
主要ホルモン一覧（分泌器官別）

分泌器官 ホルモン 略称 化学的分類 主な標的器官 代表的な作用 欠損・不足によって生じる
主な病態・状態

過剰放出によって生じる
主な病態・状態

受容体 関連する主な薬剤

視床下部

甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン TRH

ペプチド型
下垂体前葉

TSH分泌促進 甲状腺機能低下 高プロラクチン血症

GPCR

スプレキュア 
リュープリン 
ガニレスト 
セトロタイド 

他

ゴナドトロピン放出ホルモン（性腺刺激ホルモン放出ホルモン、黄
体形成ホルモン放出ホルモン）

Gn-RH 
(LH-RH)

LH, FSH分泌促進 カルマン症候群 ー

副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン CRH ACTH分泌促進 無力、低血糖 クッシング症候群

成長ホルモン放出ホルモン GH-RH GH分泌促進 ー ー

ソマトスタチン SS GH分泌抑制、TSH分泌抑制、PRL分泌抑制 ー ー

プロラクチン放出ホルモン PRH PRL分泌促進 ー ー

プロラクチン放出抑制ホルモン（ドパミン） PRIH アミン型 PRL分泌抑制 ー ー

下
垂
体

前葉

副腎皮質刺激ホルモン ACTH

ペプチド型

副腎皮質 コルチコイド分泌促進 無力、低血糖 クッシング症候群

GPCR
甲状腺刺激ホルモン TSH 甲状腺 甲状腺ホルモン分泌促進 粘液水腫、甲状腺機能低下

症
甲状腺機能亢進症

黄体形成ホルモン LH 卵胞、精巣 排卵誘発、黄体形成促進（女性） 
テストステロン分泌促進（男性）

性ステロイド分泌低下 性ステロイド分泌過剰

卵胞刺激ホルモン FSH 卵胞、精巣 卵胞発育促進、精子形成促進 性腺萎縮 エストロゲン分泌過剰

成長ホルモン GH 多くの細胞・臓器 成長促進、タンパク質同化、血糖上昇 低身長症、心機能低下 巨人症、先端巨大症 ☆ サンドスタチン・ソマチュリン　他

プロラクチン PRL 乳腺 乳汁分泌 乳汁分泌不全 無排卵月経、不妊 ☆ カバサール、テルロン　他

中葉 メラニン細胞刺激ホルモン MSH 皮膚 メラニン形成促進 ー ー

GPCR

ー

後葉

オキシトシン OT
子宮筋 子宮収縮

ー ー アトニン、オキシトシン
乳腺 乳汁分泌

バソプレシン AVP
腎臓 水の再吸収促進

中枢性尿崩症 ADH不適合分泌症候群
（SIADH）

デスモプレシン 
ミニリンメルト　他血管平滑筋 血管収縮

松果体 メラトニン ー アミン型 視床下部、室傍核など 性機能の抑制、体内時計の調節 睡眠のリズムの障害 ー GPCR ロゼレム・メラトベル　他

脂肪 レプチン ー ペプチド型 視床下部 食欲抑制、エネルギー消費増大 極度の肥満 ー ☆ メトレレプチン

心臓
心房性ナトリウム理尿ペプチド ANP ペプチド型 末梢血管 血管抵抗の低下・心臓の負荷軽減・利尿作用 ー ー GC-A ハンプ

脳性ナトリウム理尿ペプチド BNP ペプチド型 末梢血管 血管抵抗の低下・心臓の負荷軽減・利尿作用 ー ー GC-B ー

肝臓 インスリン様成長因子（ソマトメジンC） IGF-1 ペプチド型 多くの細胞・臓器 骨格の成長、細胞増殖 小人症、成長遅延 先端巨大症 RTK サンドスタチン　他

甲状腺
カルシトニン ー ペプチド型 骨 カルシウム沈着（骨吸収）抑制・血中カルシウム濃度の低下 ー ー GPCR レグパラ、オルケディア　他

甲状腺ホルモン（サイロキシン、トリヨードサイロニン） T3、T4 アミン型 多くの細胞・臓器 熱量産性作用、神経系や消化系の賦活化 粘液水腫、クレチン症 バセドウ病 核内移行 チラーヂン　他

