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隣接医学の進歩･現状-

卵巣機能制御機構におけるプロラクチンの生理的意義*

小　田　高　久

東京歯科大学市川総合病院産婦人科

Possible Contribution of Prolactin in Ovarian Function

Takahisa ODA

Department of Obstetrics and Gynecology,

Tokyo I)ental College, Ichikawa Grneral Hospital

は　じ　め　に

プロラクチン　　　　　　　　　は主に下垂体前葉よ

り分泌されるホルモンで,アミノ酸198個が鎖状に連

なった分子量　　　の蛋白ホルモンと考えられていた｡

しかし近年,分子量の異なる数種幾のものが存在するこ

と　　　　　　　　　　　　　　が明らかとなり上2),さ

らに糖鎖の結合した　　　　　　　　　の存在も証明

された3A)｡ pRLは系統発生的に脊椎動物の初斯から

存在しており,その作用は進化の各段階で異なってい

る｡例えば両性楽のイモリでは陸から水中へ回帰させる

作用があり,またサケでは海から淡水の川に回帰する際

の浸透圧調節に不可欠である｡ヒトにおいてもPRLは

抗利尿作用およびNa保持作用を有しているが,生聖的

意義はほとんどないと考えられている｡しかしと卜羊水

中には非常に高濃度のPRLが存在しており,胎児では

浸透圧調整に何等かの役割を果たしている可能性があ

る｡ラットなどの噛乳動物では黄体の機能を維持する作

用があり　　　　は妊娠成立にとって不可欠である｡

ヒトにおけるPRLの庄理作用として明らかになって

いるのは,産額親の乳汁分泌作用のみである｡その他に

も様々な作用があることが示唆されているが,その生聾

的意義は未だ不明であるo下垂体腫症,原発性甲状腺機

能低下症,薬剤の副作用などによりPRL分泌が元進す

る｡このようなPRL濃度が異常に高い状態,すなわち

*本稿は平成2年度東京歯科大学学長奨励研究として,
第247回東京歯科大学学会総会(平成4年11月7日,千葉)
において特別講演したものである｡

高PRL血症では種々の障害が起こる(表1)｡女性性腺

機能に関しては,下垂体の性腺刺激ホルモン分泌の抑制

および卵巣機能抑制の結果,排卵が障害されるo無排卵

症の約15%が,高PRL血症が鹿因となっている.

卵巣機能,すなわち卵胞発育･卵成熟･排卵･黄体形

成とその機能維持は多くの因子により夜雑に制御されて

いるO高PRL血症では無排卵となることより

は卵巣機能に対し抑制的に作用し,その機能維持には不

必要であると考えられている｡しかし正常月経周期の血

清PRLの推移をみると,卵胞期では低値であるが,排

卵報と責体期後期に比較的高値となる｡敏密にプログラ

ムされたとトの機能において,無意味な現象はないと仮

定するなら,月経周期に従ってPRL分泌が変化すると

いう事実は　　　が何か重要な生聾的役割を果たして

表1　高PRL血症　　　　　　　　　　　の影
響(女性)

視床下部　ドーパミン代謝回転元進

性腺刺激ホルモン放出ホルモン　　　　低下

下垂体　　性腺刺激ホルモン低下

乳腺　　　乳汁分泌

副腎　　　アンドロゲン　　　　　　　　　増加

肝臓　　性ホルモン結合グロブリン　　　　低下

勝臓　　　β細胞活性元進

インシュリン抵抗性元進

骨　　　　骨密度低下

子宮　　　収縮

卵巣　　　性ステロイド産生低下
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いる可能性を示唆しているのではないか｡本稿におい

