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精巣と卵巣で局所的に発生する活性酸素、
酸化ストレス軽減による機能性回復

第38回 日本受精着床学会総会・学術講演会　共催セミナー7

❶加齢に伴う精巣と卵巣の変化

❷異所性脂肪と精巣の機能低下

▶精巣：異所性脂肪が蓄積され、内部が柔らかくなる

▶加齢により精巣間質の細胞が脂肪細胞化する

▶卵巣：繰り返される排卵で線維化し、硬くて強くなる

島田 昌之 先生　広島大学大学院 統合生命科学研究科

　一般的に、精巣や卵巣の加齢に伴う変化は、内分泌的異常や精

子や卵の機能の変化などを捉えていますが、私たちは物理学的に

精巣と卵巣の加齢に伴う変化に着目し、3か月齢、12か月齢の野

生型マウス、そして私たちが研究に用いている加齢モデルマウス

（雄：ライディッヒ細胞特異的Nrg1欠損マウス、雌：顆粒膜細胞特

異的Nrg1欠損マウス）の精巣と卵巣の硬さを測定しました。

　3か月齢、12か月齢の野生型マウスの精巣は若干硬く、加齢モ

デルマウスの精巣は、外側が硬くて内部が柔らかいという構造に

なっています。

　一方、3か月齢、12か月齢の野生型マウスの卵巣はそこまで硬

くはないのに対し、加齢モデルマウスの卵巣は、硬くて強い組織に

変わっていることがわかりました。

　精巣の内部が柔らかくなるということはどういうことでしょうか。

　非閉塞性無精子症のTESEで、精巣内部が黄色っぽくなってい

る症例を見たことがあると思います。私たちは、この黄色の正体が

脂であると考えています。本来ほとんど脂肪が存在していない組

織に過剰に存在している脂肪を異所性脂肪といい、加齢や血中の

中性脂肪が高い場合などに膵臓や肝臓、心臓などで起こることが

よく知られています。

　この精巣における異所性脂肪の蓄積が、精巣の機能低下を引き

起こす要因ではないかと考えています。

　硬くて強くなるのは組織の線維化で説明できます。組織に傷が

できると、それを修復するためにコラーゲンが産生され、傷が埋め

られます。しかし、繰り返し損傷が起こって傷を治すということが起

こると、傷が治ったとしても修復スイッチがオフにならず、メカニズ

ムが正常に動作しなくなります。その結果、傷は治っているのに、

必要以上にコラーゲンの合成と蓄積が持続して臓器線維症が起こ

り、硬くなった臓器は機能を失うと考えられています。

　卵巣では、排卵時に、卵胞の先端が破裂して内部の卵が卵管へ

と出てきます。まさに毎周期排卵のたびに傷がついて、炎症が起こ

り、それを修復するというのを繰り返してしているので、線維化し
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やすくなるのです。

広島大学・大学院統合生命科学研究科・生殖生物学 研究室データより

加齢に伴って精巣間質の細胞が脂肪細胞に変わっている

　雄加齢モデルマウスでは、野生型マウスと比べて加齢に伴って

精巣機能が早期に低下し、体重が増加し、肥満を呈します。

　このマウスは、テストステロンを作るライディッヒ細胞で成長因

子Nrg1をノックアウトしているので、テストステロンの産生量が野

生型と比べて著しく低くなっており、妊孕性が低く、精巣の精子形

成能が下がっています。おそらく低テストステロンが肝臓における

脂肪代謝に影響を及ぼして、体中に脂肪が蓄積していると考えら

れます。

　この加齢モデルマウスの精巣を組織化学染色で観察したとこ

ろ、精巣の間質細胞が脂肪細胞化し、中性脂肪がたまっていること

が確認されました。さらに、フローサイトメトリー解析の結果、加齢

モデルマウスの精巣間質では、中性脂肪を細胞内に取り込む受容

体 CD36陽性で、かつ細胞内に中性脂肪を取り込んでいる（Nail 

red強陽性）細胞の割合が、野生型マウスに比べて約2倍あること

がわかりました（図１）。

　つまり、精巣の機能が低下している加齢モデルマウスや、野生型

のマウスでも12か月齢になると、精巣間質の細胞が脂肪細胞化し

ていることが確認されたのです。
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▶血管内皮細胞が炎症を起こし、血管が肥厚化、
　精巣機能低下を起こす

