琉球大学学術リポジトリ
[総説］排卵への蛋白分解酵素の役割 : ( 1
)線溶系酵素の役割
メタデータ

言語:
出版者: 琉球医学会
公開日: 2010-07-02
キーワード (Ja):
キーワード (En): t-PA, u-PA, PAI-1, ovulation,
extravascular fibrinolysis
作成者: 小杉, 忠誠, 砂川, 昌範, 花城, 和彦, 金城, 紀代彦,
中村, 真理子
メールアドレス:
所属:

URL

http://hdl.handle.net/20.500.12000/0002016036

Ryukyu Med. J., 17(1)ト6, 1997

排卵への蛋白分解酵素の役割
( 1 )線溶系酵素の役割
小杉忠誠,砂川昌範,花城和彦,金城紀代彦,中村真理子
琉球大学医学部生理学第一講座
(1996年9月25日受付, 1997年4月22日受理)

The role of proteolytic enzymes on ovulation
‑The role of fibrinolytic enzymes‑
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ABSTRACT
The role played by the fibrinolytic enzymes in blood circulation is well established.
However, extravascular fibrinolysis has been observed in physiological and pathophysiological
condition in the various organs. In this article the role of fibrinolytic enzymes in ovulation
with regard to the rupture of the follicle and the significance of tissue type plasminogen a<5‑
tivator (t‑PA) derived from the granulosa cell is reviewed. It was clarified that two distinct
PAs (t‑PA, u‑PA) and plasminogen activator inhibitor (PAI) were related to oyulation and
the relationship between PAs and PAI was an important factor in ovulation. In addition, it
was shown that gonadotropin and gonadotropin releasing hormone were closely related to the
appearance of t‑PA and PAI. , It was emphasized that the fibrinolytic enzyme in the extravascular
tissue played an important role in tissue remodelling, angiogenesis and repair besides ovula‑

tion. Ryukyu Med. J., 17(1)1‑6, 1997
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はじめに
噛乳動物の卵巣内の線溶系酵素が,卵胞破裂に関与してい
るとの報告は古くからみられている.特にStrickland&Beers
は,ラット卵巣の穎粒膜細胞の培養液中には, gonadotropin
を加えることによりplasminogen activator (PA)が培養液
中に増加するのを報告しているl).さらには,そのPAが卵胞
壁を満たしている卵胞液中に出現し,これが卵胞破裂予定部
位に作用し,卵胞破裂を引きおこさせるとの説を提唱してい
る.これに対して,ウシの卵胞を用いての実験からは,卵胞
破裂部位の卵胞壁にのみ局在的にproteaseが存在し,排卵が
近づくにつれ局所のproteaseは増加するが,卵胞液中には,
PA活性を認めなかったという報告もみられている2).以上述
べたように,卵胞破裂における線溶系酵素の局在,排卵時の
動態に関しては,必ずしも一致した見解は得られていない.
一方,線溶系酵素に関する研究結果から,新しい知見が過去
10年間に多く得られており,それを基盤に, 1970年代から
1980年にかけての「排卵における線溶系酵素の役割」に関す
る研究を再検証する必要が生じてきた.すなわち,本稿にお

いては,新しい知見に基づくPA系の排卵における役割.さら
には,排卵におけるtissue‑type plasminogen activator
(t‑PA)の調節,卵巣内細胞におけるt‑PA生合成とgene
expressionについて概説する.
1)排卵とPA との関連
我々は,ラットを用いてfibrin slide法によるラット卵巣の
線溶活性を調べた.排卵直後の黄体形成開始時期の黄体には,
PA活性が認められた.卵胞では排卵のおよそ60時間前の
diestrusでは線溶活性は全く認められずに,排卵の12時間前
になりはじめて破裂予定部位(stigma)外側部周誠二のみ,
わずかにPA活性が認められた.しかしながら,卵胞艦内には
PA活性は認められなかった.さらに,排卵10時間前になると,
stigma周辺の線溶活性は明瞭となったが,卵胞腔内には線溶
活性は認められなかった.排卵が近づくにつれて, stigma周
辺の線溶活性は次第に増強し,排卵の2時間前に最大となり
stigma周辺を中心にした著明な円形の溶解窓が認められた
(Fig. 1).卵胞腔の一部には活性が認められないことから,
PAが卵胞液中に遊離するものとは考え難かった.また,原
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Fig. 1 Fibrinolytic activity of rat follicle on a plasminogen
rich fibrin slide .
Ten hours before ovulation
IF: immature follicle
GF: growth follicle, which develops to mature follicle in
time containing follicular fluid
LA: lysis area
CL: corpus luteum

始卵胞や閉鎖卵胞では全く線溶活性は認められなかった3‑5)
これらの実験は,ラット卵巣を摘出し,卵胞組織の線溶活
性の分布を調べる方法であり, PAの活性局在を検索できるも
のである.しかしながら,卵巣構成細胞の一部を単一にして
調べる方法ではないので.線溶活性を有している細胞の特定
は困難であった.また,卵胞腔液にPA活性が認められなかっ
た所見については,各種の循環血液由来のprotease inhibitor
の関与により, PA活性が認められなかった可能性も残る.

