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細胞社会のコミュニケーション （全 12 回）

第 10 回 神経系と内分泌系
浦野明央（北海道大学名誉教授）

本題に入る前に，これまで見てきた真核細胞，とくに動物細胞が作っている
細胞社会のコミュニケーションについて整理しておこう．まず，単細胞生物か
ら多細胞生物への進化で重要だったのは，細胞同士をつなぐ接着性タンパク質
と細胞外マトリックスであった．これらの分子の働きにより，分裂を繰り返し
ても細胞がバラバラにならず，秩序のある細胞集団を作ることが可能になった
のである（第 2 回「コミュニケーションの起源は？」）．進化とともに体が大き
くなり，体制が複雑になるのにともない，体を作っている多くの細胞が，調和
のとれた働きによって，個体として生存し子孫を残すようになった．そこでは，
細胞同士が協調して働くように，生体制御システムとしての神経系ついで内分
泌系が出現し発達した（第 8 回「無脊椎動物型から脊椎動物型の脳へ」および
第 9 回「内分泌系の起源」）．
細胞がコミュニケーションのために用いている方法は，直接的な方法と化学
的な方法に大別できるが，多くの細胞からなる細胞社会では，化学的な方法の
方がより広く用いられている．海綿動物に見られるプロトニューロンやヒドラ
の神経分泌細胞でも，用いている情報分子の分泌機構は，より進化した動物の
ニューロンや内分泌細胞のそれに似ていると想定されている．なお，原始的な
多細胞動物には，神経分泌細胞から分泌される神経ホルモンはあるが，腺性の
内分泌器官はない．前回も述べたように，神経分泌細胞は多細胞動物に広くそ
の存在が認められるが，腺性内分泌器官は無脊椎動物の一部と脊椎動物にしか
存在しないのである．
神経系・内分泌系・標的器官
生体制御システムである神経系や内分泌系と，それによって制御ないしは調
節される標的器官の間は，3 つのタイプに大別できるとされている（図 1）
．

W TOKAI
Web

2/10

図 1 神経系，内分泌系および標的器官の関係．説明は本文．NSC, 神経分泌細胞； SC, 分泌細胞；
T, 標的細胞．

最も単純なタイプ（A）は，通常のニューロン，神経分泌細胞あるいはパラ
ニューロンから放出された情報分子が，標的細胞に直接的に作用するものであ
るが，情報分子が体液中を拡散したり，血流に乗ったりして標的細胞に達する
場合も，このタイプに含めることができる．脊椎動物では，視床下部―下垂体
神経葉系 1) が代表的な例である．
2 つめのタイプ（B）は，ニューロン（とくに神経分泌細胞）が腺性の内分
泌細胞の分泌活動を制御するものである．無脊椎動物におけるこのタイプには，
昆虫において，脳で合成される前胸腺刺激ホルモンにより，前胸腺からのエク
ジステロイドの分泌が制御されている例がある．脊椎動物では，視床下部によ
る下垂体からの成長ホルモンやプロラクチンの分泌制御がある．
3 つめのタイプ（C）は，神経系―内分泌系―末梢の内分泌器官という系で，
脊椎動物の視床下部―下垂体―甲状腺系，視床下部―下垂体―副腎系，および
視床下部―下垂体―生殖腺系などが，このタイプに相当する．
無脊椎動物（旧口動物）の神経系と内分泌系
前回，節足動物の昆虫および甲殻類では，神経系と内分泌系の協働によって
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脱皮ひいては成長が制御されていることを示したが，紙数の都合で，軟体動物
については説明を省いた．軟体動物では，神経分泌細胞が合成・放出するホル
モンとして，多くのペプチドが知られているが，上皮由来の腺組織として知ら
れているのは，
腹足綱・有肺類の背脳体（dorsal body）と頭足類の視柄腺（optic
gland）である．背脳体は脳神経節に，視柄腺は視葉に接して存在しており，
神経分泌系からの制御を受けていることが示されている．
腹足類の背脳体には，生殖腺の発達に関わる性腺刺激ホルモンが存在すると
いう報告があったが，最近，背脳体にはステロイド産生能をもつ腺細胞がある
こと，それらの細胞と FMRF アミドというペプチドを情報分子とするニュー
ロンが，シナプス様の接触を形成していることが報告されている（Moraes et
al, 2010）
．頭足類の視柄腺も生殖活動の制御に関わっており，その分泌細胞に
GnRH2) 様のペプチドが存在することが示されている（日本比較内分泌学会，
2007）
．それに加えて，視柄腺にはステロイド産生能があり，FMRF アミドを
含む神経線維が投射しているという．腹足類の背脳体と頭足類の視柄腺は，生
殖機能の制御という役割だけでなく，その役割を担う情報分子にも共通するも
のがあるように思われる．
旧口動物では，冠輪動物群および脱皮動物群それぞれの中で，最も進んだ体
制をもつ動物群，すなわち軟体動物と節足動物において，腺性内分泌器官が存
在するだけでなく，それらの分泌機能が，近くに存在する神経分泌細胞によっ
て制御されていることを確認することができた．脊椎動物の内分泌系の中枢と
言われている視床下部―下垂体系（前回の図 5）と相同な系が見当たらないと
しても，すべての脊椎動物に見られる神経系と内分泌系が相互に影響し合うシ
ステムが，旧口動物の軟体動物と節足動物にもあったのである．
脊椎動物の神経内分泌系
神経系と内分泌系が，動物個体の体内で，相互に影響し合いながら生体制御
系としての役割を果たすことがある．神経系と内分泌系が作るこのような制御
系，例えば図 1 の B と C のタイプが，神経内分泌系（neuroendocrine system）
で，脊椎動物では視床下部―下垂体系がよく知られている．
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図 2 下垂体の構造とホルモン産生細胞の分布．魚類の下垂体（A）では特定のホルモン分泌細胞
が下垂体内の特定の領域に分布しているが，哺乳類の下垂体（B）では，そのような分布が見られ
ない．左が前方，ホルモンの略称は表 1 参照．また B 図中の下垂体の部域の略称は註 1）参照．
表1