▶異所性脂肪によりマクロファージが誘引され、
　炎症が起こる

　精巣の加齢に伴う機能低下は、精巣間質に蓄積された異

所性脂肪が引き起こす炎症によって血管内皮細胞が炎症し、

血管が肥厚化して、血管の透過性が下がることに起因してい

る（図4）。

　炎症に伴って活性酸素が出てくることはよく知られています。加

齢モデルマウスで酸化マーカーと血管内皮細胞のマーカー、ライ

ディッヒ細胞のマーカーを使って調べたところ、ライディッヒ細胞

は炎症しておらず、血管内皮細胞で炎症（酸化ストレス）が起きて

いました。つまり、精巣の間質全体が脂肪細胞化するのですが、炎

症は血管に局在して起きていることがわかりました（図3）。

　さらに、野生型と比べて加齢モデルマウスの精巣間質の血管の

内皮細胞が肥厚化していることも観察されました。

　すなわち、異所性脂肪によって血管内皮細胞が炎症し、高酸化

ストレス状態になっているため、線維化して肥厚化（＝動脈硬化）

した血管になり、血管の機能性が下がっている、ということを示し

ています。

　本来あるべきではない場所にある脂肪を異所性脂肪といいます

が、異常な脂肪細胞は炎症を引き起こすことが知られています。肥

満になった脂肪組織や異所性の脂肪がたまっている臓器には、マ

クロファージやTh1細胞など、炎症性の免疫細胞が多数浸潤して

きます。その結果、そこから炎症性サイトカインが分泌され、より

多くのマクロファージが誘引されます。

　6か月齢の加齢モデルマウスの精巣からRNAを抽出し調べた

ところ、マクロファージを誘引するCcl2が発現し、マクロファージ

が発現・分泌するTnfαが高値となり、標的細胞の炎症が惹起さ

れ、炎症性物質であるPtgs2の発現量が著しく増加していました

（図2）。

　つまり、加齢に伴って精巣間質に脂肪が蓄積された結果、脂肪細

胞がサイトカインを分泌し、マクロファージがやってきて炎症が引

き起こされているということがわかりました。
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　その結果、たとえ血中のLHやFSH濃度が高かったとしても標

的細胞のライディッヒ細胞やセルトリ細胞に機能しにくくなり、テ

ストステロン産生低下を引き起こします。また、精巣でテストステ

ロンが産生されても血管に取り込まれにくくなり、全身に流れに

くくなります。

　慢性炎症によって継続的な酸化ストレスにさらされると、血管局

所の線維化、肥厚化を引き起こし、透過性低下につながります。

これが精巣の機能の著しい低下を引き起こしていると考えられ

ました。

ま と め 

広島大学・大学院統合生命科学研究科・生殖生物学 研究室データより

広島大学・大学院統合生命科学研究科・生殖生物学 研究室データより

加齢モデルマウス精巣でマクロファージが誘引され
炎症が起きる

加齢モデルマウス精巣内の酸化ストレス（炎症）部位
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▶線維化により、卵胞発育しにくくなり、
　卵巣機能が低下する

