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第13回日本不妊学

開　催　期　日

開　催　会　場

学　　　　　会

演題申込締切

演題申込資格

演題申込み方法

　　　　注　意

演題申込先

宿　泊　申　込

総会予告（第1回）

　　　　　会総会は下記のように開催されます。

昭和43年10月10日（木），11日（金），12日（土）

福岡県久留米市　商工会議所会館

1　特別講演

　1）精巣Leydig細胞の電顕レベルに於ける細胞生理

　2）家族計画と人口問題

　3）　超低温下並びに極低温下における家畜精子の生存性とその利用

II　シンポジウム

　1）　男子不妊症と内分泌腺相互の関係

　2）　女子不妊症の治療について

皿　一般講演

昭和43年7月31日

本会会員に限ります．会員以外の方（共同発表の方も）は演題申込みと同時

に43年度会費を払つて会員となつて下さい．

400字以内の講演内容要旨を添付して下さい．

1）　同一の教室又は病院からの出題多数の時は順位をつけて下さい．

2）　図表はすぺて35mmのスライドといたします（10枚）’

3）　演題は書留便として下さい．

4）演題の採決は会長に一任させて頂きます．

福岡県久留米市旭町67

　　　久留米大学医学部泌尿器科学教室　TEL③2171

　　　　　　　　　　　　　　　　　　内線364

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重　松　　俊宛

宿泊申込みおよび観光案内等は最終予告に添付しますので個人別に申込み

下さい．

　　　　　第13回日本不妊学会総会会長

　　　　　　　　　　　　　　重　　松　　　俊

●

e

奪



口本不妊学会雑誌
第　13　巻　　第　1　号　1968

幼若白鼠甲状腺機能の性腺に及ぼす影響

Effect　of　Thyroid　Function　on　Sexual　Glands　in　Immature　Female　Rat

千葉大学医学部産婦人科学教室（主任　御園生雄三教授）

　　　　　　　鈴　　木　　通　　也

　　　　　　　　　Michiya　SUZUKI

Dept．　of　Obst．＆Gyn．，　School　of　Medicine

　　　　　　Chiba　University

　　（Director：Prof　Yuzo　Misonou）

亀 　幼若雌白鼠に放射性甲別およびMTU，　T3を投与し，卵巣における変化について実験的研究を行つた。

卵巣発育は甲状腺機能抑制時に遅延し，機能充進時に促進される傾向がみられたが，有意の差は認められなか

つた。組織学的には甲別例では卵胞の発育は遅延し，かつ小卵胞より閉鎖卵胞となるものが多く，MTU投与

例で投与初期に小卵胞の増加があるが投与期間が長くなると抑制されてくる。T3投与の揚合は卵胞の発育

は促進される。この変化は核酸染色性，H3・Thym三dine取込みの変化にも認められた。すなわち甲別例，

MTU投与例では卵胞のRNA染色性の低下がみられ，特に穎粒層細胞質の染色性は著明な低下がみられた。

同時にH3－Thymidine取込みにも著明な低下がみられた。　T3投与例ではRNA染色性の増加，　Thymidine

取込みの増加がみられた。更に下垂体前葉細胞構成の変化より考察すると幼若白鼠卵巣に対する甲状腺機能

の影響は中枢を介して行なわれるものと考える。

，

緒　　言

　女性が性成熟期に達すると甲状腺は重量の増加ととも

に濾胞の大きさも増加するといわれ，甲状腺疾患が女性

に多発し，しかも性機能の変動する時期に，またはその

時期を契機として発症することが多いといわれる。この

ように性成熟期の甲状腺機能が性機能に影響を与えるの

は明らかであるが，幼若期における甲状腺機能の変化も

性腺に対して影響を及ぼすものと考えられる。実験的に

