the expression
 levels of TNFα and IL-1βmRNA were increased at 8 weeks, but in female DKO, the expression levels 
were increased after 30 weeks. The phenotypes of NASH were more mild in female than in male DKO. 
This may be attributed to the existence of female hormones.

研究分野： 口腔外科学

キーワード： 生活習慣病　性差　非アルコール性脂肪性肝炎　遺伝子改変マウス　エストロゲン
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