　卵巣全体が線維化するとどのような影響が起こるかを調べるた

め、加齢モデルと野生型の、若いマウスから加齢したマウスまで、

様々なマウスで卵巣の連続切片を作成して、卵巣にある卵胞の数

をカウントしました。その結果、6か月齢の加齢モデルマウスや12

か月齢の野生型マウスの加齢化した卵巣では、二次卵胞、特に二

層の二次卵胞数が増えていて、胞状卵胞数が低下することがわか

りました（図7）。

❸異所性脂肪・線維化と卵巣の機能低下

▶異所性脂肪の蓄積で酸化ストレスが発生し、
　卵巣間質全体が線維化する

　卵巣における傷とは排卵が起こることであり、繰り返し起こる排

卵が慢性炎症を起こすので、加齢に伴って卵巣組織は線維化して

硬くなっていくと考えられます。

　雌加齢モデルマウスは、卵の受精能保持期間が短く、交尾のタ

イミングが遅れると妊娠が成立しません。つまり、分娩間隔が延長

し、性周期の回転が野生型マウスより速いので、排卵経験数が多

く、卵巣が早期に線維化されていくと予想されるため、このマウス

の解析を行いました。

　赤く染まっているところが間質細胞、黄緑色に光っているのが

脂肪細胞が蓄積した細胞です。卵巣間質の組織化学的解析をして

みると、コントロールではぽつりぽつりと脂肪の点在がみられます

が、加齢化していると、卵巣の間質全体に脂肪の蓄積が著しく増加

していました（図5）。

　脂肪細胞の蓄積と、それが引き起こす炎症のメカニズムについ

ては、当研究室の梅原助教がIVF学会のシンポジウムで発表します

（8ページ参照）。

　精巣と同様に卵巣においても、間質に異所性脂肪の蓄積が起

こっていることがわかりました。この炎症によって酸化ストレスが起

こっているのではないかと想像できます。

　酸化ストレスマーカーの4-HNE抗体による免疫組織化学染色

（IHC）をしたところ、加齢モデルマウスの卵巣では精巣と同様に

血管も染まるのですが、それ以外の部位にも点在して酸化ストレ

スが起こっていました。さらに、PSR染色で調べてみると、野生型

マウスでは卵胞の基底膜が強く染まりますが、加齢モデルマウス

　つまり、卵巣では精巣と同様に間質全体に異所性脂肪が蓄積さ

れて酸化ストレスが発生しますが、血管局所の線維化が起こる精巣

とは異なり、卵巣では間質全体に酸化ストレスが広がり、線維化が

起こっていることがわかりました。

ではコラーゲンの沈着が幅広い層で卵巣間質全体に起こっている

ことが確認できました（図6）。

Umehara et al., under submitting

Umehara et al., Aging Cell , 2017, 16, 1288-1299

加齢化した卵巣では、間質全体に脂肪の蓄積が著しく増加

加齢化した卵巣では、間質全体に炎症が惹起され、
線維化している
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　二次卵胞というのは、卵の周りに二層以上の顆粒膜細胞があっ

て、二層、三層、四層、五層と顆粒膜細胞の層化による違いがあり

ます。その中でも特に重要なのは、二層から三層への変化です。三

層以上の顆粒膜細胞を持つ二次卵胞は、FSH受容体が発現して

いて、FSHの反応性を獲得しているのですが、二層ではまだFSH

受容体がほとんど発現していないので、FSHへの反応性を持って

いません。

　加齢モデルマウスや12か月齢の野生型マウスでは、二層の二

次卵胞が増加し、三層以上の二次卵胞や胞状卵胞が低下している

ので、年齢と共にFSHが高値になったとしても、その高いFSHに

反応できる卵胞が少なくなっており、卵胞発育が低下します。その

結果、ネガティブフィードバック要因も出てこないので、さらにFSH

濃度が上がり、高FSHを引き起こすと考えられます。

　また、このような状態になっていると、外因性のFSH製剤を投与

して過剰排卵を行っても、排卵数は増加しません。それを示すよう

に、加齢モデルマウスでは、過剰排卵をしても採れる卵は10個以

下になりますし、たとえ卵が採れたとしても、受精率は低い、卵のク

オリティは悪いということになり、たとえ受精したとしても、胚盤胞

期胚への発生率はほとんどゼロです（図8）。

　つまり、6か月齢以降の加齢モデルマウスは、卵巣を刺激しても

低反応で卵の成熟能も低いというローレスポンダーのモデルにな

り得ることがわかりました。　

　逆にいうと、ローレスポンダーの患者さんは、卵巣間質が線維化

している可能性が高く、FSHに反応しにくい二次卵胞が蓄積され

ていると考えられます。

　卵巣では、加齢に伴う異所性脂肪により、間質全体に炎症

が誘起され、線維化が起こる。それによりFSHに反応できる

三層以上の二次卵胞まで発育しにくくなり、卵巣機能低下を

引き起こす原因となる。

ま と め 

Umehara et al., Aging Cell , 2017, 16, 1288-1299

Umehara et al., Aging Cell , 2017, 16, 1288-1299

6か月齢以降の加齢モデルマウスは
卵巣刺激をしても低反応で、卵の成熟能も低い

加齢化した卵巣では、二次卵胞（二層）で卵胞発育が停止
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精子、卵、受精卵の代謝機構とその人為的制御、
ARTへの応用