もConner＆Shaffner1）はニワトリのヒナにthouracil

と種々のThyroproteinを投与し機能低下とした場合，

その程度が強いほど卵巣重量が少ないとしており，岩

沢2）はアヒルのヒナにThio尿素を投与し組織的にも卵

巣の発育がおくれると報告している。これに対しTr－

autman＆Hil13）は豚に，またSoliman＆Reineke4）も

mouseにthiouraci1を投与し卵巣重量の増加，卵胞成

熟の促進を認めている。このように若年期における甲状

腺機能の変化にっいても報告の内容は異なつてはいるが

卵巣に対する影響は存在することは事実と思われる。た

またま卵巣機能不全の患者に甲状腺疾患の既往を有し，

現在は甲状腺機能は正常にある数例を経験したのでこれ

を期に幼若期における甲状腺機能の変化が卵巣に対して

いかなる影響を与えるかにっいて組織学的検討とともに

組織化学的方法を応用し以下のごとき実験を試みた，

実験材料

　実験動物は体重150gのWister系白鼠を購入し（実

中研），日本クレァ固型飼料で20～22°Cの恒温室にお

いて10時間／日の定時照明のもとに飼育交配し，生まれ

た雌仔鼠を実験に供した．

　　実験方法

　A．薬剤投与法

　1．　2％4－Methyl－2－Thiourai】

　　　（中外製薬）

　蒸溜水で10mg／mlに調整し，背部皮下に5mg宛連

目注射を行つた（以下MTUと省略）．

　2．　3．3’5－Triiodo－L－Thyronine（Sigma　Chem　Co．）

　10mgをO．1N　NaOH　lmlに溶解し，蒸溜水で20

Ptg！’O　．　5　mlに調整し，背部皮下に20μgずつ連日注射を

行つた（以下T3と省略）．

　B．屠殺法

　工一テル麻酔のもとに開腹，横隔膜を通して心臓穿刺



2　（2） 幼若自麗甲状腺機能の性腺に及ぼす影響

を行い全血採取し致死せしめた．

　C．各臓器の組織学的検索5）

　1．卵巣：屠殺後直ちに別出秤量し，右側を80％ア

ルコール固定，左側をブァン氏液で固定し，5μパラフ

ィン切片とし，Haematoxylin－Eosin染色（以下H・E

染色と省略），PAS染色，　Azan染色を行ない，アルコ

ール固定標本についてはH・E染色のほかにMethyl－

green　Pyronine染色およびH3－Thymidine取込み検索

のためRadioautographを作製した．

　2．脳下垂体：別出秤量した後ブァン氏液に固定，4μ

パラフィン切片を作り，H・E染色，　PAS染色，　Azan

染色，Aldehye－Fuchsin染色を行ない，主としてAzan

染色標本についてRussmussen＆Heriche法の変法で

ある井上6）の方法に従い前葉細胞の算定を行ない，これ

にPAS・　Aldehyde・Fuchsin染色標本の算定を補足し

た．

　3．甲状腺：気管・食道とともにブァン氏液に6時間

固定し，剥離秤量しさらに24時間固定し5μパラフィ

ン切片を作り，H・E，　PAS，　Azan染色を行ない，組織

学的に観察するとともに濾胞の大きさおよび濾胞上皮面

積百分率を測定した．

　D．1131による検索法

　tracerとしてNal13120μcずつ背部皮下に注入し，24

時間後に全血を採取して致死せしめ，以下のごとき検査

を行なつた，

　1．甲状腺1131摂取率：気管および食道とともにプ

アン氏液に固定，剥離秤量した後，理研Well－type

Scintillation　Counterでr線：について放射能を測定し，

これとtracerの1／…の1131を含む基準液の測定値の

比を甲状腺の1131摂取率とした7）8）．

　2．血清1131の蛋白結合沃度転換率：採取した血液を

遠沈し，血清0．5mlを取り血清全1311測定用とする．

ほかに0．5mlの血清を取りSomogyiの変法により，