て　　　　が旺腺機能維持に何等かの生理的役割を果た

しているか否かを明らかにしたい｡

研　究　結　果

の免疫学的活性と塗物学的活性

ll PRLの測定

PRLの測定法として　　　年にハトを用いた生

物学的細定法が最初に開発されたo　その後　　　年

にマウスの乳腺組織を用いた鋭敏な生物学的測定法が考

案され,これによりPRLの純化精製が可能となり,

系が組み立てられた｡

R I Aの普及によりPRLの研究が飛躍的に進歩し,高

PRL血症による排卵障害の概念が確立された｡ところ

が近年になって,高PRL血症でありながら正常の排卵

性周期を有する婦人の存在が明らかとなり　　　　の

R I Aによる測定値,すなわち免疫学的活性は必ずしも

卵巣機能と相関しない可能性が示唆された｡その結果,

再びP R Lの生物学的活性測定の必要性が認識されるに

至った｡

年に　　　　らは　　　　系ラットの

を用いた非常に感度の高い生物学的活性測定法を開発

した5)o　これは　　　　にエストロゲンを投与すると発生

する　　　　　　　　　が　　　　などの

により特異的に,容量依存性に増殖することを

利用したものである｡我々は,この方法を用いてPRLの

生物学的活性を細達した｡

の免疫学的活性と生物学的活性

排卵周期を有する婦人(正常卵巣機能を有する

婦人および卵巣機能不全症例)の血清P RL活つ睦を

と　　　　　　　　　を用いた

により測定したところ(図　　　　　と

BAの測定値がかなり異なる症例があることが示され

た｡さらに注目すべきは, IAにより高PRL血症と診

断されたにも関わらず,正常の卵巣機能を有する婦人が

存在するという点である｡そのような例では,免疫学的

活性と比較し生物学的活性が低値であった｡この結果よ

り　　　　の生物学的活性は必ずしも免疫学的活性と-

致せず　　卵巣機能は免疫学的活性よりもむしろ生物

学的活性と良く相関することが明らかとなった1･  ｡

活性と

なぜこのようにPRLの免疫学的活性と生物学的活性

は垂離するのであろうかO　その原因を明らかにするた

め,血清のゲル漉過によりPRLの分子量を検討した｡

正常P R Lレベルで正常月経周期を有する婦人の血清を

ゲル漉過し,各フラクションのPRL活性をIAにより

細定したプロフィールを図2に示した｡これにより,血

活中には分子量の異なる3種蕉以上のP R Lが存在する

ことが判明したo右の最も大きなピークが従来より考え

られている分子量　　　のPRLで　　　　　　と呼

ばれる｡中央の分子量5-6万のものは

万以上のものは　　　　　　　と命名された.正常月

経周期婦人の血清中のこれら　　　　　　　　　　の

●

0　　　　06　　4

1
L
u
J
6
u
l
U
d
V
q

20　　40　　60　　80

IA PRL ng/mL

O

e Delayed Ovulation

and/or Luteal lnsufficiency

図1排卵周期を有する婦人の血清
PRLの免疫学的活性　　　と生
物学的活性

4.7%　　11.8%　83.5%

ー1
u
J
J
6
u
 
l
u
d
V
I

-64-

30　　　　40　　　　50　　　　60

Fraction Number

図2　正常PRL正常月経周期婦人の血活PRL
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I Aで測定した割合は　　　　　　が　　　　と最も

多く　　　　　　は　　　　　　　　　　　　は

%と報吾されている　摘)o

次にゲル漉過の各フラクションをIAとBAで測定

し　　　　の分子量と活性の関係を検討をした｡一例の

プロフィールを図3に示したが　　　　　　はIAと

BAの値がよく一致しているのに対し,大分子PRLは

免疫学的活性に比し生物学的活性が低値であった

生物学的活性と免疫学活性の比　　　　　　を

まとめると(図　　　　　　　　では　　　　　　　で

は　　　　-　　　　　では0.4となったo

図2の正常P R Lレベルで正常月経周期を有する婦人

30　　　40　　　50　　　60

Fr n Nu

図3　血活PRLのゲル漣過プロフィール

(免疫学的活性と生物学的活性の比
較)

little PRL

n｡;12

Mean±SD

図　　　　　　　　　　　　　　の生物学的活性
と免疫学的活性　　　の比
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の血清　　　　　　のゲル漉過プロフィールをみると,