^‑ collagen fragment

Fig. 2 Activation and inhibition of fibrinolytic enzymes
relating to ovulation.
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collagenaseを抑制するものとしてtissue inhibitor of
metalloprotease‑1 (TIMP‑1)がある(Fig. 2 ).
3 PA系関与物質の物理化学的性質
Oplasminogen
分子量が92 kDaの糖蛋白質であり,循環血中や他の細胞外
液中にも存在しており,約2mMの濃度で存在している. PA
によるplasminogenの分解によりplasminを形成する.
plasminogenは,そのアミノ酸配列のArgseo‑Valssi peptide
bondを開裂し,活性化されるのが知られている11)このよう
にして形成されたplasminは,数多くの細胞外基質,例えば
fibrin, fibrinogen, type IV collagen, fibronectin, laminin,

2 ) PA系の構成成分
PA系の第‑の役割は, broad‑spectrum proteaseである
plasminを産生することにある.すなわち, plasminogenを
活性化する物質としては2種存在する. t‑PA とurokinase‑
type plasminogen activator (u‑PA)の2種が存在する.
当初は,存在臓器,由来臓器にちなんで2種に分類されてい
た6.7)が,その後の研究によりt‑PA, u‑PAは免疫学的に区
別され得るのが明らかとなった.さらには,異なったgeneに
よって符号化されていることが明らかとなった=).これらの
分子は, single‑chain moleculeとして分泌され, disulphide
bridgeで結合されており,これが蛋白分解酵素により分解さ
れてtwo‑chain moleculeとなる.一方, PA系の構成成分に
対する抑制物質の存在も知られている.これには, PAに対
する抑制物質とplasminに対する抑制物質の2種に分類され
るが,これらには, 4つの免疫学的に異なるinhibitorが含ま
れる. PAの生理的抑制物質としてはplasminogen activator
inhibitor‑1 (PAI‑1), plasminogen activator inhibitor‑2
(PAI‑2)とがあり plasminに対してはα ㌫plasmin inhibi‑
tor (a2‑PI がある.さらには,非特異的抑制物質としての
a 2‑macroglobulin ( a 2‑M)が知られている. PAI‑1とPAI‑2
は同じような4次構造を有しており serine protease inhibi‑
tor super family of proteins (SERPINS)に属している.
卵巣においては,活性化されたplasminがprocollagenaseを
活性化してcollagenaseを形成する.このcollagenaseは細胞
外基質のcollagenを分解するのが知られている.この

elastin, vitronectinを,これら基質に対する特異的な蛋白
分解酵素,すなわちcollagenase等と共同して分解する.
Ot‑PA
t‑PAは約68kDaの分子量であり,免疫学的検索では,心,
管,卵巣,子宮にみられる.生体内においては, t‑PAの豊富
な供給源は血管内皮細胞である.その他に,血管外蛋白分解
酵素としての生理的意義も有している.また,最近では,中
枢神経系に重要な役割を有している可能性が示されている12)
t‑PAは肝細胞表面に結合するのが知られており,これは,肝
細胞によるt‑PA clearanceが行われている事実を示唆してい
る.最近の研究では, t‑PA‑PAト1 complexが, low density
lipoprotein receptor‑related protein/ α i‑macroglobulin re‑

