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副甲状腺の内分泌代謝．に関する研究．

：副腎皮質刺激ホルモン（ACT：H）． ｪカ．ルシウム

    代謝と副甲状腺機能におよぼす影響

近畿大学医学部泌尿．器科学教室（主任＝栗田．．．孝教授）
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    片岡喜代四。井口 正典・栗田  孝

旭川医科大学． 蜚A器科学教室．．（主任：八三 直教授）．
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STUDIES．ON THE ENDOCRINOLOGICAL METABOLISM
                   OF PARATHYROID

         I工＝INFLUENCE OF ACTH ON PARATHYROID

           FUNCTION AND CALCIUM’METABOLISM

  Ken．jiro KoHRi， ’Masahiko TAKADA， Yoshinari KAToH，

Kiyonori KATAoKA， Masanori IGuaHi and Takasihi KuRitA

 I？rem疏θDePartmentげσ7・Z・gy， Kinki Univer吻， Sch・・1（if Medici・ne

                （Director： Prof． T． Kurita     ”）．

                   Sunao YAaHIKu

     From the Department of Urology， Asahikawa Medical School

                （エ）伽嫉P彫s．yachiku）

   Parathyroid hormonc（PTH）is s．亡rongly collccrned wi亡h亡he． pathogenesis．．．of urinary

stones． PTH is mainly regulated by the serum calcium concentration’”and not by・other

hormones， a＄ is usually the case． We studied whethet PTH is als6 regulated by adrenocor－

ticotrophic hormone （ACTH） or not．

   ACTH （O．25 mg） was injected iRtravenously to 17 Patients with primary h’yperpatathyroi－

disrp PHP，． 7 patients with urolithiasis， 7 patients with ’malignant hyperica16emia， and’ 6

control subjects． Serum calciuni was llsignificantly increased in only PHP． The serum

calcium i．nctease race showed a ’ 唐奄№獅奄?奄モ≠獅?positive correlation with serum alkal・ine phos－

phatasei’ and’ a negatiVe correlation with the preihjected serum calcium． PTH was slightly

increased in all fou； grogps． Serurn co；tisol and ACTH． copcentrations were ’ri’ot significantly

different among the groups．

   PTH concentfation in a culture niedium of parathyroid tissues increased after ACTH

addition．

   Serurri calcium was sigpificantly increased after ACTH injection in an adrenalectomized

rat， and decreased ih a parathyroidectomized rat．

   From ovr data and those of others， it appears that ACTH acts on the adrenal glands to

decrease the serum calcium concentration， and might a／ct’directly on the parathyroid gland
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 現在までに知られている副甲状腺（上皮小体）の内

分泌代謝機序に，新しく付け加える可能性を持つと思

われる事柄の2つ目を本論文で述べる．

 副甲状腺ホルモン（以下PTHと略す）には，他

の多くのホルモンのように，その分泌を調節している

上位ホルモン（trophic or releasing hormone）が

存在しないことに疑問を抱いた．そこで上位ホルモン

の代表格であり，また多内分泌腺腫瘍（multiple en－

docrine neoplasia：MEN）の病態からも想像でき

るように，副甲状腺と関係深いと思われる副腎皮質刺

激ホルモン（adrenocorticotrophic hormone以下

ACTHと略す）を副甲状腺機能：充進症症例に投与

し，その前後の内分泌代謝やカルシウム（以下Caと

略す）代謝を調べた．そめ結果は興味あるものであっ

たので，in vitr・や動物実験を追加した．それらの

結果と文献的考察から，ACTHとPTHとの関連
性について報告する．

実験方法および対象．

（1） in vivo（人）の実験方法

 検査対象は，副甲状腺摘除術を施行した原発性副甲

状腺機能充進症17例（男性5例，女性12例，平均年齢・

45． 5±10．2歳）と，Ca含有上部尿路結石患者7例

（男性6例，女性1例，』 ｽ均年齢40．8±7．8歳）．と，血

清Ca値が11mg／dl以上の高Ca血症をともなう

悪性腫瘍患者7例（乳癌2例，卵巣癌1例，脳腫瘍男

性1例，背髄腫瘍男性1例，白血病男性1例，腎腫瘍

男性1例，平均年齢52．8‡12． 6歳）と，正常対照群6

例（男性のみ，平均年wa30． 2±5．6歳）である．

 検査方法はFig．1のごとく，大半の症例では

ACTH（静注用コートロシン⑨）を0・25 mg i．vl一

  O．25mg ACTH iv
  （又は1mg ACTH im）

  collect ’S” cottect colle6t

  u審 u窃e u寄e
r’一ffH一一一一一一Y一’一一H一一一一rMY一’