生殖細胞のエネルギー代謝解析から ART へのトランスレーション
第23回 日本IVF学会学術集会　共催セミナー

❶精子のエネルギー代謝機構と受精能獲得

▶体外受精で受精能獲得状態を維持するのは
　難しい

▶精子は一度直進運動に入るとずっと直進運動を
　しようとする

島田 昌之 先生　広島大学大学院 統合生命科学研究科

　本日のテーマは精子、卵、受精卵の代謝機構についてです。

　エネルギー産生には、必ず副産物として細胞に毒性をもたらす

ものができます。ミトコンドリアで有酸素運動をすれば活性酸素が

出てきます。一方、嫌気的解糖系を使ってグルコースを燃やすと乳

酸が出てきます。受精卵と精子はなかなか乳酸を排出できない細

胞なので細胞内pHが下がり、機能不全が起こります。エネルギー

を作らないと何もできないですが、その結果、活性酸素か、あるい

はpHの低下が起こることになります。

精子はミトコンドリアを燃やそうとして解糖系が動きにくいという

状況にあります。低グルコース条件で培養すると、徐々に直進運動

化していきます。一方、嫌気的解糖系を動かそうとして高グルコー

スにすると、より短時間で直進運動化してしまいます。たくさん乳

酸ができてpHが下がるので尾部が硬直化し、八の字運動は短時間

しかできないのです。

　体外受精で真っすぐ泳いでいて運動性が高くても、受精できる

精子が極めて少ないという理由は、そもそも受精能獲得状態に入

りにくいし、入ったとしてもすぐに直進運動に戻ってしまうというの

が精子の特性だからだと考えています。

　精子の代謝の観点から、効率的に受精能を獲得させるにはどの

ようにしたらよいかを図10にまとめました。

　精子は子宮内では、ミトコンドリアでエネルギーを作る有酸素運

動（直進運動）で卵管に向かっています。一方、卵管ではグルコー

ス濃度が上昇するので、それを使って嫌気的解糖系でエネルギー

を作り、尾部を激しく振幅して八の字運動をします。

　私たちは、子宮の中で直進運動をするために必要な栄養素は

脂肪酸ではないかと考えています。長鎖飽和脂肪酸をβ酸化に利

用してアセチルCoAを作り出し、ミトコンドリアで燃やしてエネル

ギーを作り出すのです。そして精子は、一度ミトコンドリアでエネ

ルギーを作り始めると解糖系が動きにくくなるというシステムを

持っています。TCAサイクルを回している過程で出てくるイタコン

酸が、嫌気的解糖系に関わる酵素を修飾することで、嫌気的解糖

系が動かないようにしているのです。

　ミトコンドリアで持続的にエネルギーをつくるためには活性酸素

を除去しなければいけません。内因性の抗酸化因子にグルタチオ

ンがありますが、実はこれをつくるために必要な酵素は精子に存在

しています。そして面白いことに、活性酸素が増加してくるとグル

タチオンの合成に関わる酵素を作り出すことがわかりました。

　つまり、精子はミトコンドリアを使ってエネルギーを作りながら、

その時出てくるイタコン酸で解糖系を止め、さらに出てくる活性酸

素を除去するグルタチオンを作れるという賢い細胞です。直進運

動に入ると持続的に直進運動をできるように、精子は非常に賢くエ

ネルギー代謝をコントロールしているのです（図9）。

　しかしこれは体外受精にとっては、逆にキャパシテーションしにく

い、受精能を獲得しにくいということを意味しています。

ミトコンドリア鞘
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Pyruvate
dehydrogenase

ATP
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dehydrogenase
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RSK

eIF4E

翻訳

イタコン酸

乳酸
（pH低下）

排出

図9

図10

効率的に受精能を獲得させるには

1.直進運動からの変換ではなく休止状態から開始させる
   （代謝活性を低下させるため室温放置する）

4.ピルビン酸（乳酸に変換される/TCAサイクルの基質になる）と
   グルコースを併用しない

2.受精能獲得精子は直ちに受精させる（持続しないので）

3.グルコース濃度を高くしない

5.低酸素環境で培養する

精子のエネルギー代謝機構

電子伝達系でエネルギー生産を継続＝持続的に直進運動できる仕組みがある
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❷卵・受精卵のエネルギー代謝機構