副甲状腺 
（上皮小体）

パラトルモン PTH ペプチド型
骨 骨吸収促進

低カルシウム血症 高カルシウム血症 GPCR テリボン　他
腎臓 カルシウム再吸収促進、ビタミンD3合成促進

腎臓 エリスロポエチン EPO ペプチド型 骨髄 赤血球産生促進 腎性貧血 ー ☆ ネスプ　他

副
腎

副腎皮質

アンドロゲン ー

ステロイド型

筋肉、精巣、男性器 タンパク質合成促進、精子形成促進、男性化 クラインフェルター症候群 女性の男性化、前立腺肥大

核内移行

オダイン、カソデックス、イクスタンジ、ザイティガ　他

エストロゲン ー 乳腺、子宮、骨など 乳腺発育促進、子宮内膜増殖、骨吸収促進、女性化 骨粗鬆症 ー エストラーナ、エビスタ、ビビアント　他

糖質コルチコイド ー 肝臓、筋肉など 血糖上昇、タンパク質異化促進、抗炎症、免疫抑制 アジソン病 クッシング症候群 プレドニゾロン 他

アルドステロン、コルチコステロン ー 腎臓、唾液腺など ナトリウムーカリウム交換促進（カリウム排泄促進） 高カリウム血症、脱水 低カリウム血症、高血圧 アルダクトン　他

副腎髄質
アドレナリン ー アミン型 肝臓、心臓、血管など グリコーゲン分解促進、心拍数増加、血管・平滑筋収縮・弛緩 ー ー

GPCR
ボスミン、エピペン

ノルアドレナリン ー アミン型 肝臓、血管など グリコーゲン分解促進、血管・平滑筋収縮 ー ー ノルアドレナリン

膵臓

ソマトスタチン SS

ペプチド型

膵臓、胃腸管 インスリン分泌抑制、グルカゴン分泌抑制 ー ー GPCR ー

グルカゴン ー

肝臓 グリコーゲン・タンパク質・脂肪合成抑制、糖新生促進

ー ー GPCR グルカゴン脂肪組織 グルコース取り込み抑制、脂肪合成抑制、脂肪分解促進

筋肉 グルコース・アミノ酸取り込み抑制、グリコーゲン合成抑制

インスリン ー

肝臓 グリコーゲン・タンパク質・脂肪合成促進、糖新生抑制

１型糖尿病 血糖低下 RTK 各種インスリン製剤脂肪組織 グルコース取り込み促進、脂肪合成促進、脂肪分解抑制

筋肉 グルコース・アミノ酸取り込み促進、グリコーゲン合成促進

卵巣
エストロゲン ー

ステロイド型
乳腺、子宮、骨など 乳腺発達促進、子宮内膜増殖、骨吸収抑制、女性化 骨粗鬆症 ー 核内移行 エストラーナ　他

プロゲステロン ー 子宮、卵巣、視床下部 妊娠の準備・成立・維持 ー ー 核内移行 デュファストン　他

胎盤
絨毛ゴナドトロピン CG ペプチド型 黄体 妊娠維持 ー ー GPCR ゴナトロピン・オビドレル

胎盤性ラクトゲン hPL ペプチド型 多くの細胞・臓器 抗インスリン作用（グルコース・アミノ酸取り込み抑制など）▶胎児への影響供給 胎児の成長遅延 ー ー

精巣 アンドロゲン ー ステロイド型 精細管、筋肉など 精子形成促進、男性第二次性徴の促進 ー 女性の男性化、前立腺肥大 核内移行 オダイン、カソデックス、イクスタンジ、ザイテ
ィガ　他

☆：サイトカイン受容体スーパーファミリー　RTK：受容体型チロシンキナーゼ　GPCR：Gタンパク質共役型受容体　GC-A：グアニル酸シクラーゼ型受容体A　GC-B：グアニル酸シクラーゼ型受容体B 
注）すべてのホルモンを網羅しているわけではない