ceptor (LRP/α2‑MR)に結合して, clearanceされるのが
知られている.肝細胞以外にt‑PAが結合する細胞としては
内皮細胞,ニューロン等である.
Ou‑PAと受容体
u‑PAは分子量54 kDaのinactive single‑chain molecule
(scuPA)として合成,分泌される. scuPAは,そのアミノ
酸配列のLysi58‑Ilei59 peptide bondを開裂し, active formと
なる. u‑PAはfibrin結合性の特異性は失われており,血管
内線漆の主役ではなく,組織再構築や細胞遁走に主役を演じ
ている. u‑PAの受容体(UPAR)は正常,新生細胞の表面に
みられ,約55‑60kDaの分子量を有しており,この受容体は
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Fig. 3 Schematic drawing of follicles at different develop‑
ment stages during gonadotropin‑induced ovulation
(modified from ref. 22, 23).
0: oocyte; GC: granulosa cells;
TI: thecal‑interstitial cells; A: antrum
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u‑PAのもつepidermal growth factor (EGF) domainに
関連している. uPARをもつ細胞表面には plasminogen'の
ための細胞表面受容体を同時に所有している例が多い.云い
かえれば,このような2つの細胞表面受容体をもっている場
合には plasmin生成が促進される. u‑PAば, t‑PAと同様
にLRP/α ‑MR clearance receptorを介してclearanceさ
れる.このclearanceは, u‑PAがPAI‑1と結合していると受
容体結合性u‑PAの分解は,非結合憧u‑PAの分解に比して,
2から3倍増強されることが知られている. PAI‑1はu‑PAを
不活化するばかりではなく, u‑PA‑PAI‑1 complexの分解や
細胞内部移行を増強させることになる.
OPAI‑1
PAI‑1は54 kDaのsingle‑chain polypeptideであり,この
抑制物質は内皮細胞PA inhibitorである. PAI‑1 mRNAは,
マウスの大動脈,脂肪組織,心,肺にみられている.また
PAI‑1はラット,ヒト卵巣にもみられる.このPAI‑1はt‑PA,
u‑PAの両者に対して最も効果的な抑制物質である. PAI‑1は,
生体内においては接着糖蛋白質と連結しているが,接着糖蛋
白質はPAI‑1をactiveconformationとして存在させ, PA1‑1
のもつPAの抑制を干渉しないとされている.
OPAI‑2
ヒト胎盤抽出液の中にu‑PA inhibitorが初めて同定され
た16)このPAL2は妊娠中の線溶現象を統禦する重要な役割を
担っていると考えられている.また,このinhibitor は2型
の分子形態を呈し, 46kDaの細胞内部分, 60kDaの細胞外
部分よりなっている. PAL2の細胞内機能についてはその詳
細は不明である.
4)排卵におけるPA系の役割
卵胞壁の蛋白分解酵素による分解が,排卵に関与している
のは古くから知られていた.しかしながら,ここ15‑20年前
重では,卵胞破裂に関する機序については,その詳細はほと

