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《原著》

妊娠二十日ネズミにおけるProstaglandin　F2αの生体内分布

一
マクロオートラジオグラフィーによる一

中　井　利　昭＊ 木川源則＊＊ 坂　元　正　一＊＊

1．緒　言

　prostaglandinは1962年Bergastr6mら1）・2）’3）・4）

がその構造式を報告して以来，天然にある活性の

ある一種の脂肪酸として脚光をあびてきたことは

衆知の事実である．しかしその発見の歴史はさら

にさかのぼって，1930年KurzrokとLieb5）の2人

の婦人科医によってヒト精液中に摘出子宮筋の収

縮をおこす物質が存在することが報告されたのが

最初である．続いて1933年Goldblatt6）が，1934

年にVon　Euler？）がそれぞれ独立して精裏よりの

抽出物に平滑筋刺激と血管収縮作用を有する物質

を見出したが，1935年Von　Euler8）はこれはacidic

liPidの作用によるものであり，これをProsta－

glandinと命名した．その後前述したBergstr6m

らの構造式決定にいたったわけである．現在では

prostaglandinはprostaglandin　El，　E2，　E3，　F1α，

F2α，　F3αその他合わせて13種類が天然にみつか

り，cycloPentanone　rin9を含む炭素原子20より

なるProstanioc　acid誘導体の総称名であること

が分った．

　Von　Eulerらはprostaglandinは前立腺のみよ

り分泌されると考えていたが，その後の研究で様

々の臓器で産生されることが分ってきた．しかし

ながらprostaglandinの生体内分布に関してはい
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まだ報告は少ない．HanssonとSamuelsson9）が

成熟二十日ネズミにっいてオートラジオグラフィ

ー による1abeled　prostaglandin　E1のdistribution

を報告しているが，妊娠二十日ネズミやその胎仔

にっいての報告は今までみられない．prosta・

glandinは妊娠，分娩とも関連の深いホルモンで，

今日多くの知見がえられているので，今回は妊娠

二十日ネズミにprostaglandinを注射しその生体

内分布を検索した．

2．実験材料及び方法

　雌二十日ネズミを雄と交尾させ膣スメアーに精

子を見出した日を妊娠第1日とした．妊娠二十日

ネズミ3匹について，妊娠18日目にそれぞれ150

1u　Ciの3H－prostaglandin　F2α（Specific　activity：

14．3Ci／mM，　New　England　Nuclear）を尾静脈より

注射した．15分後にいずれも屠殺し，アセトン・

ドライアイス（－70°C）で凍らせた．次に二十日

ネズミを半切し一20°Cのクライオスタット内の

滑走型ミクロトーム（Leitz，　Modell　1900）の載物

台にのせ，2％プロピルメチルセルローズで台に

密着させた．標本切片は15μで切り，あらかじ

めアルブミン・グリセリン（2：D溶液を塗布した

スライド・グラスにのせた．標本切片とスライ

ド・グラスの密着をよくするため，スライド・グ

ラスの裏側を指でわずかに温めた．その後同じク

ライオスタット内の標本箱に入れ10’2mmHg程

度の真空で乾燥するまで放置した．なお標本箱に

は約20m1の水をあらかじめ入れておき，急激な

乾燥により切片にひびわれや，しわができないよ

うにした．切片は乾燥したのを確かめてのち室温
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に戻した．暗室で高感度レントゲンフィルム（フ