ZnSO4液4m1を加え混和し，これにO．75　NNaOH

O．5mlを加え混和した後，遠心分離し上澄を捨て沈渣

に蒸留水を加えよく混和し遠沈する．同様の操作を6回

行い最後に残つた沈渣にっいて放射能を測定し有機1131

測定値とする，測定は理研We11－Type　Scintillation　Co－

unterを使用しγ線にっいて測定した。両測定値より次

の式により血清1131転換率を算定した9）10）11）．

　　　　＿血清有磯1エ31の計数値L×100

　　　　全血清中113工計数値

　E．　H3－Thymidineによる検索法

　1。H3－Rhymidine投与法：実験動物に対し予定屠殺

時間の1時間前に100μc！gずつ腹腔内に注入した．

　2．Radio－autograph作製：易［i出右卵巣を80％アル

日不妊会誌　13巻1号

コール固定を行なつた後，5μ切片を作った．この切片

はゼラチン液でcoatingを施したものを使用し，　Kon－

dak　AR・10ストリッピングフィルムを使用し，ストリッ

ピング操作を行なつた後乾燥剤挿入のうえ密閉箱に入れ

40°Cで28日間放置，現像液Kodak　19　bで20°C　5分

現像，Fuji　Fixで定着，30分水洗し，　meyerのHa－

ematoxylinで5分聞染色，塩酸アルコールで分別，水

洗，脱水，透徹しバルサムで封入した12）13）14）．

実験成績

　A．1131による甲状腺易1」除についての検討

　Hamilton＆Laurencel5）は113°を動物に投与すると

選択的に甲状腺に沈着し，甲状腺に退行変性を生ずると

報告し，gorbman16），　Findlay＆Leblond17），　Goldberg

＆Chaikoff18）らも各種動物に1131を投与することによ

り，他の臓器に変化を与えることなく完全な甲状腺破壊

が可能であるとし，従来行なわれてきた外科的甲別法に

比較し種々の利点をもつていると報告している．三好9）

は雌成熟白鼠に種々の量の1131を投与し，甲状腺の変化

を時間的に検索し，4．5mc！kgまたは4．O　mc！kgの投与

により完全な甲別が行なわれたと報告している．しかし

投与量は投与法，動物の種類，飼育条件などによって左

右される．

　そこで基礎実験として放射性甲別に必要な1131の投与

量および卵巣その他器管における放射能の影響について

検討を行なつた．

　1．実験方法

　前述の飼育法で得たWisteer系雌白鼠の生後21目，

体重40　・v　50　gのもの25匹を使用し，5匹を対照とし残

りを2群とし，Na　I131を200μc／mlに生理食塩水で調

整し，第1群に5．0　cm／kg，第2群に3．Omc／kgを腹腔

内に注入した。一定時期に全血採取し，1131摂取率，血

清1131転換率を測定し，ほかに甲状腺およびその他器管

の組織検査およびIl31残存量について検索した。

　2．甲状腺の組織所見

　5，0mc／kg投与例では投与後7日目に中心部に線維素

の析出が著明に認められ，その間に変性した濾胞上皮細

胞が散在する．この変性は中心部ほど著明で，周辺部に

は濾胞が残存するが，上皮細胞は変性し原形質は認めら

れず，核の濃縮がみられる（写真1）．投与後14日では

上記の変化はさらに著明となり甲状腺の大部分が線維素

となり，28日になると甲状腺は周辺部にわずかに濾胞

を思わせる組織が一一部に残存するのみで，大部分は変

性した上皮細胞をもつた線維性組織となる（写真2）．

3　．　0　mc2kg投与例では5　．　0　mc，’kg投与例に比較すると変

性は軽度である．すなわち投与後7日では上皮細胞の配

t
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写真1　甲状腺（11315．Omc／kg投与後7日目）

