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[目的] ヒト自然月経周期において9険損所でのインターロイキンー6(IL-6)およびそのレセプタ一発現を分析する

ことによりJ険機能調節における IL-6の役割、特に黄体退行との関連について検討することを本研究の目的とした。

[方法] 正常月経周期を有する婦人科手術施行予定患者のうち、充分な説明のもと同意を得られた女性37名から9陳
紺哉の一部と血清を採取して以下の櫛サを倒陳周期切予った。1.血清中IL-6濃度の変動を乱ISA法により測定・

検討した同7)0 2. Y鴎細載中のIL-6蛋白および酬Aの相対的発現量変化を、 T問地n附四法 (n=37)および

Western blot法 b同1)により検討した。 3.卵巣組織中の IL-6、田130およびIL-6Rαの局在を免8拠織染色法に

より検討した G同)。
[結果] 血清中止ー6濃度は、 9陳周期中に有意な変動を認めなかった。 IL-6mRNAの相対的発現量は、卿器柳胞

組織(1.547土仏 937，n=18)および黄体期前中期黄体細哉 (2.125:t0. 921， n=11) に比べ黄体期後期黄体組織

(4.4f内二-父C1n.n=8)において有意に高かっ1.-(1.'く0.05L さらに TL-6蛋白の相対量も、邦胞期の卵胞組織

(11. 101よυ.049，n=8)や黄体持:前中期の黄体最尉藷 (0.i6乙ヱ0.104，n:..oiと比較して、黄体期後期の黄体長邸議

(0.935土0.070，n=7)で有意に副直てもった(p<0.05)。免疫組織染色において、 IL-6は主に黄体制包と9開銀融胡莫

細胞で染色され、英膜細胞の一部でも染色腸性であった。即130は黄体細包、頼位膜細目包およて即時期質の血管内皮

細胞で染色されていた。 IL-6Rαは黄体細包、頼粒膜細胞およて用組蜘胞て普抱腸性であった。

[結論] 自然周期中のヒト卵巣において、 IL-6はおもに逝7期黄体で産生されていることから、黄体退伺緋に深く

関与しているものと推測された。

Key Words 
サイトカイン (cytokine)，インターロイキンー6(interleukin-6; ILー6)，黄体退行(lut回 lysis)，月経周期

6nenstrual cycle) ， Y陳 (ovary)

結言

9隙封幾能の制御には、視床下商ト下垂体;-o隙鵠ミによる内分秘的な調節機構以外に、卵巣局所におけるオ」トクライ

ン/パラクラインなどの調鮒議拘2知られるようになってきている。サイトカインは、この9陳局E欄餅繍の中で

も最も重要な因子のーっと考えられている(1-3)。サイトカインファミリーの一員であるインターロイキンー6(IL-6) 

は、免疫担当細胞キ線維当時棚包、血管内皮奇棚包など様々な部位で産生される(4)とともに、多様な機能を発揮する、い

わゆる“多機能サイトカイン"制号表として知られている(5ー7)。近年、 IL-6は内分泌系組織に対しても作用するこ

とが報告されている。 9陳においても、 IL-6が卵胞照位膜細目卸吾養系で産生されること(創的や、頼粒腸器棚包のエス

トロゲン分泌能を抑制すること (11-13)、i晶担問陣1撒ラットのYss観敵胡鄭刷包でアポトーシスを促進する(14)など、お

もに卵胞頼位隣棚包において IL-6と賊撒鯛櫛との関与が示凌されている。さらに、 IL-6が作用発現するために

必須なレセプターである即130および IL-6R は、ラット9険課蘇胡鄭鵬(12)効卦辰黄体細包(15)でともに発現が確

認されている。これらの報告から、 IL-61胡時撤自繍飾品、いて重要な役創を担っているものと糊リされるが、ヒト

自然周期険回訓する IL-6の主要な発現時期や音問立は末だ明らかではな1，¥
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本研究では、ヒト自然9陳周期における IL-6の卵巣内局在やその動態を梢担に検討するとともに、 IL-6のレセプ