ジ工業用Xレイ，non　screening　tyPe　200）と標本

切片を密着させ，－4°Cで放置した．4週間後フ

ィルムを現像，定着した．得られたマクロオート

ラジオグラム上で各臓器の黒化度より分布の多寡

は分るが，densitometer（ひかり電測器株式会社，

Densitomatic　8HD－220）を用いて各臓器の黒化度

を半定量した．

　半切した残りの二十日ネズミは各臓器をとり出

し（約1．Og前後）充分生理食塩水で洗ったのち重

量を測定し，等量の蒸留水を加えた．次にクロロ

ホルム・メタノールを加えて混和し，一昼夜抽出

し抽出物を減圧濃縮し，トルエン系シンチレータ

ー により各臓器の放射能を測定した．

3．結　果

Table　l　Densitometric　analysis　of　the　autoradiogram

Tissue
黒化度（density）の

　relative　value

UterUS

Fetus

Intestine

Liver

Lung
Muscle

Kidney

7
「
」
8
只
）
8
1
1

4
1
2
6
3
3
6

　得られたマクロオートラジオグラムの1っを

Fig．1に示すが，腎，肝，筋肉等に最も高濃度に

分布し，その他肺，小腸にもかなりみられる．子

宮壁（矢印）にもかなりの濃度で分布している．

その中の胎仔も明らかに黒化しており，3H－prosta一

glandinが胎仔を通過して胎盤に移行したことが

分る．これらの形態学的所見をdensitometerを用

いて半定量的に解析するとTable　1のように（数

値は黒化度をrelative　valueで示す），肝，腎で

それぞれ6．8，6．1と高く，子宮壁も4．7とかなり

高濃度である．次に肺や頭部，筋肉，腸それぞれ

3．8，3．1，2．8であった．子宮内胎仔にも1．3と明ら

かに胎仔への移行分布を示した．次に各臓器を一

部とり出しカウントして臓器内濃度をみてみると，

Fig．2のように腎で最も高く，995　dpm／g，筋肉，

肝でもかなり高くそれぞれ626dpm／9，330dpmlg

／

’
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Fig．1　Autoradiogram　showing　the　distribution　of　radioactivity　in　a　pregnant　mouse　at

　　　15min　after　intravenous　injection　of　3H－labeled　prostaglandin　F2α（Sagittal

　　　s㏄tion　through　the　whole　body　of　the　animal）

Presented by Medical*Online



dpm／9

500

995

妊娠二十日ネズミにおけるprostaglandin　F2αの生体内分布

　
19

25

6
6
2
一

具

3
一

　
　
　
　
　
　
　
　
0
　
　
　
　
　
　
　
　
3
9
　
　
　
　
　
　
　
一

／

ll詩菖ll
Fig．2　Distribution　of　3H－PGF2αand　its　metabolites

　　　in　different　tissues　in　pregnant　rats　15minutes

　　　after　the　intravenous　administration　of　3H－

　　　PGF2α

であった．子宮も125dpm／9でかなりのとりこみ

を示した．

4．考案

　3H－labeled　prostaglandinを二十日ネズミに注

射してオートラジオグラム作成と，各臓器内とり

こみを計測した結果，いずれの方法でも肝，腎に

かなりのとりこみがみられることが明らかとなっ

た．Samuelssonlo）は3H－labeled　prostaglandin　El

を同じく二十日ネズミに注射して50～60％が尿

中に，10～15％が糞便中にでてくることを報

告しているが，肝，腎がProstaglandin　Eiの代謝

排泄に大いに関与していることを示唆する結果で

あり，われわれのprostaglandin　F2αの結果とも

一致するものである．さらにSamuelssonのpro・

staglandin　E、のオートラジオグラムはすでに2

801

分で肝，腎に多く1abelされていることを示して

いて，肝・腎への早いとりこみが示された．

　肺へのとりこみも肝・腎に比べ少ないがかなり

みられた．Hanssong）らは肺組織へのprostaglandin

E・のとりこみは血中濃度より有意に高いことを

報告している．その他肺組織homogenateを用い

てのin　vitro実験11）で，　prostaglandin　Eiは11α，

15－dihydroxy－9－ketoprostanoic　acid　と　　11α一hyd－

roxy－9－15　diketoprostanoic　acidに代謝されるこ

とも見出されている．これらの知見は肺がprosta－

glandinの生物学的活性のinactivationに関与し

ているところ大であることを示唆する知見である．

　さて筋組織に対してprostaglandinはオートラ

ジオグラムでも，組織内とりこみ計測いずれでも

高いlabelin9をしめした．諸家の報告でもin　vitro

実験においてprostaglandinの筋組織に対する作

用が大きいことがみとめられている．まえがきで

述べたように精液中には豊富なProstaglandinが

存在するので，とくに子宮に対する作用は受精現

象等fertilityに大いに関与するものである．1930

年のKurzrok5）の報告以来ヒト精液はin　vitroに

おいてヒト子宮筋の収縮に働くことはよく知られ

ていたが，また子宮腔内への精液の注入は著名な

刺激作用をもたらすという知見12）もあり，これら

の精液の作用が内に含まれている　prostaglandin

によっていることが動物実験的に確かとなった．

すなわちHorton13）らはウサギにっいてprosta－

glandin　E・の静脈注射によって卵管の平滑筋の筋

緊張と蠕動を減少させることをみたが，さらに膣

腔内への投与によっても同じ効果をみた．Sand－

bergら14）によると3H－prostaglandin　Eiを膣に挿

入した場合，その10～25％は24～32時間の間

に尿中に排泄されるといい，膣よりの吸収を証明

したものである．前述のSamuelssonのProsta－

glandin　E・の筋注実験によると70％が尿に出ると

いうから，この尿中の10～25％のrecoveryより

膣のProsta91andin吸収率は20～50％と考えら

れる．われわれのオートラジオグラム上でも子宮

筋にはかなりの3H－1abelがみられ，上記の知見

をうらづけるものであろう．さらに最近ではpro一
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staglandinに対するreceptorの存在も証明15）され