大部分が　　　　　で,全血清の塗物学的活性と免疫

学的活性ははぼ一致している｡高PRL血症による無排

卵症婦人の　　　　　　　　　　の割合も,これとは

ぼ同様であると言われている　　　　ところが高PRL

血症でありながら正常の月経周期を有する希な症例の,

血清PRLのゲル漉過プロフィールは,図5に示したよ

うに　　　　　　　の割合が高くなっているO塗物学

的活性の低い大分子P R Lの割合が高い結果,全血清の

P R Lの生物学的活性は低く,卵巣機能は正常に保たれ

ていたものと考えられる｡このように生物学的活性の異

なる大分子P R Lの割合には個人差が存在しているだけ

でなく,生理的あるいは病的PRL分泌元進状態では

の占める割合が変化すると考えら

れる｡｡

その後の研究で　　　　は従来考えられていた単純蛋

白ホルモンだけでなく糖負の結合したものも存在してお

り　　糖鎖結合型P RLの蛋白部分は不変であるが,

糖亀部分には多様性があることが判明したo　さらに壮鎖

結合により,その活性が変化することが明らかになりつ

つある9)o以上のように　　　　の免疫学的活性は必ず

しもその生物学的活性を反映せず,従って生体内でのP

RLの作用を解明するためには,その生物学的活性を測

定しなければならない｡

2.排卵親PRLの意義

高PRL血症は卵胞発育　　卵巣の性ステロイドホル

モン産生　　　　　　　　　　　排卵　　黄体機能10.

14)を障害することは周知の事実である｡しかしPRL分
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泌の抑制が黄体機能禾全の原因となるとする知見も存在