んど知られていなかった.また,卵胞腔内圧の増加が,卵胞
破裂を引き起こすという説も唱えられていた.これに対する
反論として,排卵時に卵胞内圧の上昇を示すことはないとの
報告もなされ,排卵時の卵胞破裂における蛋白分解の役割と
機序の解明への興味が一気に高まってきた.とくに, PA系
の活性発現とその制禦による排卵への影響が,これまでに検
討されて来た.卵胞液中のplasminogen量は血清の浪度にほ
ぼ匹敵するものであり plasminは卵胞壁条片の張力を弱め
るのが示された17)また, PA活性を弱める方策,すなわち
anti‑tPA抗体やa 2‑PIの卵嚢内への投与は,排卵を抑制する
のが知られている18)さらには,ウサギの荘流実験の結果から
は, PAの一種であるstreptokinaseの湛流により,排卵が誘
発されるのが示された.この結果の重要な点は,卵胞壁の分
解がgonadotropinの投与なしに, PA単独により蛋白分解
cascadeを惹起させるのが示された点である糊.排卵時の
proteolytic cascadeの主役はPAであるとの見解はほぼ一致
点が得られている.しかしながら,排卵現象は各種のゴナド
トロピン等の共存作用のもとにみられるものであり,これら
ホルモンとPA活性.さらには卵胞破裂との関連における統
合的見解に連なる研究が盛んに行われるようになって来た.
0ラット卵巣における排卵とPA系
gonadotropin誘発排卵においては,ラット卵巣内PA活性
の増強が観察されている. gonadotropin刺激の未熟ラットに
おける顕粒膜細胞には, PA活性の上昇が認められる.しかし
ながら,未熟動物からの期粒膜細胞,特にdiestrus, estrus
phaseのものにはPA活性の低下が知られている.また, PAL1
と同様にu‑PAとt‑PAが卵巣中に同定されており,これらは
gonadotropinにより異なった調節がなされている.卵巣細胞
中のt‑PAはu‑PAとは異なり,排卵に連動したgonadotropin
に反応している.ラット卵巣中にみられるt‑PA活性の
80‑90%は期粒膜細胞にて産生されている. PAI‑1も排卵の
調節に重要な役割を演じている.排卵前期においては,
gonadotropinによりPAI‑1は能動的に調節されており, t‑PA
とPAI‑1は共同的に作業しているように思われる21)
○ラットのgonadotropin誘発排卵
ラットが排卵のモデルとしてしばしば用いられている.すな
わち,未成熟雌ラットがpregnant mare serum gonadotropin
(PMSG)を投与されると,卵胞の成長と発育を促す. PMSG
はfollicular stimulating hormone (FSH)と1叫eimzing
hormone (LH)の作用を有している. PMSG投与後48時間
にhuman chorionic gonadotropin (hCG)を投与すると,
投与後12‑14時間に排卵が生じる.このhCGはLH活性を有
している. PMSG, hCGの投与後にみられる卵胞の構造的変
化とPA系酵素の動態をFig. 3に示した.このラットのモデ
ルを用いて, t‑PAとPAI‑1 mRNAの卵巣における発現程度
をNy等は調べている22)その結果,未成熟卵巣やPMSG処理
ラット卵巣でのt‑PA, PAI‑1 mRNAの合成は増加されてくる.
これら両者のmRNAの増強時期が異なっている.すなわち, t‑
PA mRNAは徐々に増加し,排卵直前に最大増加を示す.こ
の最大増加はhCG処理後12時間にみられる.一方,この時期
に一致してPAI‑1 mRNAは劇的に下降する. t‑PA活性は排
卵前に期粒膜細胞, thecal‑interstitial cell,ろ胞液に認めら
れる. PAI‑1活性は排卵の前後でろ胞液中に上昇するのが認め
られている.とくに, t‑PAが最大値となる排卵直前では,
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PAI‑1はほとんど検出されない.また,ろ胞液中には高分子の
PA‑PAI complexが存在している事実から, PAI‑1がPA活性
を中和するのに重要な役割を演じていると考えられる.
0排卵順序の決定とt‑PA, PAI‑1の関与
卵巣は異なった発達や変性したろ胞が種々混合したheter0‑
genousの組織である. t‑PAやPAI‑1の卵巣構成成分におけ
る出現の差違を検討するために, in situ hybridizationによ
る.分析が行われている.その結果, t‑PAやPAI‑1 mRNA
levelが卵胞成熟時期に連動しており,また細胞特異性に出現
するのが解った231原始卵胞や第三次卵胞の初期においては,
塀粒膜細胞, theca cellではt‑PA mRNAの発現は弱い.し
かしながら,これらのろ胞内にあるoocyteにはt‑PA mRNA
の発現が豊富にみられる. PMSG処理では,それに引き続い
てろ胞の大きさは増大するが,それと同時に頼粒膜細胞や
theca cellの分裂,増殖がおきる. PMSG‑primed ratsへの
hCG投与により, t‑PAの出現が期粒膜細胞やその細胞周囲
のthecal‑interstitial cellにみられる.排卵を予定されてい
るろ胞の頼粒膜細胞には t‑PA mRNAの出現が高度にみら
れ,期粒膜細胞は卵巣深部に位置するようになる.小ろ胞の
期粒膜細胞はt‑PA mRNA levelが低い.この結果は,外的
刺激に対する頼粒膜細胞の反応性が,ろ胞の発達段階により
異なっていることを示している.
OLH receptor発現とt‑PA mRNAの発現との関係
LHもt‑PA生合成の効果的刺激である. LHの作用発現に
は,卵巣内に存在する細胞の表面にLH receptorの存在が必
要である LH receptor mRNAの出現は,小さな非排卵小
ろ胞の塀粒膜細胞にはみられてない.しかしながら,排卵前
期の大ろ胞,あるいは小ろ胞の期粒膜細胞はthecal‑
interstitial cellと同様にLH receptor mRNAの発現が豊
富にみられる. in situ hybridizationによる観察では, LH
receptor mRNAの発現patternとt‑PA mRNAの発現
patternは類似していた.この事実は,排卵前ろ胞の頼粒膜
細胞のt‑PA mRNAの発現程度は, LH receptorの発現程
度に連動していると考えられる.
OPAI‑1 mRNAの発現
PAI‑1は排卵前期に動的に調節されている.未処置および
PMSG処置ラットの卵巣においては, PAI‑1 mRNAの発現
量は弱く,その発現はthecal‑interstitial cellに局在してい
た. hCG投与後PAI‑1 mRNAは急速に誘導され,排卵前
8‑10時間に発現量のpeakを認めている. PAI‑1は主に
thecaとinterstitial cell,さらにろ胞を被覆している卵巣間
質組織に発現する.
Ot‑PA とPAI‑1相互作用と排卵
排卵直前になると卵胞は,卵巣の表面近くに突き出たよう
になり,この卵胞にはt‑PAを多量に含むと同時に,卵巣表面
近くではPAL1を含む間質組織やthecal‑interstitial tissue
は少量となるために, t‑PAが相対的に優位となる.一方,排
卵前の小ろ胞においては,これは卵巣組織深部に存在し,
t‑PAの発現は少なく,この小ろ胞はPAI‑1を豊富に含む間質
組織に囲まれている.上記に述べたように卵巣組織中のPAI‑1
の分布量が異なる.卵巣深部ではPAI‑1の分布量が多くなり,
これが非排卵ろ胞のproteolysisを制禦していると考えられて

