
 

 

 

 

 

 

AMH(抗ミュラー管ホルモン)は 1940 年代に発見された糖タンパク質ホルモンで、その名称の通り、胎生期に

ミュラー管(女性内性器)を退縮させ、性分化を決定する物質として発見された。胎児期における性未分化生殖巣

は、この段階では雌雄のいずれに分化するか決まっていない。Y 染色体の性決定領域(SRY)の作用により胎児精

巣にあたる部分で発現した AMH が中腎傍管(ミュラー管：卵管、子宮、膣の原基)を退縮させ、雄へと分化する。

従って Y 染色体を欠き、XX 染色体個体の場合は SRY と AMH は働かず雌に分化する。人における医療分野では

1990 年代に AMH が雌の卵胞内で発見され、2002 年に卵巣予備能(卵巣にプールされた卵胞数)の指標となるこ

とが示された。牛では 2008 年以降同様に、その機能と卵巣予備能に基づく臨床応用が検討され、採卵における

供卵牛の選抜等、育種改良分野で利用されている。最近では繁殖成績や生産寿命の指標としての役割も期待され

ており、その可能性は大きい。今回より複数回にわたり過去の報告を整理し、AMH の概要と生理学的な役割、

血中 AMH 濃度を左右する要因、繁殖等管理形質と AMH の関係、そして経腟採卵における活用法と注意点につ

いてまとめる。 

 

図 1.卵胞の発育と AMH の役割 (Dewailly ら,2014 と臨床繁殖学第 3 版 p34 図を用いて編集) 

 

血中 AMH の概要と生理学的機能 

図 1 に雌牛における原子卵胞の動員から排卵前卵胞

までの模式図を示した。AMH は主席卵胞として選抜

されるまでの胞状卵胞内顆粒層細胞から分泌される。

図の中では一次卵胞、前胞状卵胞、小胞状卵胞で産生

されている。従って、原始卵胞から動員され、胞状卵

胞に至るまでの卵胞数が多ければ、多くの AMH が分

泌されることになり、血中 AMH 濃度は卵巣に存在す

る卵胞数を間接的に反映していると考えられている。

図 2 に直腸検査においてエコーを使用してカウントし

た胞状卵胞数(2mm 以上)と血中 AMH の関係を示し

た(16 か月齢ホルスタイン未経産 20 頭:社内データ)。
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発情の同期化や麻酔等の処置は行っておらず、動作時

にカウントしている為、幾分不正確な数字ではあるが、

AMH と 胞 状 卵 胞 数 は 強 い 相 関 を 示 し て い る

(R=0.64:p<0.01) 。 牛 で の 基 準 値 は 0.01-

400pg/ml(0.4ng/ml)とされており、図 3 にホルスタイ

ン未経産牛における血中 AMH 濃度の分布を示した。 

 

 
図 2. 胞状卵胞のカウント数と AMH 濃度(ng/ml)の

関係(社内データ,2022) 

 

 
図 3. 11－15 か月齢ホルスタイン未経産牛の AMH 濃

度の分布(Jimenez-Krassel F et al.,2015) 

 

原始卵胞動員から排卵に至る生理と AMH の役割 

AMH の生理学的機能は、Durlinger らにより示され

ている。雌では性成熟を迎え、排卵のトリガーともな

る LH サージが起こると原始卵胞の動員と発情周期が

開始する。原始卵胞が動員されると各制御因子により

卵巣内卵胞は成⾧し、小胞状卵胞となる。卵胞腔形成

後その成⾧は FSH に依存する。胞状卵胞において顆

粒層細胞で下垂体前葉から放出される FSH の作用を

元に、アンドロジェン(テストステロン)を前駆体とし、

酵素(アロマターゼ)の働きでエストロジェンが合成さ

れる(図 1)。エストロジェンは正のフィードバックで

LH を増強させ、 LH レセプターに富んだ卵胞が優位

性を獲得し、主席卵胞となり、その後 FSH と LH 依存

性となった成熟卵胞は排卵する。 

AMH ノックアウトマウスでは、原始卵胞の動員が

亢進し、早期に原始卵胞が消失することが確認されて

いる(Durlinger et al.,1999)。また、AMH の作用が抑

制されることで小胞状卵胞以降の FSH 依存性の卵胞

発育が亢進することが言われている。(Durlinger et 

al.,2002)。従って AMH は原始卵胞においてはその動

員を抑制し、FSH 依存性に成⾧する卵胞に対しては、

その反応性を低下させる作用がある。AMH は卵巣内

卵胞数を反映する一方で、その生理学的意義は過度な

卵胞動員を抑制し、卵胞の早期枯渇を防ぐ、言わば逆

説的なホルモンと言える。 

 今回は AMH の概要と生理学的な役割について記載

した。次回は血中 AMH 濃度に影響を与える要因につ

いて整理する。 
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