▶培養液の富栄養化は酸化ストレスとpH低下を
　起こし、発生能が下がる

▶桑実胚までは活性酸素を自力で除去できない

　体外受精で培養液中に栄養がたくさんあると、受精卵にとって

は非常によくないと私たちは考えています。脂肪酸やピルビン酸

などを入れた高栄養環境下で受精卵を培養すると、エネルギーは

作れますが活性酸素を除去できないので、結局卵割が停止してし

まいます。かといって高グルコース培養液でも、エネルギーは作れ

ますがpHが下がり、そのまま培養していると2セルブロックが生じ

てしまいます。

　受精卵は栄養があると食べて、使って、毒をためこみます。その

結果卵の発生能が下がるのです。

　桑実胚期以降のグルタチオンが作れるようになるまでは、限定

的な栄養環境である方が、受精卵が適切に発生して、活性酸素も

出さず、pHの低下もおきないのではないかと考えています。

　卵においても、エネルギー合成は成熟や卵割に必要です。GV期

からMI期にかけて、卵丘細胞からいろいろな物質が卵に供給され

ますが、その中には、ミトコンドリアでエネルギー（ATP）を作るた

めの基質もあります。

　卵でミトコンドリアが燃えているかを見てみると、野生型マウス

では、GVからMⅡに移行するにしたがって、ミトコンドリアが細胞質

全体に広がり、エネルギーを作っていることがわかります。一方、

私たちの研究室で作った、早期に卵と卵丘細胞のギャップジャンク

ションが閉鎖し、卵丘細胞から卵に栄養がうまく供給されない卵の

加齢モデルマウスでは、ミトコンドリアの局在は広がっていくもの

の燃え方が異常になっていて、上手くエネルギーを作れていませ

ん（図11）。これは栄養が適切に供給されないと、成熟卵MⅡ期に

なったときに、ミトコンドリアが正しく機能してくれないことを示し

ています。

　実は、卵は内因性抗酸化因子のグルタチオンをあまり作れませ

ん。周りの細胞、卵丘細胞にも顆粒膜細胞にもグルタチオンを作

る酵素があるのですが、初期胞状卵胞でも、胞状卵胞でも、卵の中

にはグルタチオン合成酵素がほとんどありません（図12）。過熟に

なって卵丘細胞が早く剥がれて成熟するような卵胞のクオリティ

が悪かったり、裸化卵を上手く培養できないのは、卵が自分で活性

酸素を除去できないからです。

　では、いつになったら卵は活性酸素を自分で除去できるようにな

るのかというと、新たに多量のグルタチオンを作れるようになるの

は桑実胚以降になりますので、受精卵はそれまで卵丘細胞から供

給されているグルタチオンを何とかリサイクルして使い続けてい

ます。

　なるべく卵胞発育期の間に卵丘細胞から卵にグルタチオンを供

給しておかないと、桑実胚まではそれを消費する一方なので、必要

以上にエネルギーを作ってしまうと活性酸素を除去しきれなくな

るのです。

局在 膜電位活性 局在 膜電位活性
野生型マウス 雌加齢モデルマウス

図11

図12

　エネルギー産生には必ず副産物として細胞に毒性をもた

らすものができる。栄養があると利用してしまうのに、排出が

うまくいかないのが卵、受精卵、精子の欠点のため、ARTで

は、代謝要求性を考慮した培養環境が望ましい。

ま と め 

広島大学大学院統合生命科学研究科　島田研究室　未発表データ

広島大学大学院統合生命科学研究科　島田研究室　未発表データ

加齢モデルマウスの卵は、ミトコンドリアはあるが
燃え方が異常になっている

卵の中にはグルタチオン合成酵素がほとんどない
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ミトコンドリアに着眼した加齢や肥満に伴う
卵巣線維化メカニズムと、
代謝改善によるその治療法の構築

