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休止した原始卵胞から卵胞活性化が起こって1次卵胞へと移行し

た後、スムーズに卵胞発達が進むのではなく、もう一回2次卵胞で少

し止まった状態になり、顆粒膜細胞が多層化してFSHに反応し胞

状卵胞へ移行していくと考えています。

胞状卵胞がより大きくなっていくところだけでなく、多層の2次卵胞

から胞状卵胞に移行させるところにおいても活性酸素が作用するこ

とについて、新しい知見が出てきましたので紹介します。

卵胞が大きくなるというのは、顆粒膜細胞の増殖、細胞数が増える

ということです。細胞が増えなければ、いかに卵胞腔に卵胞液がた

まっていったとしても、ただ単に卵胞を構成する壁の部分が薄くなる

一方ですので、併せて顆粒膜細胞が増殖していく必要があります。

大きな卵胞になってようやくLH受容体ができ、排卵刺激を感受でき

る状態に変わって、成熟して排卵できるように変わります。

なぜ変わるかというと、胞状卵胞、排卵前卵胞へと移行するに従い、

顆粒膜細胞の増殖過程でDNAをコピーするときに大規模な脱メチ

ル化が誘導され、それに併せて染色体の構造が変換され、異なった

遺伝子発現が起こるようになるからです。（図１）

その中には卵胞発育期に発現してほしいマーカー遺伝子が含まれ

ていますし、さらには、LHに反応して排卵時に出てくる遺伝子も排

卵前卵胞ですでに発現できるようになっていました。

細胞増殖を止める処理をすると、顆粒膜細胞における大規模な脱メ

チル化が起こらないので、 FSHで刺激してもLH受容体は発現して
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細胞分裂とは何かということをもう少し突き詰める必要があると考

え、私たちは細胞分裂に必要なエネルギー（ATP）産生に着目した

研究を行っています。

顆粒膜細胞のATP産生を支えている基質が脂肪酸です。マウスに

FSH製剤であるeCG投与24時間後に回収した顆粒膜細胞をリピ

レッドという中性脂肪を染める試薬で蛍光染色した結果、卵胞の顆

粒膜細胞は中性脂肪をため込んでいました。つまり、卵胞の発育過

程で顆粒膜細胞はエネルギーを必要としていて、そのエネルギーは

顆粒膜細胞が自分で蓄えた脂肪酸に依存しているということが分か

りました。

eCG投与前、投与24時間後、48時間後の排卵前卵胞から顆粒膜

細胞を回収してきて培養し、フラックスアナライザーで解析した結

果を図２に示します。酸素消費量はグルコースを入れても変化せ

ず、TCAサイクルの抑制剤であるオリゴマイシンを入れると低下し、

FCCPでミトコンドリアが活性化されると高まり、呼吸代謝の抑制剤

のRotenone、Antimycinを添加すると規定値に下がります。つま

り、顆粒膜細胞は、解糖系よりはむしろミトコンドリアにおける電子

伝達系のTCAサイクルでATPを作っていると考えられます。

きません。また、この脱メチル化には卵からの距離が離れて卵分泌

因子の作用が弱まることも重要だということ、さらには、レチノイン酸

という物質がないと大規模な脱メチル化は誘導されないことも突き

止めました。

このように、卵胞は顆粒膜細胞が増殖することで染色体の構造変換

を引き起こし、短期間に大きく機能を変えていくのです。これが卵胞

発育の本質であることが分かりました。

（詳細は2019年レポート「より多く、より良い成熟卵を得るための対

ミトコンドリア戦略」参照）

二次卵胞から胞状卵胞における
クロマチン構造

排卵前卵胞の顆粒膜細胞における
クロマチン構造

限定された領域がオープン化し、
そこで遺伝子発現が誘起される。

広範囲でオープン化が生じ、
種々の遺伝子が発現可能。 排卵準備が完了

図１　卵胞発育による染色体構造変化
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そして、面白いことにeCG投与24時間後に呼吸代謝能が上がって