ターである即130およびIL-6R の局在部位を明らカヰこすることで、卵身討綿笛周節における IL-6の主要な作用時期お

よて用鰭蛇解明することを目的としむ

対象と方法

正順な月経周期(お-35日型)を有する婦人科明髄行予定患者のうち、充分な説明のもと同意を得られた女性37

名から9隣主組織の一部と血清を採取して以下の検討を行い、 ILー6の9陳周期による変化を鰯庁し丸

1.まず卵期司期を患者の通常月経周期と最終月経開始日から推定される日数を基準に、目見法で測定した患者血清

中エストラジオ」ル ω、プログステロン (P)、卵脚撤如何ン側)、黄体形成ホルそン仰)濃度を用いて、

卵胞期制的、黄体期前中期(n=11)、黄体前後期同)の3グループに区分した。卵胞期と黄体期の境界時期に関

1 て、耐青P{I酎~2. 0昭Iml剥葡を卵随湖、それ以上を黄体繍棚に分類し、黄体期中期と後期の回全は、血清巳値

が80pg/m1以下の場合に黄，体貌t長期へ分類した。さらに血清中IL-6濃度の変動を且ISA法により測定・検討した(n'=37)。

2. o険細哉中のIL-6nRNAの相対的発現墨およ明日対蛋蝿変化を、 Taゆ nRT-I明法 (n=37)およびWesternblot 

法(n=21)により検討した。

3. o隙組織中のIL-6、 gp130およびIL-6Rαの局在を免疫組織染色法により検討した(同;卵胞脚隙4例、黄体

期前中期陳2例、黄体期後柳H巣2倒。

尚、全てのデータは平均±標準偏差で表記し縮伴的処理にはノンパラメトリック検定を使用した。多群聞の比較

には、ぬ:uskal-Wallistestで群間差の有無を検定した後、 Post-hoctest (Scheffe's刊で有意差検定を行った。 2

群聞の相関についてfi..各群の正細企の有無を検定した後、， Spe81四 n's l<U1k correlation coefficientで相関係数

およZ賄意差の有無を検定し、 p(0.05で有意差ありと判定した。

実験成績

卵肱醐(n=18、394:!:3.8鵡.実体期前中期 (n=l1、 40.2:t9. 5歳)および箆本勝去期(n=8、 36.1:t8. 1歳)の各

9陳周期同剖7乙血清中iL-ti・濃度の平均はそれfぞれJ問毎朝5.221:t 1. 746 pg/ml、黄体期前中期5.105:t 1. '1'35 pg/ml、

黄体期後期6.056:t0.945pg/mlであり、全軍隊周期間において有意な濃度変似ま認められなカりた。

卵胞期、黄体期前中期およて蹟体期後期の倒陳周期における府組織仰胞または黄体組織中 IL-61成陥相対

的発現墨の平均はそれ引も、卵胞期1.日7:tO.937、黄体繍台中期2.1お土0.921、黄体期後期4.必4:t2.045であった。

黄体期後期でのIL-6nimAの発現は、他の9陳周期での発現に比べて有意に高かった(P(0.05)。一方、卿包期と黄体

期前中期との聞にはIL-6酬Aの発現こ有意な較差は認められなかった。尚、黄体期に属する 19例全例について、黄

体から産生される血清中~濃度と黄体組織中の IL-6酬A発現査との相関を調べた結果、両者の聞に国主い負の相闘

が認められた(:r--O.7145，p(O.∞5)。

免疫沈降法およびWesternblot法による鰍庁の結果、対象とした9隣雄樹黄体全例でIL-6に特難句な20凶aのバ

ンドカ輸出された。このバンドは陽性対照として使用したr国 側tbinanthuman IL-6で検出されたものと一致していた。

また、滅菌水を用いた陰性対照では、この特異的バンド同食出されなかった。卵胞期(n喝)、黄体鵬首中期同)お

よひ貰体期後期(n=7)の各9陳周期における卵勝職〈卵胞または黄体組織中の相対的 IL-6蛋白量の平均はそれ

ぞれ、 9問醐 O.751:t0. 049、黄体繍紳期 O.762:t0. 104、黄体期後期 O.935:t0. 070であり、黄体期後期での IL-6

蛋白の発現は、他の9牒周期での発現に比べて有意に高かった(p位伍)。一方、卵胞期と黄体期前中期との聞には

IL-6蛋白の発現に有意な較差は認められなかった。向、対象とした全例のIL-6蛋白量とd胤の相対的発現墨を比較

した結果、有意な正の相関2認められていた(n=21;r=O. 4909， pく.0.05)。

免廊崎燥色法による検討の結果、 IL-6はおもに9問銀融凱鄭倒包と黄体細包に局在し、卵胞爽勝棚包でも一吉際色

陽性であった。さらにIL-6の作用機序を調べるためにレセプターの染色をおこなったところ、即130は卵胞頼位膜細

胞、黄体細包および卵巣間質の毛細血管内皮細胞に局在していた。一方、 IL却 は卿観樹費時四包爽隣棚包およ

ひ貰体細包で染色腸性であった。すなわちヒト卵1観戴胡要時四位および黄体細包には、 IL-6、即130、IL-6Rαのい坊も

も全てが発現していたλ

考察
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ヒト9時撤髄周節における lL-6の役割を解明するために、本研究では9時調所の lL-6の動態について検討を進め

た。その結果、 lL-6は卵1醐ぞ黄体期前中期と比較して、黄体期後期に d脳や蛋白の務局E最も活発であることが

判明し、さらにlL-6とそのレセプターである即130およびlL-6Rαの局在は、卵胞頼粒脱棚包と黄体細包て~致して

しもことが明らかとなった。

lL-6がシグナパ宿遣をおこないそ例幾能を発揮するためには、即130および lL-6Rαという二種類のレセプターの

存お6~必須となる。 lL-6は lL-6RαがN剰措に結合し複合体を形成することで、先制卸莫レセプターである即130 を活

性化することが可能となる。活性化された即130は、 STAT3(si伊 1transducer and activator of transcription 3) 