　　　　H．E．（7×10）

写真3　甲状腺（11315　．　0　mn／kg投与後28日目）

　　　　H．E．（7×10）

列が乱れ，核の変性を伴った濾胞が中心部にみられ，濾

胞内および濾胞間結合織に線維素の析出が認められるが

周辺部での変化は著明ではない．14日になると線維素

の析出は著明となり変性した濾胞が認められる、28日

目には中心部は胞構造がなくなり変性した核を散在性に

含む線維素で占められる．周辺部では濾胞間結合織の増

殖が認められ，上皮の大きさの不同となつた変性濾胞が

認められるがコロイドはほとんど認められない．

　3．　甲状腺の機能的変化

　11315．O　mc／kg投与例の甲状腺1131のi残存量は投与後

（3）3

4日で3．2％，7日目以後は自然計数とほとんど差がな

く残存はなv・ものと考える．同様に3．Omc／kg投与例に

おいても4日目では3．0％，7日目以後は1131の残存

は認められない．これに基づき1131摂取率，血清1131

転換率の測定は7日以後に行なつた。甲状腺1131摂取率

は5．Omc／kg投与例では7日目で8．4％，14日目で2．3

ま，28日目では1．2％であつた．3．Omc／kg投与例では

7日目で7．8％，14日目には5．4％，28日目では1．8

％を示し，両群とも対照の28．3％に比し著明に低下し

ており，投与後経日的に低下を示した．血清1131転換率

は50．Omc／k9投与例では7日後28．2％，14日で21．8

％，28日では15．4％であり，3．Omc／kg投与例では7

日目で35．1％，14日目で22．4％，28日目で18．2％で

対照の50．2％に比し著明な低下を示した．

　4．小括

　Il“5．O　mc／kg投与例では甲状腺は投与後4日目です

でに退行変性が認められ，上皮細胞の配列の乱れ，原形

質の空胞形成，核濃縮および崩壌がみられる．投与後7

目目には濾胞上皮の変性が進み，中心部では線維素の析

出がみられる．このような変化は次第に周辺部にも及

び，28日目には甲状腺はほとんど線維性組織となる．

組織の変化に伴つて甲状腺の1131摂取率，血清1エ31転換

率も著明な低下を示した．一方3　．　0　mc／kg投与例では大

体同様の変化を示すが，変性は軽度であり組織学的，機

能的にみて不十分と考え，実験には5．Omc／kgの1131

を投与した．

　B．放射性甲状腺別除後の変化

　基礎実験に基づき生後21日，体重40　・V　50　gの雌白鼠

に対し5　．　0　mc／kgの1131を投与し甲状腺機能低下の状

態を設定し，次のような観察を行なつた．

　1．体重の推移

　1131投与後7目目では対照例との間に体重増加に有意

第1表　放射性甲別例における体重および甲状腺機能の変化

i＼甲易」後
1＼＼　日数
1初体重＼＼

　　　　　　　　夷ナ　　　　月最　　　　｛列　　　　47．5±2．1
体　　重　（9）

　　　　　　　　甲易」例50．2±1．8

　　　　　　　1対　　照　　例
1131uptake（？6）　1

　　　　　　　　甲　捌　例

7　日

54．3±1．6

56．2±2．5

35．2±1．7

8．8±0．7

甲易1」例1131uptake　with
control　100

PBIISl
Conversion
rate　（96）

対　　照　　例

甲　　別　　例

25．0

甲捌例PBI13エConvesion　rate
with　control　100

52．2±3．8

26．3±2．2

50．4

21　日

74．0±2．8

70．5±1．2

34．6±0．5

1．5±0．8

35　日

85．0±2。2

78．0±3．4

32．4±1．4

0．98±0．1

4．3

50．2±2．8

32±0．5

3．0

48．4±3．2

2．8±O．6

56　日

150．0±4．2

79．5±2．5

38．3±2．6

0．31±0．05

6．4

　0．81

51．2±4．8

4．2±0．4

5，8 8．2
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第2表　卵巣重量の変化

日数
7　口 21　11 35　日 56　日

卵　巣重量
　（mg）

対　　照　　例

甲　　別　　例

MTU投与例

T3投与例

18．2±2．1

17．4±2．5

17．8±2．8

18．6：ヒ2．3

　　　　　　　対　　照　　例
　卵　巣　　　　　　　　甲　　易ii　例
比体重重量
　　　　　　　MTU投与例　（mg）

　　　　　　　T3投与例

33．5

31．0

86．9

38．6

21．2土3．5

18．1±2．1

18，3±3．3

22．5±4．2

25．0±3．1

18．6±0．8

23．0±2．8

24．7±3．4

56．9±4．3

28、2±2．7

54．5±4．3

61．2±2．7

28．6

25．7

23．3

28．5

29．4

23．8

27．8

29．8

37．9

35．5

36．0

47．1

の差は認められないが，投与後21日では対照例の増加

率55％に対し投与例では40．4％でありやや増加率の低

下がみられる．投与後35目目に至ると対照の78％増加