腺下垂体ホルモンの種類，主な標的器官（細胞）および作用
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視床下部―下垂体系

脊椎動物の代表的内分泌器官である腺下垂体（図 2）は

複数種のタンパク質ホルモン（表 1）を分泌している．これらのホルモンそれ
ぞれの分泌が，主に視床下部のニューロンによって合成され正中隆起（図 3）
から血中に放出される神経ホルモンによって制御されている（表 2）．しかし，
腺下垂体ホルモンの合成と分泌は，視床下部によって一意的に制御されている
わけではない．視床下部―下垂体系によって制御されている末梢の内分泌系か
ら，視床下部レベルあるいは下垂体レベルでの，正あるいは負のフィードバッ
ク制御を受けているのである．
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図 3 無尾両生類の正中隆起と下垂体系をつなぐ血管系．A，腹側から見た視床下部，正中隆起，
および腺下垂体の表面．数多くある細くて黒い曲線が血管．上が前方，B, 正中線に沿った断面．主
要な部位の略称は註 1) を参照．

視床下部レベルのフィードバック制御 脳内の血管系には，体内から脳への不
必要な影響を阻止するための血液―脳関門というバリアがあり，血中の様々な
情報分子，イオン，代謝産物が脳内に入らないようにしている．しかし，視床
下部の血液―脳関門は，血中の末梢ホルモンの濃度などをモニターするため，
脳内の他の部位に較べるとバリアとしての障壁が低くなっている．かつて，下
垂体から血中に放出されたホルモンが，視床下部に取り込まれ，上位の神経ホ
ルモン産生細胞の活動を制御しているのではないか，と話題になった．それに
より短経路フィードバックという概念が確立したが，それについては，そのよ
うな現象があるというだけにしておこう．
生殖に関わる機能は視床下部―下垂体―生殖腺系によって制御されている．
生殖機能の制御では，視床下部の GnRH2) ニューロンが重要で，その興奮によ
って血中に放出された GnRH が，正中隆起から下垂体に達すると，生殖腺刺
激ホルモン（gonadotropin, GTH）が放出される．次いで，血流に乗った GTH
は生殖腺に到達し，性ステロイドホルモン（哺乳類の雄ではテストステロン，
雌ではエストロゲン）の分泌を高める．
今から 40 年以上前になるが，この系における生殖腺から視床下部へのフィ
ーッドバック機構を証明する唯一と言ってもよい方法は，単一の視床下部ニュ
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下垂体ホルモンの分泌を制御する視床下部ホルモン
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ーロンの性ステロイドホルモンに対する応答を，電気生理学的に調べることで
あった．そして，雌ラットを用いた実験から，血中に雌性ホルモンであるエス
トラジオール（正確には 17β-estradiol, E2）を投与すると，2~3 時間後に視
床下部ニューロンのスパイク発射頻度が高まるという結果が得られたのである．
（当時，ポスドクとして電気生理学的手法を学んでいた筆者にとっては，ただ
凄いという結果であった．今回，その原著論文を探したのだが見つけることが
できなかった．
）
現在では，分子生物学的な手法も含めてフィードバックによる GnRH ニュ
ーロンの制御機構を解析することが可能になっており，エストラジオールが
GnRH ニューロンのバースト（短時間に集中してスパイクの発射が高まる現象）
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を引き起こすだけでなく，スパイクの発射に関わるイオンチャンネルの遺伝子
発現が高まることまで証明されている（Bosch et al, 2013）
．一方，GnRH を
産生することができる培養細胞株（アンドロゲン受容体もエストロゲン受容体
も発現している）を用いた実験から，アンドロゲン受容体（AR）が，GnRH
遺伝子のかなり上流にある AR 応答領域に結合して，遺伝子発現を抑制してい
ることが明らかになってきた（Brayman et al, 2012）
．
GnRH による性的な成熟と成長ホルモン