いるのですが、48時間後の排卵前卵胞では未成熟マウスと同程度

まで下がっています。これは、FSH製剤投与直後にはATPを頑張っ

て作るためにミトコンドリア機能が上がりますが、過剰排卵過程で

は、それを維持できない状態になっていることを示しています。

これを人に換算すると、FSH製剤投与3日目くらいまでは非常に機能

は高いけれども、卵胞発育が進んで排卵前卵胞に到達する時には、

ミトコンドリアの機能が下がってしまっているということを示してい

ます。

ミトコンドリアの機能が下がると細胞が増殖しないだけではなく、

LH受容体も発現できなくなり、FSH受容体の量も減って顆粒膜細

胞の分化も抑えてしまいます。ミトコンドリア機能が維持されること

が、卵胞を発育させてLHに反応する排卵前卵胞を作るために必要

です。

そこで、ミトコンドリアの呼吸代謝に関わる電子伝達系の酵素群に

着目して研究を行いました。

ミトコンドリアで働く酵素というのは、多くは核ゲノムにコードされて

いるのですが、一部はミトコンドリアDNAにコピーされています。

FSH製剤を投与すると顆粒膜細胞のミトコンドリアDNAの数が増

え、併せて、ミトコンドリアDNAからの遺伝子発現が亢進していまし

た。また、ミトコンドリアで働くRNAポリメラーゼや転写因子につい

ても、mRNAレベル、タンパク質レベルで上昇していました。

そして、ミトコンドリアでの遺伝子発現ができずタンパク質が合成で

きないようにすると、ミトコンドリアの活性が下がり、ATP産生量が

下がって、顆粒膜細胞の細胞増殖が低下します。

つまり、ミトコンドリアにおいて継続的にATPを作るために、ミトコン

ドリアのDNAコピー数が増えて、その増えたDNAから遺伝子発現

が起こってタンパク質が作られているのです。

このようなタンパク質のターンオーバーが起こるということは、すな

わち「分解されるから新しいタンパク質が必要だ」ということです。ミ

トコンドリアの電子伝達系では、エネルギーを作るときに活性酸素

が発生します。この酸化ストレスによってミトコンドリア内のタンパク

質が分解され、その分解された分を合成しなければいけないので、ミ

トコンドリアで遺伝子発現、タンパク質合成が起こっているというこ

とが想像されます。

実際に顆粒膜細胞の活性酸素種の量を測ってみると、FSH製剤で

あるeCG投与後にどんどん活性酸素種の量が増えていくことが分か

ります。

eCG投与24時間後にもある程度の活性酸素は存在しているのです

が、48時間後の排卵前卵胞では、活性酸素種の量が著しく増加しま

す。抗4HNE抗体による染色で、 eCG投与48時間後、排卵前卵胞

ができる過程で卵巣のどの部位で酸化ストレスが起こっているかを

見てみると、一部の卵胞で4HNEが強陽性になっています。これは

本来もっと発達してほしかったのに、活性酸素種が出てきているの

で機能が低下した卵胞であると考えられます。

一方でこの段階で、存在している2次卵胞の多数が、4HNE陽性で

あるということも分かりました。（図３）

活性酸素がゼロである必要はなく、2次卵胞から胞状卵胞に発達す

る過程、胞状卵胞が排卵前卵胞へと発達する過程で起こる細胞分

裂にはミトコンドリアのエネルギー産生が必要で、その過程でどうし

ても副産物として活性酸素が出てきます。

しかし、過剰排卵刺激をかけ、FSHで強く刺激してエネルギー産生

を促して細胞を増殖させ、多くの卵胞を発育させている環境におい

ては、ミトコンドリア内で電子伝達系に関わる酵素群が大量の酸化

ストレスによって分解されてしまいます。優性卵胞では、ターンオー

バーをなんとか維持するけれども、閉鎖卵胞では、ターンオーバー

が活かされず、過剰排卵でも一部機能の悪い卵が取れてきたりと

か、あるいは、本来もっと増える可能性がある卵胞の一部がなくなっ

たりする原因となることが示唆されます。

そこで、ミトコンドリアにおける活性酸素種を取り除くような抗酸化

因子を投与することによって、本来は発達するポテンシャルがあった

はずの卵胞を全て排卵前卵胞へと誘導することができるのではない

かと考えました。

酸化されたタンパク質を認識する抗体（anti-4HNE抗体）を用いた免疫染色

300 μm

eCG 48h
Hoque et al., Free Radical Biology and Medicine, 2021
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図2　各ステージの卵胞における顆粒膜細胞の呼吸代謝能