/AP即 (acute-phasereSPQnse factor)系と胤PK(mi togen-acti vated protein kinase)系の二つの経路を介してシ

グナパ伝達をおこなうことで、核内の標的遺伝子転写を調節し作用を発現すると考えられている(16-1的。これまで卵

勝呂織申のIL-6レセプターに関する報告は、ラットなどの動物において頼位膜細胞(12)キ妊娠黄体細包(15)で伊130

および仕6Ru，J)免抑汚εれてし・九しかしヒト9燥では、頼粒膜細胞で両レセプタ一例措尉旨摘されていたれぬ

ものの、黄体細胞についてμ、黄体化閥胡費時期包で lL-6Rαの発現が報告されている (8)だ、けであった。従って、黄

体期後期のヒト退行期黄体細胞にも即130や lL-6R が存在していることは、本研究によって新たに示されたとb、え

る。

lL-6と9陽線能との関車を述べ規正存の報告は、例えばヒト培養賜糊鄭鵬で lL-6糊日により Eミ産生能が抑制さ

れること (19)や、ラット頼位膜細包培養系での lL-6によるアロマターゼ樹主の阻害(12)、凶レセプタ一発現の欄車

位0)、アポトーシスの誘導(14)など、主として卵胞頼位膜細胞や黄体僻離膜細胞に対する抑制作用、すなわち卵胞

期から黄体繍棚にかけての9陣織脚剛に言及したものが多数を占めている。しかし、相関の結果から9陳周期

中で最も活発に lL-6が発現しているのは黄体期後期の黄僻棚包すなわち退行期黄体であり、そこにはレセプターの

即130とlL哨 .がともに存在していることも確認されむこのことは、 lL-6瑚険機能に対して示村剛的作用か

らも推察される通り、黄備¥l51砲に対する機融H制、すなわち黄体逝?にlL--6が関与してし、る可能性を強〈示唆する。

ヒ:〈司極黄体Uノ寿命jj_，fi当14t:i嗣とー£・しており、このことが月経周期の規制主に対する説明や、婦人科内分泌診療

の基本として広く認識されてきた。ヒト月経周期の過程において、もu致財2成立した場合に同紙者且織から産生さ

れるヒト繊毛性ゴナドトロピン(h∞)のシグナルにより、黄偶ま存続し妊娠黄体として維持されると考えられている。

一方、矧辰が成立しなかった通常の月経周期では、子宮由来のプロスタグランディン九 炉問)が黄体退行のイニ

シェークとして働き、黄体出掛して月経をむかえるとされてしも(21)。黄僻膏養細包に阿見のanalog薬を加える

と、即130のシグナパ伝達経路である訂A百の発現が速明記増強すること (22)や、骨芽細包(23)や歯肉線維芽細包

(24)で、阿見が lL-6産生を促准することが報告されていることから、黄体期後期の lL-6発現の増加は目見のシグ

ナルによる可能性がある。またラット9陳では、矧醐問中に lL-6tDlAの発現が著しく欄号しているが、出産によ

り妊娠黄体の逝すが開始すると、その発現J詰間食する(19)。このことは、月経黄体が逝?を開重合する黄体期後期にlL-6

の発現が樹虫していた本研究の結果とも合致している。

lL-6により導村Lる黄体逝Tのメカニズム出必ずしも明らかではなしが、先に示した~産生能の低下、凶レセプタ

一発現の減号、アポトーシスの誘導といった lL-6の寸車の機能は、い明、も黄体機醐I制を説明するに充分な事象と

考えられる。このうち昆については、黄体制包自体が分泌オることから黄体機陵反映するマーカーとしても重要で

あるが、本研究の対象の中で9陳周期が黄体期に属する 19例全例について、血清中~濃度と黄体組織中の lL-6nimA

発現草との相闘を調べた結果、両者の聞には強し演の相闘が認められていた。以上に述べた事芸長から推察される、黄

体退行における lL-6作用機序の偏見を図6に示した。

血清中 lL-6濃度については、卵期司期による変動は認められなかったが、 lL-6の短い血中半減期 C約1.5時間)

や卵巣局所の生理的変化であることを考慮すると妥当な結果と，悶オUた。.

本布院における、ヒト逝7期黄体での lL-6発現増強とレセプター発現の証明は、黄体退行機序における lL-6の関

連を強く示唆するものであった。今後、卵期司期によるレセプタ一発現の変化や、黄体退行機序における lL-6の機能

鰍斤など探求すべき課題は多いが、さらに黄体退行の基礎的メカニズムを解明していくことが、黄体機能異常に基づ

く不妊・不育症などを中心とした様々な病態の原因究明に寄与するものと考えている。
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