生殖細胞のエネルギー代謝解析からARTへのトランスレーション
第23回 日本IVF学会学術集会　共催セミナー

❶脂肪蓄積と線維化、卵巣の機能低下

▶卵巣の線維化は妊孕性を低下させる原因となる

▶血中脂質が増えると卵巣に貯蔵し、
　線維化が起こり、機能低下を起こす

梅原 崇 先生　広島大学大学院 統合生命科学研究科

　早期に加齢する加齢モデルマウスの卵巣では卵巣機能が低下

し、卵巣間質の線維化が起きています。線維化が妊孕性とどのよう

な関係があるのかをみるため、マウスに過剰排卵刺激を行った際

に卵と同時に卵巣も採って調べたところ、卵巣の線維化レベルが

上がるにつれて、排卵数、体外受精後の受精率いずれも下がるとい

う負の相関が明らかになりました（図13）。

　つまり、卵巣間質が線維化することは雌の妊孕性を低下させる

機能疾患であると考えられます。

　組織の線維化は、脳以外のほとんどの臓器で起こる組織機能不

全の原因といわれています。

　たとえば肝臓での線維化は肝硬変です。細胞レベルでみていく

と、高脂質や肥満によって肝細胞に脂質がたまると、それを代謝し

ようとして脂質酸化、β酸化が行われます。そのβ酸化で酸化ストレ

スが高まってくると、ミトコンドリアの機能異常が起こり、組織がダ

メージを受けて、炎症が常態化する慢性炎症が起こります。

　そして細胞からコラーゲンの分泌が誘導されて、細胞の周囲に

線維が集積する肝硬変が起こり、肝機能障害が起こるというステッ

プで進みます（図14）。 

　そこで、加齢マウスだけでなく肥満のマウスでも卵巣の線維化

が起きているのではないか、そして両者の比較を行えばメカニズ

ムが理解でき、改善法が構築できるのではないかと考え、Alms1

遺伝子変異マウス（以下、肥満マウス）を用いて卵巣線維化の解析

を行いました。

　この肥満マウスは高脂肪食を与えなくても普通の餌を限度なく

食べ続け、その結果肥満となるマウスです。この肥満マウスでも卵

巣が線維化し、それに伴って排卵に至る卵胞数も有意に下がって

いました。さらに、血中では炎症性サイトカインの濃度に変化はあ

りませんでしたが、卵巣局所では濃度が高くなっていました。つま

り、肥満マウスでは、全身ではなく卵巣局所の炎症が高まっている

ことが明らかとなりました。

　次に、そのような卵巣で何が起きているかを調べてみると、卵巣

間質の酸化ストレスが増加していること、それに伴いミトコンドリア

の機能低下（酸素消費量や代謝の低下）が起こり、脂肪滴が蓄積さ

れていることが確認されました。
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図13

図14

肝硬変が起こるメカニズム　

アデレード大学　Robker ラボ　未発表データ

卵巣間質の線維化は、
雌の妊孕性を低下させる機能疾患である



8 9

▶ミトコンドリア機能改善剤で卵巣線維化が改善し、
　排卵に至る卵胞数が有意に増加
　次に、ミトコンドリアや酸化ストレスに着目して、電子伝達系で生

じる酸化ストレスを直接的に止める作用を持つミトコンドリア機能

改善剤BGP15を注射し、卵巣機能や卵巣線維化がどうなるかを

検討しました。検討の結果、BGP15によって脂肪蓄積は改善しま

せんでしたが、脂質蓄積の下流のステップである酸化ストレスを止

め、ミトコンドリアを元気にし、そうすることで炎症反応が下がって

いくということが示されました。

　さらに、BGP15投与により、卵巣線維化が改善され、排卵に至

る卵胞数が有意に増加しました。

　健康な卵巣であっても血中に大量に存在する脂質や中性脂肪

が、卵巣にたくさん存在する取り込み口によって取り込まれていく

と、脂質が溜まった卵巣ができあがります。そして、酸化ストレスが

増加し、ミトコンドリア不全が誘導され、炎症反応が起こり、卵巣が

線維化してしまいます。ミトコンドリア機能改善剤（抗酸化剤）でミ

トコンドリアの機能をサポートすることで、卵巣の機能を改善する

ことができることが明らかとなりました。

　加齢マウスにおいても、卵巣間質に脂質がたまり、酸化ストレス

が高くなり、炎症が起こり、線維化が起こります（４ページ参照）。

ミトコンドリア機能を改善する抗酸化剤の投与が、加齢や肥満に

伴って低下する女性の卵巣機能を改善する可能性を有すると考

えられました。

　そして、肥満マウスでは血中コレステロール、中性脂肪、遊離脂

肪酸濃度が高くなっており、卵巣で脂質を取り込む受容体 SR-BI

の陽性細胞が多いことが明らかとなりました（図15）。

　つまり、肥満マウスでは血中に多量に脂質が存在すると同時に、

卵巣に脂質取り込み口が多く存在するため、食欲旺盛に脂質を取

り込み、脂質が卵巣に貯蔵されてしまうのではないかと考えられ

ます。卵巣間質が脂質を暴食することでβ（脂質）酸化が過剰化

し、酸化ストレスが増加します。それによりミトコンドリア活性が

低下すると、さらなる脂質蓄積と炎症に伴う卵巣線維化が誘導

され、それが卵巣の機能疾患を誘発していくことがわかりました

（図16）。
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図15

図16

　血中脂質が多いと卵巣の脂質取り込み口が増え、間質に

脂質が溜まり、炎症が惹起されて卵巣線維化が起こる。抗酸

化剤でミトコンドリア機能を改善することで、卵巣の線維化

や機能低下の改善ができると考えられる。

ま と め 

脂質蓄積と炎症・酸化ストレスによる
卵巣機能低下のメカニズム

Umehara et al. under submissionWu et al. Development, 2015

肥満マウスは血中脂質濃度が高く、
卵巣間質に脂質の取り込み口が多い
＝卵巣が脂質を食べ過ぎて貯蔵している
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活性酸素血管

ライディッヒ
細胞

精細管

肥厚化した血管肥厚化した血管
抗酸化因子

精子形成異常 奇形精子形態正常な精子が造精される

正常な精巣 加齢化した精巣

図18

　精子数も増えますが、それ以上に重要なのが精子奇形率の改善

です。加齢モデルマウスはテストステロン濃度が低いのでセルト

リ細胞の機能が低く、精子奇形が多いのですが、PQQ摂取で野

生型レベルまで奇形率が低下し、綺麗な泳ぎ方をする精子が増え

ました。

　これは、精巣間質の活性酸素種を取り除くことにより、低下した

血管の透過性を上げ、ホルモンや栄養素が正しく行き渡り、テスト

ステロンが十分に作られて、精子形成数が増えて、その精子の形

態も正常性が担保されたということだと考えています（図18）。

　交配試験（体内受精）で実際に生まれてきた子どもの数をみる

と、加齢モデルマウスはなかなか子どもを産ませることができま

せんが、抗酸化因子の投与によって、産子数が有意に回復しました

（図19）。

　つまり、抗酸化因子PQQ摂取によって、ほぼ妊孕性を失いつつ

ある加齢モデルマウスが、野生型マウスと同様の妊孕性を回復し

たことが示されたのです。

抗酸化因子PQQの精巣・卵巣への働き

❶精巣への働き

▶血管線維化の原因となる酸化ストレスを取り除く　
　ことで、テストステロン産生、精子形成、妊孕性が　　
　回復
　精巣間質の血管内皮細胞の酸化ストレスを低減すれば、精巣機