ここ 10 年ほどの研究で，脊椎動物

全般にわたって，GnRH ニューロンにおける GnRH の合成や放出が，キスペ
プチンという神経ペプチドによって高まることが明らかになった．興味あるこ
とに，成長促進作用をもつインスリン様成長因子 -I（IGF-I）が，視床下部に
おけるキスペプチン遺伝子およびその受容体遺伝子の発現を高めることが報告
されたのである（Hiney et al, 2010）
．興味あると書いたのは，GnRH は，成体
の生殖機能だけでなく，若い個体の性的な成熟も促進すること，しかも IGF-I
の受容体が若い個体の GnRH ニューロンにおいて発現していることが報告さ
れているためである（Daftary and Gore, 2004）
．
話が複雑になるが，下垂体から放出された成長ホルモンは，肝臓に働き，肝
臓からの IGF-I の合成と血中への放出を促進する．実際に個体の成長を促進
しているのは，成長ホルモンではなく，この IGF-I だとされている．しかも
成長ホルモン産生細胞の活動は，IGF-I による負のフィードバック制御 3) を
受けていることが，教科書レベルで確立しているのである（Kovacs and Ojeda,
2012）
．したがって，個体レベルで見たとき，成長を制御する系と生殖機能を
制御する系には密接な関わりがあることが予想されるのである．（これは，筆
者が関わってきたサケの産卵回遊の分子機構にも関わることなので，次々回に
詳しくふれようと考えている．
）
生殖腺刺激ホルモンに見る下垂体レベルのフィードバック制御 糖タンパク質
ホルモンの生殖腺刺激ホルモンには，生殖腺の成熟を促進する濾胞刺激ホルモ
ン（follicle-stimulating hormone, FSH） と 黄 体 形 成 ホ ル モ ン（luteinizing
hormone, LH）がある．脊椎動物の祖先であるナメクジウオの段階では 1 つだ
けだった遺伝子が，重複によって倍化してできたものであるが，進化とともに
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機能的な役割が異なる 2 種類のホルモンとなったのであるが（Kubokawa et al,
2010）
，魚類ではそれぞれが異なる細胞で発現しているのに，哺乳類では同一
の GTH 細胞で発現しているため，系統発生学的にもその発現機構の解明には
興味をそそられるところがある．
今回の本題からは逸れるので，詳しくはふれないが，哺乳類の場合，LH の
合成系の方が GnRH にはより大きく反応するのに対し，性ステロイドホルモ
ンのフィードバック制御は，FSH 合成系が正，LH 合成系は負だという．さ
らに生殖腺から分泌されるアクチビンとインヒビンという 2 つのタンパク質ホ
ルモンの働きが加わるので，同一細胞内でも発現に違いが見られるようになっ
たと考えられるという（比較内分泌学会，2007）
．
今回はふれなかったが，視床下部―下垂体―副腎系の機能は，生体防御系で
ある免疫系と関わり合いながら制御されている．そこで，次回は神経系・内分
泌系・免疫系というタイトルの下に情報を整理してみよう．

註 ⸼
1) 哺乳類の下垂体は以下のような構成になっている（日本比較内分泌学会，1987）：

ṳ
⚻ਅု

ṳ⨍
ᱜਛ㓉 (ME)

⚻⪲ (PN)

ਅု

ᓟ⪲

ਛ⪲
⣼ਅု

㓉⪲ (PT)
ਥ⪲

೨⪲

(PD)

これを見ても明らかなように後葉という用語は［神経葉＋中葉］を指している．ヒトの場
合は中葉がないので，後葉という用語が神経葉を指すことになるが，その他の脊椎動物で
は後葉という用語の使い方に注意が必要である．
2)

GnRH: 生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン（gonadotropin-releasing hormone）

3) 成長ホルモンの分泌制御に関わる視床下部―下垂体―肝臓系（図 4）．IGF-I によって成長
ホルモン放出抑制ホルモン（SS）ニューロンは活性化され，成長ホルモン放出ホルモン
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図 4 成長ホルモンの分泌に関わる視床下部（Hypothalamus）
―下垂体（Pituitary）―肝臓（Liver）系．
説明は註 4 参照．

（GHRH）ニューロンは抑制されるので，下垂体からの成長ホルモンの分泌が低下する．
TRH, 甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン．
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