部には筋注用をImgi．m投与した．検査時間は投与

前と投与後2および4時間目で，検査項目は血清Ca

を全例に，対象の全身状態に応じて，血清燐（以下

P），PTH，コルチゾール， ACTH，尿中Ca， P，17

0HCS排泄量を前報1）の方法およびRadio immuno

assay法にて測定した．

（ll） in vitr・の実験方法

 摘除した副甲状腺腺腫ll例をただちに氷冷した後，

組織を細切し，0．25％トリプシンにて細胞を分散し

た，ついで15％fetal calf serumヵn Eagle MEM

を加え1500rpm， IO分の遠心にて3回三三をした．

同培養液中にて，5％炭酸が洛存在下で，4，5日間

培養をした後，4mlの培養液中に25μ9のコートロ

シン⑩を添加し，添加前と添加2時間後のPTH濃度

を測定した．

（皿） in vivo（ラット）実験方法

 各種の内分泌状態を持つラットを形成し，ACTH

に対する反応を調べた．

 10週齢，平均体重250gのウ．イスタ一糸雄ラット

を用い，①顕微鏡下で副甲状腺を摘除した群（7匹）

と，②経県単に両側副腎を摘除した群（7匹）を作り，

おのおのの対照としてsham operation ratを同月

ずつ作った．これらのラットに0．002mgのコートロ

．シン。を腹腔内投与し，投与前と投与後2時間後の血

清Ca値と，①の副甲状腺摘除ラットの実験では

PTH但を，②の副腎摘除ラヅFの実験ではコルチゾ

ールとACTHとを測定した．

結

（1） in vivo（人）の実験結果

Table 1．

果

Serum calcium levels after ACTH

load．

Before 2 hours 4 hour＄

AM 6 7  8 10 12
     ； ／ ； ・i    collect collect cdlect
    blood blood blocxd
     ［工］       回     囹．

  Fig． i． ’ Scheme of ACTH loadi－ng test

Hyperparathyroidi＄m

     （n＝17）

Contrpl （n ＝6）

11．3±O．8 11J±O．9＊ 11，9±1．1＊

9．9±O．3 9．8±O．4 9．9±O．3

Ca stone former 9．9±O，4
     （n ＝＝ 7）
Malignant hyper iCDaDU’eM7i31 13，4±1・1

10．0±OA ’10．0±O．3

13．4±1．6 13．5±1．0

“：：1：lg J： Z：lp〈o．ooi・
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 ACTHを原発性副甲状腺機能充進症， Ca含有上

部尿路結石症，悪性腫瘍高Ca血症，正常人の4群

に投与したところ，原発性副甲状腺機能充進症群のみ

に，血清Ca値の有意の上昇がみられた（P＜0．001）

（Fig．2）（Tab正e l）．原発性副甲状腺機能新進症17例

のうち，ACTH投与後，血清Ca値が低下した症例

は3例にすぎず（Fig．3）， ACTH投与前の血清Ca

値が高いほど，その上昇値も高く，その問には正の相

関がみられた（Fig．4）．また血清アルカ．リフォスフ

ァターゼ値と，血清Ca値の上昇値は負の相関関係

にあった（Fig．5）．他に血清Ca値の上昇に影響を

およぼす因子として，摘除腺腫の重量や大きさ，性

差，年齢，PTH値との関係を調べたが，相関関係は

なかった．

 このようにACTH投与後，副甲状腺機能充進症

のみにおいて血清Ca値が上昇する理由は， ACTH
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Fig． 2． Serum calcium levels after ACTH loading in four groups
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Fig． 3． Serum calc’ium levels after ACTH
    loading in 17 patients with primary