能が回復するのではないかという仮説を立てて検証しました。

　6か月齢の雄加齢モデルマウスにPQQを14日間連続飲水投与

したところ、酸化ストレスが著しく低下し、活性酸素の量が野生型

マウスの精巣とほぼ同じまで低下しました（図1７） 。

　血中テストステロン濃度が改善され、交尾行動も野生型レベル

まで回復。さらにマウスから回収した精子を体外受精に用いた結

果でも、精子が高い受精能を持っていることが示されました。

　抗酸化因子PQQ（ピロロキノリンキノン）を用いて、精巣と卵巣

の機能性回復について検討を行いました。

加齢モデルマウス 加齢モデルマウス＋PQQ

3BHSD（ライディッヒ細胞）/4-HNE（酸化ストレス）/DAPI（核）

図17

野生型 雄加齢モデル
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図19

広島大学・大学院統合生命科学研究科・生殖生物学 研究室データより

PQQにより酸化ストレスが減少

体内受精による産子数

精巣間質の加齢に伴う変化と抗酸化因子

　テストステロンの低下によって、精巣で異所性脂肪の蓄積が起こり、炎症・酸化ストレスが亢進され、精巣内の血管が線維化して透

過性が低下する。その結果、テストステロン濃度がさらに低下して、妊孕性が著しく低下すると考えられる。精子の奇形率が高い、精

子数が少ない、テストステロン値が低いといった場合、このようなことが進行している可能性がある。

　このような進行過程に抗酸化因子PQQを投与すると、その大元である血管の線維化を解消し、テストステロン産生が回復して、精

子形成の回復、妊孕性の回復がもたらされる。

ま と め 

広島大学・大学院統合生命科学研究科・生殖生物学 研究室データより

抗酸化因子の投与によって、T4産生が改善するとともに、精子奇形率の低下
や産子数の改善が認められ、妊孕性が回復した。
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❷卵巣への働き

▶酸化ストレスを低減することで、間質の脱線維化　
　が起こり、卵巣機能のリサイクルシステムが回復

　雌加齢モデルマウスにPQQを14日間連続飲水投与したとこ

ろ、卵巣間質の酸化ストレスがほとんどみられなくなっていました。

　さらに、PQQ投与前では、コラーゲンが蓄積した細胞層が間質

に広がっていますが、PQQを投与すると間質のコラーゲン層がほ

とんどなくなり、線維化した卵巣が脱線維化しているということが

わかりました（図20）。

　さらに、交配試験では、未摂取群の加齢モデルマウスではほとん

ど産子が得られなかったのに対し、PQQ摂取群ではいずれのマウ

スも子供を産み、産子数も改善するという劇的な効果が認められ

ました。過剰排卵したときに採れる卵の数も野生型レベルまで回

復し、採取した卵は十分な受精能を持っていて、受精した卵は胚盤

胞へ到達しました。

　PQQは、卵巣間質全体に広がった酸化ストレスを抑制し、卵巣線

維化を改善することで、加齢や肥満に伴って低下する女性の卵巣

機能を改善させる可能性を有すると考えられます。

　脱線維化することによって、二層の二次卵胞が多層化し、胞状卵

胞が増えた結果、血中AMH濃度が上がりました（図21）。

PQQ非投与 PQQ飲水投与後

酸化ストレス酸化ストレス

線維化

野生型 雌加齢モデル
コントロール

P＜0.05
血中AMH濃度（ng/mL）

PQQ

60

50

40

30

20
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0

図20

図21

卵巣間質における「排卵，炎症→酸化ストレス」

持続的な卵胞発育メカニズム

破綻

卵巣の線維化（循環系異常）

誘導

脱線維化

次周期の準備
前周期,前々周期

卵胞刺激ホルモン（FSH）
黄体化ホルモン（LH）

黄体化ホルモン（LH）

卵胞発達

間葉系幹細胞

排卵・黄体形成
卵胞発達、排卵

卵胞刺激ホルモン（FSH）
黄体化ホルモン（LH）

卵巣内の血管

分化

抗
酸
化
因
子

回
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卵巣間質における「排卵，炎症→酸化ストレス」

持続的な卵胞発育メカニズム

破綻

卵巣の線維化（循環系異常）

誘導

脱線維化

次周期の準備
前周期,前々周期

卵胞刺激ホルモン（FSH）
黄体化ホルモン（LH）

黄体化ホルモン（LH）

卵胞発達

間葉系幹細胞

排卵・黄体形成
卵胞発達、排卵

卵胞刺激ホルモン（FSH）
黄体化ホルモン（LH）

卵巣内の血管
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化
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図22

※本コンテンツは「第38回 日本受精着床学会総会・学術講演会」、「第23回 日 
　本IVF学会学術集会」共催セミナーの島田先生、梅原先生の講演内容をまとめ　
　たものです。