ている．

　Prostaglandin　F、・αはヒトの羊水中には分娩時に

のみ，また妊娠母体血中にはその発作時に見出さ

れることが分かり16）・17），prostaglandin　F2αが分

娩になんらかの役割を果していることがほぼ明ら

かとなった．Karimら1？）は分娩時のdeciduaより

prostaglandin　E、，　E，，　F、α，　F2αを分離したが，分

娩発来以前のdeciduaよりはprostaglandin　E1し

か見出し得ず，またNugteren18）・19）らによりdecidua

はprostaglandinを合成しうることが知られてい

るので，分娩時に見出されるprostaglandin　F2αは

decidua由来のものと考えられる．しかし胎児由

来の可能性も忘れてはならない．いずれにしても

われわれの実験では母体に投与された　prostagl－

andin　F2αは胎盤を通過し，胎仔に移行しており，

このことよりヒト分娩発作時に分泌される母体血

中prostaglandin　F2αのなんらかの胎児への働き

が示唆される．

　以上3H－prostaglandinを妊娠二十日ネズミに

投与し，母二十日ネズミおよび仔二十日ネズミへ

のlabeled物質の生体内分布をマクロオートラジ

オグラフィーで検索することによりprostaglan－

dinの生体内代謝過程，とくに妊娠時における子

宮筋および胎仔へのとりこみを明らかにした．全

身マクロオートラジオグラフィーはすべての臓器

への1abeled物質のとりこみを一つのフィルム上

にvisibleにさせるものであり，一見してprosta－

galndin　F2αの作用や代謝がある程度分かった．

さらにdensitometerを用いることによりそれを

半定量的に確認することもできた．

結論
　1．3H－prostaglandin　F2αを妊娠二十日ネズミ

に投与し，マクロオートラジオグラムを作成し，

その生体内分布を検索した結果3H－prostaglandin

は肝，腎に高濃度に分布し，このことは肝，腎が

その代謝・排泄に関与しているところ大であるこ

とを示唆している．

2．肺へのとりこみもかなり高く，in　vitroの

肺組織homogenateを用いての実験にも示唆され

るように，生物学的活性のinactivationに関与し

ていることを確認した．

　3．子宮筋に対するとりこみがかなり高いこと

を示したが，これはprostaglandin　F2αが受精や

分娩現象と密接な関係にあることを，オートラジ

オグラム上はじめて明らかにした所見である．

　4．子宮内胎仔にもlabeled物質の移行がみら

れ，分娩時に母体よりのprostaglandinの胎盤移

行を示すとともに，胎仔へのなんらかの作用をも

示している．

　5．以上の知見はオートラジオグラム上で一見

しても分るが，さらに半定量的に　densitometer

を用いても確認した．

　6．妊娠二十日ネズミへ3H－prostaglandin投与

後，各臓器を一部とり出し，マクロオートラジオ

グラフィーと同じ所見を確認した．

　稿を終るにあたり，独協医科大学山田律爾教授の御

校閲および重松昭世氏のオートラジオグラフィーの御

指導に深謝する．
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　　Autoradiographic　Distribution　StUdies　of　3H－labeled　Prostaglandin

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F2α　i皿pregmnt　mouse

Toshiaki　NAKAI，　Tomonori　KIGAWA＊and　Shoichi　SAKAMOTO＊

　　　　　Depart〃le〃’of　Clinical　Pathology，　Doんんyo　Univerぷity　School　ofルfedici，〃θ

★Depar’〃le〃t　of　Obぷ’e〃ゴcM〃∂G＞〃ecology，，　Fac〃1τγ6ゾMedicine，　Uniツerぷ∫’y　of　Tokγo，

　　3H－labeled　prostaglandin　F2α　was　injected

intravenously　into　pregnant　mouse　and　the　dis－

tribution　of　radioactive　material　was　studied　by

macroautoradiography．　The　results　were　discussed

in　relation　to　current　concepts　of　metabolism　and

biological　effects　of　prostaglandin　F2α．

　　Autoradiograms　obtained　from　sagittal　sections

of　the　whole　body　showed　high　concentration　of

3H　in　the　kidney　and　liver．　The　observed　uptakes

probably　reflect　the　formation　and　elimination　of

metabolites　by　these　organs．　The　concentration

of　3H　in　the　lungs　was　also　considerably　high，

suggesting　participation　in　the　biological　inactiva●

tion．　Also，　significant　uptake　of　3H　in　the　myo・

metrium　and　fetuses　was　observed．　This　demon－

strate　that　the　effect　of　prostaglandin　F2αhas　a

physiological　significance　cn　parturition．
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