    hyperparathyroidism・

に対する反応性が他の3群よりも鋭敏である可能性が

ある。そこで血清ACTH値，コルチゾール値，尿

中170HCS量を投与前後において調べたが，いず

れも有意に上昇がみられたものの4三間に有意差はみ

られなかった（Fig．6，7，8）．

 副甲状腺機能充進症における，ACTH投与後の血

清P値に変化はなく，PTH値はわずかに上昇傾向

に，また尿中Ca， P排泄量は減少傾向にあったが，

いずれも有意差はなかった（Table 2），

（■） in vitroの実験結果

 摘除副甲状腺腺腫の培養液のPTH濃度は，平均

ll．1 ng／m1と高濃度であった． ACTH添加後，さら

に上昇する傾向にあった（Fig．9）．

（皿）in vivo（ラット）の実験結果

 副甲状腺摘除ラットの血清Ca値の平均は，6．2

mg／dlと低値であったが， ACTH投与後その値はさ

らに有意の低下がみられた．いっぽう，対照群のラッ

O 1．0 2．O   dSerum Calcium

Correlation between serum calcium and

the change of serum calcium （A serum

calcium） in primary hyperparathyroid－
ism． There is a significant positive cor－

relation．

トでは血清Ca値の変化ばみられなかった（Fig．

10）．副甲状腺摘除ラットの血清PTH値は，対照群

ラットと差異がなく，ACTH投与前後の変化もみら

れなかった．

 副腎摘除ラヅトは予備実験の結：果，術後3日目には

死亡したため，ACTHの投与実験は術翌目におこな

った，副腎摘除翌日には血清Ca値は低下傾向にあ

った．ACTH投与後の血清Ca値の変化は副腎摘除

ラットでは有意の上昇がみられた（Fig．11）．血清

ACTHの変化は副腎摘除翌日には著明に増加してお

り，ACTH投与後は対照群ともに有意に上昇がみら

れた．血清コルチゾールの変化は副腎摘除ラットでは

．著明に低下して挙り，ACTHにても変化がなかっ

た．対照群ではなぜか有意の低下がみられた（Fig．

12）．

 以上の結果のうち，とくにACTHに対する血清

Caの変化をTable 3にまとめた．副甲状腺機能別

にみると，機能充進状態では血清Ca値は上昇し，

正常機能では変化なく，機能低下状態では低下がみら
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Fig． 8． Urinary 17 OHCS after ACTH load in three groups．

Table 2． Serum phosphate， serum parathyroid
     hormone， urinary calcium， and urinary
     phosphate levels after ACTH load in

     17 patients with primary hyperpara－
     thyroidism．

Serum P P TH Urinary Ca UriAary P

（mg／dの  （㎎／mの （mg！mg Cr） （mg！mg Cr｝

pre 2．47±O．37 O．97±1．15 O．32±O．15．0．54±O．31

2hour＄ 2．36±e．40 1．00±1，15 O，29±O．14 O，49±O．23

4hours 2．44±o，32 1．01±1．27 O，26±O．15 O．41±O．26

Mean±SD

れた．副腎機能別にみると，正常機能では変化なく，

副腎摘除ラットでは上昇がみられた．

考 察

PTHの分泌を調節する上位ホルモンが存在しない

ものかと考え，原発性甲状腺機能充進症にACTH

を投与したところ，正常人や結石症あるいは高Ca血

症をともなう悪性腫瘍患者では血清Ca値の変化がな

かったにもかかわらず，本症では血清Ca値が有意に

上昇することがわかった．この現象がおこる機序を考

えたい．

 現在までにわかっているPTH， Ca， ACTH，コル

チゾールのこれら4物質の相互作用をFig．13にま

とめた．PTHとCaとの関係はよく知られているの．

で省略し，ACTH一コルチゾール系とPTHやCaと

の関連性について簡単に述べる．総体的にいえば，

PTHやCaはACTHやコルチゾールの濃度を高
め，逆に．ACTHやコルチゾールはCa濃度を低下

させている．具体的にそれらの作用機序をみると，Ca

がコルチゾールを増加させる機序は，直接副腎皮質を

刺激するとの説2～4）が一部にみられるが，Caが

ACTHの分泌を高め，そのACTHがコルチゾール
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の分泌を促しているとの間接作用論5～ηが現在のとこ

ろ有力である．またPTHがコルチゾールの分泌を高

める機序も直接副腎に働くのではなく，Caを介して

（AGTHも介して）作用していると考え．られている6・

8）．（Fig．13の太い実線が多数の説，細い実線が耐部

の説）いっぽうフルチゾールは骨啄収や腸管からの
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目able 3， ’Summary of the results．

．Endocrine status C subject ） Change of calcium

Hyperfunction of
．parathyroid

． hyperpara－
thyroidism increased

Normofunction oi
parathyroid

． norrnal rnan

． stone former

． malignant
 hypercaZcemia

， norrnal rat

unchanged

HypoEunction of
parathyroid

． parathyroid－
 ectomized rat decreased・

Normofunction of ・． normal man
adrena］． ’ ・ ’ ” ’’’” urichdriged
             ．．normal rat