　卵巣では、間葉系幹細胞を中心とする血管内皮細胞や黄

体細胞などのリサイクルシステムが動いていて、周期ごとに

次に必要な血管が間質に形成され、ホルモンを供給して卵胞

発育が促される。

　卵巣間質で炎症が起こり、酸化ストレス状態になると、健全

なリサイクルシステムが破綻して、線維化が誘導される。しか

し抗酸化因子を飲ませることなどによって酸化ストレスを低

減すれば、間質の脱線維化が起こって、再びリサイクルシス

テムが稼働して卵巣機能が回復していく（図22）。

ま と め 

広島大学・大学院統合生命科学研究科・生殖生物学 研究室データより

広島大学・大学院統合生命科学研究科・生殖生物学 研究室データより

PQQ投与で加齢モデルマウスの卵巣間質の
酸化ストレス、線維化が低減

発達した二次卵胞が増えた結果、血中AMH濃度が回復した 卵巣の加齢に伴う変化と抗酸化因子



12

【塩谷先生】異所性脂肪細胞の蓄積から惹起される炎症反応と活

性酸素の発生により、精巣では血管内皮細胞の線維化・肥厚化、

卵巣では間質全体の線維化を起こし、精巣・卵巣の機能の低下を

招くというお話でしたが、卵巣の間質全体が線維化すると、二層

の二次卵胞は増えても三層に行きにくいというのはどういうこと

でしょうか。

【島田先生】二層で止まる原因は我々もまだよくわかっていません

が、二層の二次卵胞までは卵巣の表面の近い所に存在していて、

内部に浸潤していく過程で三層、四層と大きくなっていくという傾

向があります。卵巣が線維化していると卵胞が硬い組織に入り込

みにくくなり、三層以上のFSHに反応できる二次卵胞にまで至ら

ないのではないかと捉えています。

【塩谷先生】抗酸化剤のPQQで線維化が可逆的に良くなることが

非常に驚きであるとともに、明るい希望となるのですが、人に応用

する場合、投与期間をどう捉えたらよいでしょうか。

当院では、特に卵巣機能の低下症例や受精卵のクオリティが上が

らない人にPQQを使用しており、2週間投与でいい方もいます

が、2、3周期投与した方が良い場合が結構あるんです。

【島田先生】酸化ストレスが低減し、脱線維化していく時間は、マウ

スと人でそれほど大きな差はないと考えています。しかし、二次卵

胞から卵胞発育が起こって排卵前卵胞までいく時間は、人では非

常に長くなりますし、一度線維化した間質はまた線維化しやすいの

で、抗酸化因子を摂取し続けることが重要だと考えています。

【塩谷先生】他にも様々な抗酸化剤があると思いますが、PQQに

焦点を当てた理由は何ですか。

【島田先生】PQQは、活性酸素を取るだけではなく、ミトコンドリア

の代謝活性も上げてくれるからです。精巣と卵巣の悪くなる元々

の原因となった脂肪の蓄積を、ミトコンドリアで燃やすことによっ

て無くしてくれるという働きがあるのではないかと考えています。

他の抗酸化剤より細胞に入りやすい、かつ細胞内小器官であるミ

トコンドリアの中にまで入れるのが、小分子の抗酸化因子である

PQQの利点ではないかと考えています。

【塩谷先生】PQQの投与によってAMHの血中濃度も改善したとあ

りました。投与前後でAMHを測る有用性はあるでしょうか。

【島田先生】二次卵胞が多層化しているということは、AMHを作る

顆粒膜細胞数が増えているので、結果としてAMHの血中濃度が

高くなることが期待されます。AMHの血中濃度が少しでも上がっ

てきた後、FSH投与などを始めれば、反応する卵胞が増えている

ので、クオリティの高い卵が取れる確率が高まるのではないかと期

待しています。

【塩谷先生】本日は基礎から臨床に直結する有益なお話をいただ

きましてありがとうございました。

塩谷 雅英 先生 島田 昌之 先生
医療法人社団　英ウィメンズクリニック 広島大学大学院　統合生命科学研究科

※本コンテンツは「第38回 日本受精着床学会総会・学術講演会」共催セミナー　　
　の質疑応答をまとめたものです。

PQQの効果と臨床使用のポイント
対 談

〈参考資料〉

PQQとは？
Pyrroloquinoline quinone

（ピロロキノリンキノン）

●酸化還元酵素の補酵素の一つとして、1979年に発見された水溶性キノン化合物
●2003年「Nature」誌で14番目の新しいビタミンである可能性が示され世界から
　注目された健康食品成分
●ヒト体内にも存在し（特にヒト母乳中に多く含まれる）、ビタミン様物質
●納豆、豆腐、緑茶、ピーマンなど、様々な食品に含まれる
●アメリカを中心に脳機能改善サプリメントとして販売されている
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