図3　eCG投与48時間後の卵巣の酸化ストレスの局在



そこで用いたのは、PQQという抗酸化作用を有する物質です。分子

量が小さいので細胞の内部、それもミトコンドリアの内部まで入り込

んで酸化ストレスを低減してくれる可能性のある因子としてPQQを

用いております。

FSH製剤の投与によってATP産生が上がりますが、2日前からPQQ

を2mg/kg/day飲水投与していた若齢マウスにeCGを投与したとこ

ろ、さらにATP産生が上がり、それに伴う活性酸素種の上昇をPQQ

投与によって抑え込み、ミトコンドリアの電位活性が上がりました。

PQQを投与するとATP産生をより作れるようになるので、顆粒膜細

胞の細胞分裂が更に盛んになります。それとともにアポトーシスを起

こしている細胞の割合が著しく低下しており、細胞の増殖が促され、

かつ細胞死が抑制されているので、顆粒膜細胞の数が増えて多数

の卵胞で卵胞発育が正常に起こっていました。

実際に卵巣の切片をみてみると、PQQ投与で多数の顆粒膜細胞が

増殖した胞状卵胞がたくさん見られます。特に着目すべき点は、通

常、卵巣の表面に近い部分ではきれいに卵胞発育が起こるものの、

中心に近い部分は閉鎖した2次卵胞が増えてくるのですが、PQQを

飲ませていると内部まできれいな胞状卵胞が一面に見られました。

（図４）

eCGを投与した後に多数の卵胞が発育しているため、プロゲステロ

ン濃度が急激に上がって卵巣過剰刺激症候群が起こるリスクも考

えられます。しかし面白いことに、血中のホルモン濃度を測ってみる

と、エストロゲン濃度は高くなっているものの、プロゲステロン濃度は

卵胞数に依存するほど上昇していませんでした。（図5-ａ）

各種卵胞の発育マーカーの遺伝子発現はより高い状態に誘導され

ています。（図5-b）

PQQをeCG投与2日前から飲ませた群と、eCG投与時から飲ませた

群で排卵数の比較を行いました。

eCG投与時からPQQを飲ませた群でも排卵数が増えたので、卵巣

刺激時にPQQを飲むと、そのときにある卵胞の排卵前卵胞までの発

達を促すことができると考えられます。しかし、PQQを2日前から飲

ませた群では、より多くの排卵が確認されました。（図6）

取れてきた卵の数を見てみると、PQQ投与群では多数の卵が回収

され、更に、その卵は受精して胚盤胞期胚まで正常に発達すること

が分かりました。

PQQを飲ませるだけで、卵巣刺激効果を高めて、より多くの卵胞を

発達させ、かつ顆粒膜細胞がLHに反応するように分化した状態の

卵胞をつくる。その結果、多数の卵胞がLHに反応して成熟卵がたく

さん取れて、その成熟卵が正常な受精発生能力を持つということが

分かりました。

高度生殖補助医療においてもただ卵巣刺激をするだけではなく、

PQQのような抗酸化因子を同時に服用することによって挙児率の

アップが期待できると考えています。

コントロール

Hoque et al., Free Radical Biology and Medicine, 2021

PQQ投与

図4　eCG投与48時間後の卵胞発育

胞状卵胞への発育期だけでなく
前胞状卵胞から胞状卵胞への発育期にPQQが効果を発揮している
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図6　PQQ投与時期による排卵数の変化

図5　PQQ投与による（ａ）血中ホルモン濃度
      （b）卵胞発育マーカーの遺伝子発現解析の変化



そして、eCGで刺激せずにPQQを投与すると、多層の顆粒膜細胞を

有する2次卵胞の数がPQQ投与2日後で有意に増えていて、前胞状

卵胞の数も増えている。そして、胞状卵胞の数も増えていました。（図

7）

すなわち、PQQによる排卵数の増加というのがeCG投与後の卵胞

閉鎖を防止するだけではなく、そもそも発育する卵胞数を増やしてい

るという結果が出てきました。

PQQは抗酸化作用の他、逆に活性酸素を上昇させるという報告が

あります。

今後さらなる検討が必要ですが、PQQは適度な酸化ストレスを誘導

し、2次卵胞をよりエネルギー産生できる細胞に変え、胞状卵胞へと

排卵数の増加
=卵胞閉鎖を防止+卵胞発育を促進

3週齢マウスに2日間
PQQを投与（eCG未投与）

卵
胞
数

18
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10
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4
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0
2nd pre-antral antral

