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ABSTRACT

Extracellular matrix of the ovary during ovulation is degraded and remodelled. After

ovulation, angiogenesis and repair occur in the ovary. The dynamic change of extracellular

matrix during ovulation is based on the role of proteolytic enzymes. Besides the fibnnolytic

enzymes, the enzymes of collagenolytic system play important role in ovulation. In this ar-

tide, we report that interstitial collagenase, type IV collagenase, collagenase inhibitor, tissue

inhibitor of metalloproteinase 1 (TIMP-1) which belong to collagenolytic system play impor-

tant role in the rupture of follicle, the migration of oocyte and the expulsion of oocyte from

the ovary. During gonadotropin-induced ovulation, at 3 hr to 6 hr after hCG administration

the interstitial collagenase mRNA increased, but at 9 hr after hCG administration TIMP-I

mRNA and collagenase type IV mRNA increased in the granulosa cell, thecal compartment

and stroma compartment. Both the interstitial collagenase and type IV collagenase were se-

creted in the latent form (procollagenase). This latent form, procollagenase was activated

by fibrinolytic enzyme, plasmin and converted to active collagenase. It was clarified that

the cross talk of fibrinolytic enzymes and collagenolytic enzyme has been observed in the

process of ovulation. Ryu毎′uMed. J., Ml, 2)1ト14, 1998
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はじめに

排卵時の卵胞破裂には,線溶系酵素が重要な役割を演じて

いるのはすでに知られている1).一方,卵胞の成熟過程,排

卵,黄体化には,卵巣問質の構造的変化を伴うのも知られて

いる.これらの卵巣問質の構造的変化を具体的に担っている

のは,間質構成成分の動的変化,すなわち,コラーゲンを含

む基質分子の分解による卵巣問質の可塑性であると考えられ

る.卵巣問質は,細胞間質コラーゲン,エラスチン,プロテ

オグリカン,フイプロネクチン,糖蛋白質で構成されており.

それらの構成成分のうち.卵巣問質の可塑性にはコラーゲン

がその主役を演じているのが知られている.一方,最近では,

血管生物学の分野において,各種病態での血管のリモデリン

グ機序が解明されている.すなわち,血管の再構成には多く
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の細胞外マト1)ックス成分が関与しており2),血管新生機序も

含めコラーゲン等の細胞間質構成成分の再構築が重要な役割

をはたしているのが知られている3」).一方,癌の組織浸潤,

転移には.コラ-ゲン分解酵素や細胞間基質の分解が重要な

意義を有しているのも知られている5).このような生理学的,

病態生理学的な細胞間質の再構築には,血管新生も含め複雑

な組織の再構築機序が働いている.本稿では,卵巣問質の可

塑性に焦点をあて,特に,細胞外マトリックスの排卵におけ

る変化について概説する.

1)卵巣問質とコラーゲン

卵巣の問質は,卵巣としての構造維持やその形態を保持す

るために,結合組織による枠組みを形成している.すなわち,

間質性コラーゲン,エラスチン,プロテオグ1)カン, 7イブ
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Table 1 Localized development of collagenase and inhibitor in follicles during gonadotropin-induced ovulation

Granulosa cell Thecal compartment Stroma compartment

interstitial collagenase mRNA

collagenase type IV mRNA

TIMP-1 mRNA

+

+ (-)

†

before hCG

administration

Tertiary
Follicle

at 3 hr lo 6 hratter

hCG administration

interstitial collagenase

mRNA †

at 9 hrafter hCG
adm inistration

TIMP-I mRNA I

GC collagenasetype lV

mRNA†

Preovulatory
Fo=cle

Luteinized TI

Luteinized GC

hCG Vulation

Fig. 1 Schematic drawing of follicles at different development stages during gonadotropin-induced ovulation (modified

from ref. 1). 0: oocyte; GC: granulosa cells; TI: thecal-interstitial cells; A: antrum. † : increase

ロネクチン,糖蛋白質により構成されている.これらの物質

のうち.線維性蛋白質であるコラーゲンは,成熟卵胞の張力

発現や維持に重要な役割を演じている.卵胞の成熟過程,那

卵,黄体化に伴う卵巣問質の構造的変化をおこすには,コラー

ゲンを含む基質分子の分解による卵巣問質の可塑性が必要で

ある.卵胞が成熟するにつれて,発育卵胞の闇閲に空間を作

るために,卵巣問質の再構築が生じるのである.この間質の
再構築は同時にコラーゲンの再構築が生じる.

2 )成熟卵の卵巣からの排出

成熟卵胞からの卵が卵巣から排出されるためには, 5層のコ

ラーゲン線経を通過しなければならない6).最内層および外層

は基底膜であり,タイプtIVコラーゲンで構成されている.残

る3層はtunica albumica,外爽膜細胞,内爽膜細胞であり,

これらの全てにタイプIIとタイプーIllコラーゲンを含んでいる.

卵の通過すべき5層の成分はコラーゲンであり,このコラー

ゲン分解の進行により成熟卵の排出が進行していく.