しており　　　　　が卵巣機能維持に何等かの生理的役

割を果たしている可能性は否定できないo　自然排卵周期

におてい血中PRLは排卵期に比較的高値となり　　排

卵誘発剤を授与した過排卵周親では高頻度に排卵期一過

性高PRL血症が出現する16)｡排卵期には,卵胞が完全

に成熟し,下垂体からの

の急激な放出　　　　　により黄体化が始まり,卵胞

破裂すなわち排卵に至る｡卵子の核は　　　　　の開

始まで減数分裂が休止しており,成熟が抑制されている

が　　　　　　により滅数分裂が再開し,最終的な成熟

を遂げる｡このような排卵期の劇的な項象に及ぼすPR

Lの影響を以下に検討したいo　ウサギ卵巣潅流系および

ウサギの卵の　　　　実験により基礎的検討を行い,

さらに体外受精･膝移植症例により臨床的検討を行っ

た｡

1)排卵斯PRLと卵巣

pRLはラット額粒膜細胞(卵胞の性ステロイド産生

細胞)の　　　　　アンドロゲンをエストロゲンに変

換する酵素)活性を抑制することが知られており　　ヒ

トにおいて持続的な高P R L血症は黄体機能不全　　さ

らには排卵障害の原因となる｡また卵胞斯初期の一過性

高PRL血症は,その後の卵胞発育と卵胞および責体の

を障害する　　これに対し,自然排卵

周期においても　　過排卵周期においても　　排卵斯一

過性高PRL血症は,卵胞発育,卵胞あるいは黄体の

に影響を与えないと報吾されている｡

しかし従来の研究は全て血清P RLの免疫学的活性より

検討しており,免疫学的活性と生物学活性が垂離する事

実から,これらの研究結果には疑問が残る｡

そこで我々は,血清PRLの生物学的活性を指標とし

て,排卵親のPRLの意義を検討した｡体外受精の

過排卵周期における血清　　　　卵巣で産生される

代表的性ステロイドホルモンである　　　　　　　と

の推移を図6に示した　　　　が自

然排卵周期の　　　　　の日に相当する｡多数の卯を

待るための過排卵刺激には,排卵誘発剤の

を用いた｡生理的

濃度のPRLの作用を解明するためには,高PRL

状態だけでなくPRL分泌抑制状態の検討が必要で

あるため,一部の症例にはPRLの分泌を抑制する

を投与した｡　　　　　とIA-

pRLはともにhMG単独周期では,採卵日(自然周期

の排卵日に相当)の2日前　　　　　より上昇を開始

し,採卵日　　　　にピークを形成し,黄体期初期に

おいても高値を持続した｡　　　　　周期ではP RL

は黄体親初親に軽度増加するものの,排卵期の増加は抑

制されたo E2は排卵親にピークを形成し,またPは採

卵後急激に増加した.このように排卵期にPRL分泌が

元進することより　　　　から　　　　までの4日間

の血清PRL濃度の平均値を排卵期PRLと定義し,こ

れを検討の指標とした｡

図7にBAで測定した排卵斯血活P RLと卵胞発育の

指標である卵胞斯血清E2重大値の関係を示したが,

pRLが高値になるとE2が抑制されるという結果が得
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図8　排卵期血清　　　　　と黄体斯初斯
血清Pの関係

られた｡次に黄体機能に及ぼすPRLの影響をみるた

め,排卵親　　　　　と黄体期初斯　　　　血清Pの

関係を検討した(図8)｡その結果　　　　　　が20

より低い例および　　　　　より高い例では,

Pが分泌が抑制されることが明らかとなったo排卵期

と卵胞親E2叢大値あるいは黄体斯初期Pに

は,なんら相関は認められなかった｡そこでBAで測定

した排卵期のPRLレベルにより　　　　が

以下に抑制された低P RL群と　　　　　　　　の正常

範囲の正PRL群　　　　　　以上の高値になった高P

RL群の3群に分類し　　　　の　　　　　　　　に

及ぼす影響を検討した(図9)｡排卵斯E2最大値は,高

PRL君羊では他の2群に比し有意に低値であった｡低

PRL群のE2は正PRL君羊よりやや低値であったが,

有意差は認められなかったo責体親初親のPをみると,

低PRL群および高PRL群では正PRL群に比し有意

に低値であった.これより排卵親にPRLが高くなる

と,卵胞のE2産生の抑制すなわち卵胞の成熟が障害さ

れ,さらに黄体のP産生の抑制すなわち黄体機能不全が

起こることが明らかとなった｡またPRL分泌が低下す

ると,卯月包の成熟はほとんど影響されないが,責体親初

期のP産生が抑制されることが判明した｡これは,排卵

期一過性高PRL血症は,卵胞発育,卵胞あるいは責体

の　　　　　　　　を障害しないとする従来の報吾

を否定したものと言える｡さらに低PRL群の結果か

ら　　　　が黄体形成あるいは責体機能維持に生理的役

割を果たしている可能性が示唆された｡

2)排卵期PRLと卵の成熟

卵の核は　　　　　の開始までは減数分裂が休止し

3　　　2　　　2　　　1　　　1

堅
実
噛
芯
等
栗
d
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Mean ±S∈M

a･P<0.05
b,C,dLP<001

EZZ] PRL <20 ng/mL (n-8)

[コPRL 20-45 ng/mL (n-12)
rpRL g45 ng:･mL (n-27)

図9　排卵親PRLの卵巣　　　　　　　　に及
ぼす影響

* germinal vesicle breakdown

図10　卵核の成熟に及ぼすPRLの影響(家兎卵巣

潅流系)

ており,成熟が抑制されている｡そのような未成熟卵に

は卵核月包が見られるが　　　　　　により卵核月包は

崩壊し　　　　　　　　　　　　　　　　　)),減数

分裂が再開し,成熟卵となる｡従来より　　　　はこの

卵核の成熟を抑制すると考えられている　　そこで,ウ

サギの卵巣潅流系を用いて,卵核の成熟に及ぼすP RL

の影響を検討した　　摘出したウサギ卵巣を培養液で潅

流し, LH作用を有する

とPRLを投与した結果を図10に示し

た｡縦軸の　　　　とは卵核胞の崩壊した卵の割合,

すなわち成熟卵の割合であり,投与するPRLの濃度を

高くしても　　　　　まhCG単独の場合と差がなかっ

た｡すなわちPRLは卵核の成熟には影響を与えないと

いう,従来の考えと異なる結栗が待られたo

卵の完全な成熟には,卵核の成熟だけでなく卵細胞寛

の成熟が必要である｡核の成熟は　　　　により判定可

能であるが,細胞寛の成熟は受精能および初親族発生能
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により評価されなければならない｡そこで卵の受精およ