L直ypofunヒtion．of
adrenal

． adrenalectonized
 rat

increased

Fig．．13．

 ．PTH
11・

Serum Calcium

    A
    ，・：

    ：

 Cortisol

  号1．

  ACTH

■■■噸レ5timuiatory

■■唖陣レiりhibitg「y

Schematic representation of
the interrelationship among

adrenocortical secretory sys一

’tem， paraphyroid’ hormone
・and serum．calcium．

Ca吸収阻害による血清Ca濃度低下作用が知られて

いる5・9…）．ACTHの血清Caにおよぼす影響に関

す．る研究はあまりな．い・・）が，．Natelsonら12）＝（1966）

は．Eサギにおいて．瘟ｺすることを報告している・■

ACTHは脂肪分解作用時にCa＋を必要とするが，そ

の量は血清Caに変化をおよぼすものではない13）。

 以上のような，（】aやPTH．．とACTH一コルチゾ

ール系との関連性をふまえて，われわれの結果の作用

機序を次の3点と推察した．

 （1）ACTHま肉はその類似構造物質（メラニン刺

激．ホルモン（MSH）との関係のような）が副甲状腺

に直接作用し，PTHの分泌を促し， Ca．値を上昇さ

せ．ている．

 ．（2）ACTHが副腎皮質以外のCa代謝に関係深い

臓器にも作用し，血清Ca値を上昇している．すなわ

ち，骨吸収の促進，腸管でのCa吸収増加，腎での

Cq排泄障害などを引きおこしている．

 （3）．ACTHの血清Ca上昇作用はいずれの機序で

あれ，高．Ca血症状態でおこりやすい．

 以上の．3点について考えてみたい．

 （1）について：当初の研究段階で舜14・15），原発性副甲

巷腺機熊充進症はもちろん・正常木や結石．痒で、ち

AGTH．投与後の血中PTHは上昇がみら航，．かつ副

甲状腺腺腫の培養液中にACTHを添加したところ

PTHが上昇傾向にあったこ．とから，副甲状腺には

ACTHの．レセプターがあり，．PTHはACTHの

調節をうけているのではないかと考えた，すなわち，

正常人におけるACTH．の血清Caに対する作用は，



郡；ほか＝PTH。ACTH

コルチゾールを介する低下作用の他にPTH刺激に

よる上昇作用があり，これらによりホメオスターシス

が保たれて．おり，機能充進症では正常人よりも多くの

ACTHレセプターを有し， ACTHに対する反応も

大きくPTHが分泌し，血清Caが上昇するものと

推察した．

 しかし症例を重ねるうちに，PTHが上昇しない症

例や低下する症例すらみられた．また，ACTHが

PTHの分泌骨節ホルモンだとすると，原発性副甲

状腺機能野里症の中でも過形成のタイプのほうが

ACTHに対する反応性が大きいことになるが，われ

われの結果は逆で，血清Caが上昇しなかった症例4

例のうち1例は多内分泌腺腫瘍（MEN）タイプ1型

で，他の1例もその疑いで現在他の内分泌腺臓器を精

査中である．

 今後副甲状腺またはその腺腫にACTHのレセプタ

ーが存在するか否かを確認する予定であるが，現在の

ところこの考えかたは否定的と思われる．

 （2）について：Dom三ngncs（1980）16）eよ，胎児ラット

骨の培養液中に，PTHとともにACTHをおのおの

至適量つつ添加すると，PTHの骨吸収作用が増強さ

れることを見つけ，この現象がおこる機序として，

PTHとACTHは共に強い陽イオンを持つため競合

的阻害を生じやすく，ACTH添加により骨の不活性

レセプターに存在したPTHが活性レセプターに移

行したり，PTHの分解が仰えられるのではないかと

推察している．

 この現象からわれわれの実験結果を考えることは興

味深く，かつ説明しやすい．すなわち，われわれの結

果では，ACTHによる血清Ca値の上昇率とACTH

投与時の血清アルカリフォスファターゼ（以下ALP

と略す）値とが負の相関関係がみられたが，この理由

を上の現象から考えると，ALPが高いということは

PTHが多くの骨のPTH活性レセプターに存在して

いると考えられ，これらの症例にたとえACTHを投

与しても，PTHの不活性レセプターから活性レセプ

ターへ移る割合が少ないため血清Caの上昇率も少な

いと推察される．いっぽう，ALPが低い症例では

PTHが非活性レセプターに多く存在しているため，

ACTHの投与1こよりPTHが活性レセプターに移行

したり，PTHの分解が仰えられ，骨吸収が促進され

血清Ca値が上昇するものと思われる．

 この考えかたは，われわれのラットにおける実験結

果とも一致するものである．副甲状腺摘除ラットでは

ACTHにより血清Caの低下をみたが，この理由

はlPTHの半減期はN端フラグメントでは10分以
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内と短いことから，副甲状腺摘除ラッFでは血中や骨