3)コラーゲンの分解

5層にみられるコラーゲンの分解は,プラスミンによっての

み行われるのではなく.コラゲナーゼ(collagenase:コラーゲ
ン分解酵素)と称される特異的なメタルプロテアーゼにより分
解される.これらのメタルプロテアーゼは,最初にコラーゲ

ンの特異的残基を分解し,その後は非特異的蛋白分解により

分解が進行する.タイプ」,タイプーIllの間質性コラーゲンは,

特異的に間質コラゲナーゼ(specific interstitial collagenase)
によってのみ分解され,他の酵素による蛋白分解に強く抵抗

する7).一方,基底膜のコラーゲンであるタイプーIVコラーゲ

ンは,間質コラゲナーゼでは分解されずに,最初の分解はタ
イプーIVコラゲナーゼにより分解される.間貿コラゲナーゼ,

タイプIIVコラゲナーゼの両者は,不活性型のものとして分泌

される.この不活性型(procollagenase)のものは,蛋白分解
により活性型に移行する.この蛋白分解による活性型コラゲ

ナーゼ-の転換=)には,線洛系酵素,プラスミンが必須で

ある10, ll)

4)卵巣における晴乳類コラゲナーゼ

卵巣内のコラゲナーゼ活性の直接的証明は,非常に難しく

困難を極めて, 1983年に至って初めて成功した.しかしなが

ら,抑制物質の存在により,排卵過程とコラゲナーゼ活性の

明白な相関関係は証明できなかっtza¥　卵巣コラゲナーゼ活性

の間接的測定法として,排卵期のhydroxy prolineの消失量
を測定する方法がある.最近の研究では,間質コラゲナーゼ,

タイプIIVコラゲナーゼ,コラゲナーゼインヒビター, tissue

inhibitor of metalloproteinase 1 (TIMP-1)の4者が排卵周
期の過程で重要な役割を演じているのが明らかとなった13.15)
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Fig. 2 Activation and inhibition of fibrinolytic enzymes

and collagenase relating to ovulation.

^ : activation

-: inhibition.

すなわち,卵巣周期の過程と共に,能動的にこれらコラゲナー

ゼおよびインヒビターの活性推移が認められている.

5)コラゲナーゼおよびインヒビターの発現

PMSG, hCGを用いたラットの排卵誘発実験において.間

質コラゲナーゼmRNAの発現経過が明らかにされている.す

なわち, hCG投与後3から6時間に.卵巣性間質コラゲナー

ゼmRNAが25倍も増強するのがみられている.間質コラゲ

ナーゼは未成熟卵胞の期粒膜細胞.爽膜細胞,間質部分に出

現している.すなわち,卵胞側,間質部分の両方に間質コラ

ゲナーゼが出現する.一方,基底膜の構成コラーゲンである

タイプtIVコラーゲンを分解するタイプtIVコラゲナーゼは,

hCG投与後mRNAは約4倍程度にしか増加しない.さらには.

その発現部位は爽膜と間質部分に限局されていた.間質コラ

ゲナーゼおよびタイプーIVコラゲナーゼも排卵前に誘導される

が,タイプtIVコラゲナーゼの最大発現は,間質コラゲナーゼ

の発現時期より遅れて出現する.すなわち,間質コラゲナー

ゼはgonadotropin投与後3時間であるのに対して,タイプt

IVコラゲナーゼはそれの投与後9時間である'. TIMP-1

mRNAは,ラット卵巣において排卵前に出現している.その

発現部位は,爽膜細胞のみであり,頼粒膜細胞には出現して

いない.しかしながら, hCGを投与するとTIMP-1 mRNAは

爽膜細胞ばかりではなく,期粒膜細胞の一部にも出現する.

特に,爽膜細胞においては. 6-8倍のTIMP-1 mRNAの増

加がみられる. hCG投与後12時間にTIMP-1 mRNAの最大

増強がみられる. TIMP-1の誘導と分布の動態は,線溶系酵素

抑制物質のplasminogen activator inhibitor-1 (PAト1)の

それに酷似している　(Fig. 1, Table 1).

6)コラーゲン分解酵素と線溶系酵素のクロストーク

gonadotropinの投与により,卵巣においてはプラスミノー
ゲンアクチベーター.コラゲナーゼ活性は増加する.一方,

これに呼応するかのようにPAI-1, TIMP-1の合成が組織特異

性に発現する.これらの酵素とその抑制物質が共同的,連続

的あるいは一過性に合成,分泌されるのは,排卵時における

蛋白分解酵素活性の厳密な局在と活性調節が行われているの

を示している.一般的に,蛋白分解酵素の活性調節には,そ

の制御が重要であり,そのためには種々の阻害酵素の関与が

必要となる.特異的な阻害酵素であるPAI-1, TIMP-1に加
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えて.多価蛋白分解酵素阻害物質である　α21マクログロブリ

ンの発現も,排卵周期の過程にみられる18)このα2-マクログ

ロブ.)ンは, trap型インヒビターであり,非特異的に蛋白分

解酵素を抑制することができる.卵巣におけるα2-マクログ

ロブリンの発現は, PAI-1, TIMP-1の特異的蛋白分解酵素阻

害のback upとして存在していると考えられる.また, α2-マ
クログロブリンと線洛系酵素あるいはコラーゲン分解酵素と

の複合体は　a,-マクログロブリンレセプターを介してのこれ
ら蛋白分解酵素の直接的,間接的クリアランスに一役買って

いる19-OT (Fig. 2).

ま　と　め

排卵時の細胞外マトリックスは,ダイナミックな変化を呈

する.また.排卵後においても細胞外マトリックスの再構築

がおきる.このような卵巣内の細胞外マトリックスのダイナ

ミックな変化は,卵胞構成細胞により産生される線溶系酵素,

コラーゲン分解酵素および,それらに対する特異的,非特異

的抑制物質により制禦されている.卵巣の細胞外マトリック

スの分軌　再構築の研究過程は,癌細胞の局所浸潤の機序解

明に多くの情報を提供している.また,線溶系酵素とコラー
ゲン分解酵素のクロストークは,抑制系を介して絶妙に行わ

れている.
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