び初期膝発生能を検討するため,ウサギの未成熟卵を採

取し,体外で培養して成熟させた後,受精させ,その後

の分割発育をみた23)｡精子と合わせた後, 36時間培養す

ると,受精卵は2-4細胞斯膝に分割し　　時間後に

はさらに発育し,桑実族から胞膝となる.体外で成熟さ

せる際に,培養液に種々のホルモンを添加し,ホルモン

の卵成熟に及ぼす影響を検討した｡図11に媒精の36時間

後の発育状態を示したOホルモンを全く加えない基礎培

地のみで80%以上の卵が分割発育し, LHのみ添加,

L Hと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を添

加　　　　　　　　　　を添加,さらに

を添加しても2-4細胞期膝まで発育した

卵の割合は変わらなかった｡ところがさらに培養を続

け,桑実膝から胞隆にまで発育する割合をみたところ

(図　　素礎培地のみ, LHのみ添加,あるいはLHと

∩　　　　　　　　　91

主
E2 1pg/mL　(-)

l　　　　　　　　　　　＼　　(-l　　　(+1

36 h after insemination

図11家兎卵の体外成熟に及ぼす

の影響　　　細胞期膝発生率と
変性率)

80

60

>0

鍋

9　40
>ヽ

0
0

0

20

n　　　　　　　　　91　　　97　　　　98　　　　98　　　1 03

チ:二;‡‡二: ≡ ‡ニ
PRL 1 LLg/mL　(-)　(-)　(-)　(-)　(+)

作

図12　家兎卵の体外成熟に及ぼす
の影響(桑実隆一胞旋発生率)

F S Hを添加した培養夜で成熟させた後に受精させた卵

は,初期の段階で発育が停止し,桑実庭から胞隆にまで

発育したものはなかった｡　　　　　にE2を加えた

場合には20%弱が,さらにPRLを加えて体外成熟させ

ると　　　近くが桑実施から胞膝にまで発育したo次に

成熟培養のための培養液に加える　　　　　　　　の

濃度を一定にして　　　　の濃度を変えて検討した(図

その結果　　　　の濃度が高くなるほど桑実隆一

胞旋発生率は高くなったo　これよりPRLは漉度依存性

に,体外成熟させた卵の初期膝発生を高める,すなわち

pRLは卯の細胞葉の成熟を促進することが明らかと

なった｡これは今までにない新しい知見であり

が卯の成熟に生理的役割を果たしている可能性を示した

ものである｡

ヒトにおける検討では　　　　と卵の受精分割能との

問には何等関係は認められないとするもの

pRL濃度が高くなると受精が障害されるとするもの

これと反対に受精が促進されるとするものがあり

意見の一致はみられていない　　　　分泌抑制の卵

LH, FSH, E2 1 Llg/mL (+)　(+)　(+)　(+)
PRL ng/mL　　　　(-)　　10　　100　　1000

120 h after insemination

図13　家兎卵の体外成熟に及ぼすPRLの影響(秦

実隆-胞膝発生率)
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図14　排卵親　　　　　と体外受精･隆移植の成績
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の受精分割に及ぼす影響に関しても見解が分かれてお