いる.一方, hCG投与後12時間の排卵直前ではt‑PA mRNA
の発現量は最大となり, PAI‑1 mRNAの発現量は劇的に低
下する.結果としてはt‑PA活性が優位となる.排卵後,す
なわちhCG処置24時間後では,黄体のtheca layerや
antral cavityに隣接する期粒膜細胞由来の細胞に,弱いなが
らも広範囲にPAI‑1の出現がみられる.卵巣では, t‑PAと
PAI‑1の両者が発現しているために,これらの分子間の相互
作用がPA活性の不括化を惹起する.そのためこの両者の分
布量の相対が,正味のPA活性の分布を示し,また排卵過程
における蛋白分解の方向性,ひいては卵巣における排卵部位
を決定することになる.
5 )卵巣におけるPA系の種特異的制禦
ラットとマウスは卵巣の構造,その内分泌学的環境,生理
的作用においても実質的には同じである.密接に関連してい
る2種であるが,それにも関わらず,排卵期間中にあらわれ
るPA発現には種特異的差違がみられる.ラットでは排卵期
間に誘導されるPAはt‑PAである.しかしながら,
gonadotropin誘導排卵期間のマウスではu‑PAが誘導され
る別).また, gonadotropin処置排卵前卵巣のマウス穎粒膜細
胞には,未成熟卵胞期粒膜細胞よりも多くのu‑PA mRNA発
現がみられたとの報告もある25)しかしながら, Liu等の研究
ではラットは排卵前にt‑PAが合成され,マウスにおいては,
t‑PAとu‑PAの両者が排卵に重要な役割を演じているとの報
告もある.この矛盾した結果に対する考察を行うために,マ
ウスおよびラットのt‑PA geneの分離と同定が行われている.
ラットおよびマウスt‑PAのpromoter sequenceの配列をみ
ると,種特異性の差違がみられた.この結果を基に,
gonadotropinによる調節の違いを説明している. gonadot‑
ropinは, cAMPの細胞内レベルを増加させることにより,
その作用発現が仲介されている.ラットtPA promoterには
consensus cAMP反応性要素(CRE)を含んでおり,これは
gonadotropinによるt‑PA gene発現に必須である.このラッ
トCREのnucleotideの一つが置換されたものがマウスt‑PA
promoterである.この置換されたsequenceは, CREよりも
activator protein 1 (API)結合部位に類似している.この
APl結合部位はprotein kinase C経路によって遺伝子の
inductionが生じる.マウスとラット間のnucleotideの置換
は,遺伝子のcAMP反応性をも変化させる. t‑PA promoter
の中の1個のnucleotideの置換は種特異性の差違を説明する
ことを可能にしている.他種におけるPA系の調節に関する
dataは未だ充分ではないが,ブタ,サル.ヒトにおける排卵
時のPAはt‑PAであると推測されている.
6 ) Gonadotropin releasing hormone (GnRH)誘発排卵
卵巣に作用するGnRHは,直接的に卵巣の特異的受容体を
介して,種々の生理的作用を発現する.下垂体摘出ラットに
おいてもGnRHは, gonadotropinの作用を受けることなく,
排卵を惹起する.下垂体摘出ラットのGnRH誘発排卵の際に
は, gonadotropin誘発排卵と同様にt‑PA mRNAの誘導,
t‑PAの上昇が排卵直前にみられる26) このように,
gonadotropin誘発とGnRH誘発は.同じように排卵を生ぜ
しめるが,額粒膜細胞におけるt‑PAの発現機序が異なる.
すなわち, GnRHは額粒膜細胞における細胞内情報伝達系の
protein kinase C (PKC) pathwayを活性化する.一方,
gonadotropinはcAMP依存性のprotein kinase A (PKA)

小 杉 忠 誠 ほか

pathwayを介してt‑PAの転写に影響を及ぼす. 2つの異な
る細胞内経路によるt‑PAの活性化は,同時にPAI‑1の共同
的な発現を引き起こしている.生体内においては, t‑PAと
PAI一 geneの調節が共同的に行われている可能性がある.し
かしながら,分子機構に基づいてのこれらの機序の解明は今
後に残された重要な問題である.
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