Control PQQ

図7　PQQ投与による各ステージの卵胞発育への影響

移行して、FSHに反応する卵胞数を増やしている可能性が考えられ

ます。

一方、そのエネルギーを作る過程で出てくる副産物の過剰な活性酸

素については取り除くというような、二つの相反する魔法のような働

きをしてくれているのではないかと考えられました。

以上をまとめると、卵巣機能、卵胞発育、排卵は、顆粒膜細胞のミト

コンドリア活性化が必要です。これによりつくられるATPで細胞が

分裂し、LHへの反応性を獲得します。しかし、それに伴い過剰な活

性酸素（ROS）が起こると卵胞機能を低下させてしまいます。

PQQは過剰な活性酸素を除去して、必要量の活性酸素産生を介し

て、おそらく適正な量の活性酸素量に調整し、ミトコンドリアにおけ

る持続的なATP産生を可能としていると考えられます。

FSH投与後の卵巣刺激で大きく卵胞を発達させている過程におい

て、PQQは正常な顆粒膜細胞の増殖と、それに起因する大規模な

脱メチル化、LHに反応する卵胞を作るというような、卵の成熟発生

能を向上させる役割が期待されます。それとともに、より長期的な投

与によって2次卵胞から胞状卵胞へのリクルートがなされ、採卵数

が増加するということも期待されます。

私たちの基礎研究から、卵が取れる患者さんにおいては、当該周期

のPQQの投与によりその卵のクオリティーを上げ、卵の取れる数が

少ない患者さんにおいては、より長期間のPQQの投与によって、取

れる卵の数を増やせる可能性があることが分かってきました。

ま と め

卵巣発育、排卵を司る顆粒膜細胞のミトコンドリア活性

PQQは過剰なROSを除去し、必要量のROS産生を介して
ミトコンドリアで持続的なATP合成を可能とする

ARTへの適応と閉経前の卵巣機能正常化が期待

　・顆粒膜細胞の増殖促進により排卵刺激への応答性向上
　・加齢による卵巣間質線維化の改善

　・二次卵胞から初期胞状卵胞への卵胞発育を促す
　・排卵刺激でより多くの卵胞発育を誘導
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〈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
　（ニコチンアミド、フラビンに次ぐ第３番目の補酵素）
●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）、ビタミン様物質として認知されている
●納豆、豆腐、緑茶、ピーマンなど、様々な食品に含まれる
●神経細胞の保護効果のある成分として、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

HO

HO

OH

HN

N

O

O

OO

O

今回のセミナーにあたり、当院の患者でPQQ-Na2 20mgを1～3ヶ月間を服用していた方の成績を振り

返ってみたところ、55人中26人の患者さんで採卵数が増え、中には非常に顕著に卵の数が5～10個増え

る症例も散見されていました。特に40歳代でも卵巣機能が高い症例で、短ければ1ヶ月服用後に採卵数

が3個から10個に増えた症例や、成熟卵胞数が2倍、3倍に増える症例が見られたということは、われわれ

臨床家にとって一番うれしい結果です。

平均的に採卵数が少ない、Poor responderの方でもPQQ服用後に数が増える症例が見られました。こ

れは症例自体の卵巣の能力がまだ高いのではないかと考えられます。

高齢になると、原始卵胞も1次卵胞も減数分裂が終わり、染色体の老化が始まっていると流産率は救済で

きないのではないかと思いますが、今のところ流産率が少し減っているようにも見られます。これは卵胞数

を増やすということとはまた違う話だと思いますので、今後臨床に応用できるような結果が出せればと期待

しております。

卵巣が線維化し、血管の発達が悪くなってくるような我々の老化モデルマウスで、PQQを投与すると、まず

卵巣間質の環境を改善してくれて、血管アクセスが良くなるというような効果が、マウスの場合2週間くらい

で出てきます。PQQは卵巣の間質のファンダメンタルを改善してくれて、さらにその後卵胞の発育を促すと

いう二段階の効果が期待できると考えています。

外的な介入だけでは改善できないくらい間質の環境が悪くなっていると、なかなか改善が難しいのではな

いかと思いますが、長期間PQQを飲まれて効果が見られた場合は、二次卵胞からのリクルートだけでな

く、卵巣の間質環境が、特に血管系の新生も促すということが起こっていて、卵が増えてきている可能性が

あるのではないかと考えています。

最 後 に

■お問い合わせ先
セミナーレポート各種・商品サンプル等のご要望は
下記のURLもしくはQRコードからお問い合わせください。
https://jp.rohto.com/profa/contact/

座長：田中 温先生

演 者：島田 昌之先生

6