り　　　　によりPRL分泌を抑制すると受精分割率が

向上するとする知見27)がある一方で　　　　により受精

率が低下するとする報告も存在している2g)｡図14にBA

で測定した排卵親PRLにより,低,正および高PRL

群の3群に分歎した場合の,我々の体外受精成績を示し

た｡採取卵数は,高PRL君羊では正PRL群に比し有意

に低値であった｡これは,卵胞成熟が抑制されたことに

よるものと考えられた｡受精率には有意な差は存在しな

かった｡これに対し分割率は,正PRL君羊と高PRL君羊

では差は認められなかったが,低PRL群は他の2群に

比し有意に低値であった｡これよりPRLが高くなって

も卵の受精分割は障害されないが　　　　分泌を抑制す

ると卵の分割発育が障害されることが明らかとなった｡

この結果は先に示したウサギの基礎実験の結果と一致し

ており　　　　はヒトにおいても卵の成熟,すなわち受

精分割能葦待に塗玉里的役割を果たしている可能性を示唆

したものである｡ PRLは性腺刺激ホルモン分泌および

に関与しており,また卵の成熟には性

腺刺激ホルモンおよび性ステロイドが重要な役割を果た

している2S)｡従ってPRLは卵の成熟に対して,性腺刺

激ホルモンおよび性ステロイドを介しても影響している

ため,我々の結果がPRLの卵に対する産接作用である

か否かを明らかにすることは困難であるo　この点に関し

ては,今後の課題として残されていると患われる｡

3)排卵期PRLの妊娠成立に及ぼす影響

排卵報一過性高P R L血症の妊娠成立に及ぼす影響に

関しては,ほとんどの報吾が妊娠の成否に関与しないと

しているが　　　　着床障害の原因となる可能性は否定

できない19)｡体外受精においては,移植する膝の数が多

くなる程妊娠率が高くなる30)｡従って卵胞の発育障害に

より採取卵数が滅少したり,あるいは卵の成熟すなわち

受精分割能が障害される場合には,妊娠率は低下する｡

また隆の着床には,黄体機能に代表される着床環境が関

与しており,黄体期初期の血中Pレベルが高いことが必

要であると報吾されている　　我々の成績では,檎

PRL群および高PRL君羊の妊娠率は正PRL群と比較

し,有意差は認められないものの不良であった(図14)｡

これは高PRL群では採卵数減少により,また低PRL

群では卵成熟障害により移植胚数が減少したと同時に,

両群とも責体機能が障害されたためと考えられる｡従っ

て,排卵斯のPRLレベルには妊娠成立にとって至適な

範囲が存在する可能性が示唆された｡
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む　　す　　び

近年,体外受精に代表される配偶子換作の臨床応用に

伴って,禾妊症治療が飛躍的に進歩した｡その結果,従

来臨床では全く問題とされなかった卵子そのものが,診

断,治療の対象となるに至った｡卵成熟を含む卵巣機能

は,非常に多くの園子によって制御されている.これら

に関する研究は,今まではその対象がほとんど動物実験

に限られていた｡しかしヒトを代表とする霊長薬は,他

の動物に見られない単-排卵という特徴を有しており,

そのため動物実験で待られた知見が必ずしもヒトに当て

はまらず,ここに生殖生理学研究の大きな限界がある.

R I Aなどの進歩により,ホルモンに代表される生体

内の微室活性物賛が,迅速簡便に測定されるようになっ

た｡しかし本稿で取り上げたPRLのように,その測定

値が必ずしも生体内での作用,すなわち生物学的活性を

反映しないものがある｡この点が　　　　の研究結果

と　　　　の結果の不一致の原因の一つとなり待ること

を,常に念頭に置かなければならないo

pRLは系統発生の過程において,その役割が徐々に

変化したホルモンであると患われる｡そしてとトでは,

乳汁分泌以外には生理的役割はほとんど担っていないと

考えられている｡しかし我々はPRLの生物学的活性を

測定することにより,ヒトにおいてPRLが卵の成熟お

よび黄体機能維持に,生理的役割を果たしている可能性

があることを提示した｡これは決して結論ではなく,新

たな未知の分野への-つの糸口に過ぎないo今後も,さ

らなる研究の発展を期したいO
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