のPTHがほとんどなく， ACTHを投与したとこ

ろコルチゾールの血清Ca低下作用しか働かないもの

と考えられる．また副腎摘除ラットでは逆にコルチゾ

ールの作用がなく，PTHを介する血清Ca上昇作用

のみが働いたものと思われる．

 以上のごとく，副甲状腺機能充進症における

ACTHの血清Ca上昇作用は，．骨に存在する． PTH

が活性化する結果であろうと推察してきたが，他の臓

器すなわち腸については不明であるが，・腎臓について

はACTH後尿中Ca排泄量に変化がなかったこと
からなんら関与していないと思われる．

 （3）について：（1），（2）のいずれかあるいは他の機序で

あるにせよ，高Ca血症時にACTHは血清Ca上
昇作用が生じるとの仮説のもとに，高Ca血症をとも

なう悪性腫瘍症例にACTHを投与したが，血清Ca

に変化はなかった．

 さらに念のためにACTHの血清Ca上昇作用が
副腎を介していないことを証明すべく，副腎摘除ラッ

トで実験をしたが，予想どおり血清Caが上昇したこ

とは前述のとおりである．

 最後に，上のごとく今回の結果の代謝機序を推察し

てきたが，今回の実験から得られた若干の事項につい

て触れる．高Ca血症の鑑別をすることはPTHの

測定などにより容易になっているというものの，いま

だ困難な症例が多い．今回のACTH負荷による血清

Caの変化は高Ca血症症例の鑑別診断のひとつに役

立つものと思われる．また前述のごとく，MEN症例

ではACTHに対する反応が鈍いことから，今後症例

を重ねることにより腺腫と過形成の鑑別さらにはその

成因の研究に進みたいと考える．．

ま と め

 PTHにも上位ホルモンが存在しないものかと考

え，Ca代謝となんらかの関連性があ．り，かつ代表的

な上位ホルモンであるACTHを原発性副甲状腺機能

充進症など4群の疾患に投与したところ，興味ある結

果を得たので，in vitroやラットを用いた実験をし

次の結果を得た．

 （1）ACTH投与後の血清Caはジ原発性副甲状腺

機能四壁症では有意の上昇をみたが，他の群では変化

がなかった．血清Caの上昇の割合はACTH投与前

の血清Ca値と正の相関があり，投与前の血清ALP

値と負の相関があった．ACTH投与前後のコルチゾ

ール値やACTH値は4．三間に差異がなかった．副甲

状腺機能充進症ではACTHの投与後， PTHが上昇
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傾向にあったが，．血清P；尿中．Ca，・．Pは変化なかっ

た．．．

 （2）・．摘除副甲状腺腺腫の培養液に．ACTHを添加し

たところ，PTH濃度は上昇傾向に．あった．．．．

 ．（3＞．副甲状腺摘除ラ．．ヅトでex ’ACTH投．与後血清

Caは有意に低下し，副腎摘除ラットでは血清Caは

有意に上昇した．

 （4）以上から，ACTHにはゴルチゾ嗣ノレを介する

と思おれる血清Ca低下作用の他に，なんらかめ機序

による．血清Ca上昇作用が有ることがわかっk．「そ．の

機序は2つ考えられ，．1っはACTHが副甲状腺を直

接刺激し，PTHの分泌による機序で，．あと1つ峠骨

に存在するPTH．レセプ汐一の．うち，不活性レセ．プ．タ

｝に存在す．るPTHが，．PTHと競合作用を持つ
ACTHに．より．活性レセ．ブタ．・一： tlこ移行するため骨吸収

が生じる機序が文献的に推察された一・

 （5）ACTH投与にても高Ga血症をともなう悪性

腫瘍患者．では血清Caの上昇がみられなかったことか

ら，．今後高Ca血症の鑑別診．断に役立つものと思われ

た．    ．  』   ．   ． ．1
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