に対し投与例では55％である．さらに投与後56日目に

はその差は著しくなり対照例は約3倍すなわち200％の

増加を示したのに対し，1131投与例では58％の増加を

示したにすぎない。放射性甲別を行なった雌幼若白鼠の

体重は無処置対照例に比較し体重増加が著明に抑制され

る（第1表）．

　2．甲状腺の変化

　甲状腺の組織的変化は前章の基礎実験でみられたもの

と全く同じである。機能的変化も基礎実験でみられたも

のと同様で第1表に示すごとくで，1131摂取率は投与後

7日目で8．8％とすでに低い値であるが投与後35日目

で0．98％，56日目では0．31％といずれも対照に比し著

しい低下を示している、血清1131転換率の変化は投与後

7日目には26．396，21日目では3．2％，35日では2．8

％と著明に低い値を示した．組織所見および甲状腺1131

摂取率，血清1131転換率の変化からみて，11315．Omc／

kgの投与を行なつた揚合投与後7日目ですでに甲状腺

機能は低下を示し，その後はさらに機能は低下し21目

目以後では甲状腺機能はほとんど失われると考えられ

る．

　3，卵巣における変化

　a．卵巣重量の変化

　1131投与後の卵巣重量の変化は第2表に示すごとくで

投与例の重量の増加は対照に比し少ない．比体重重量で

表わすと投与例では対照より少ない値を示すが有意の差

はない．

　b．卵巣における組織的変化

　1131投与後7日では対照に比し特に変化は認められな

い（写真3）．甲別後21日目に至ると原始卵胞の数が減

少し，相対的に問質組織の占める割合が大となり，一

部には穎粒膜細胞に変性所見がみられる．35目目では

写真3　卵巣（甲別後7「1目）　H．E．（7×10）

写真4　卵巣（甲別後35日目）　H．E．（7x10）

中・大閉鎖卵胞があるが全体としてその数が少なく，濾

胞の穎粒膜細胞の配列が乱れ，核濃縮などの変性がみら

れ，中・少濾胞は数が減少し，間質の占める割合はいっ

そう著明に増加している（写真4）．甲別後56日では中・

大濾胞は数がへりほとんど認められず，小濾胞が退行変

性しっっある像が目だっ．

　c．卵巣のRNAおよびDNAの変化
　投与後7日目では対照との問に差はほとんどなく，原

始卵胞では頼粒膜細胞の細胞質がRNA染色に好染し，

核もDNA染色に好染する，内爽膜細胞では両者とも比

較的淡染性である．卵胞が発育するにっれ穎粒膜細胞の

細胞質はRNA染色に濃染するようになり，核もまた

DNA染色と好染する。内英膜細胞もRNAを多く含む

■

4
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写真5　卵巣（対照例21FI日）M．P．（7×40） 写真6　卵巣（甲別例21日目）M．P．（7×40）

4

写真7　卵巣（対照例21日日）Radioautograph．

　　　　（7×40）

ようになるが，核のDNA染色性はほとんど変化しな

い．この傾向は卵胞の増大とともに著明となる．投与後

21日では原始卵胞では対照との間に差は認め難いが，

卵胞が大きくなると投与例の顯粒膜細胞のRNAは対照

のそれに比して淡染性となる．投与例では卵胞は比較

1的小さな時期に閉鎖卵胞となるものが多く，全体的に

RNA染色に好染する卵胞の数が少なくなる．したがつ

て対照例で見られたような卵胞増大とともにRNA染色

性の増加は顕著には認められない．投与後35日，56日

における変化も21日例で認められた変化とほぼ同様で

あつた（写真5，6）．

　H3－Thymidine取込みの度合より細胞の増殖を検討す

ると，取込みはほとんど卵胞にのみみられ，間質には認

められない。1131投与後7日では対照との差はなく，原

始卵胞では穎粒膜層，爽膜層に1～2コの取込みを認め

る．

　卵胞が発育し頼粒膜層が数層になると取込みが急激に

増え，この増加は卵胞の発育の増加と共に著明となる．

同様に爽膜層においても取込み数は漸増するが顯粒膜細

胞の増加に比較定るとはるかに少ない．卵胞がさらに大

となり穎粒膜層がうすくなると，穎粒膜層の取込みに著

変はないが，葵膜層の取込みは増加している．閉鎖卵胞

ではまったく取込みはない1131投与後21日目になると

写真8　卵巣（甲易II後21日目）Radioautograph．

　　　　（7×40）

穎粒膜層における取込みが対照に比して少ないが目だ

ち，黄膜細胞の取込みには差がみられない．

　対照例と投与例との間の穎粒膜層における取込みは卵

胞増大とともに差が著しくなる傾向がある．投与後35

日，56日例では21日例とほとんど変化はないが，卵胞

の数が減つてあり，間質の増加が目だっている（写真

7，8）．

　4．下垂体における変化

　下垂体の重量の変化は第3表に示すごとくで，甲別例

の下垂体重量は対照例より大であるが56日例では逆に

対照例が大となっている．前述のごとく甲別例では体重

増加が抑制されるため下垂体重量を比体重で表わすと，

甲別例の重量が有意に大である．対照例との重量差は

経日的に大となる．下垂体前葉細胞構成の変化は第4表

のことくで好酸性細胞は対照例では各時期において変化

がないが甲別例では次第に減少する．甲別後21日以後

では好酸性細胞の一部に脱穎粒，核濃縮などの変化がみ

られる．好塩基性細胞は甲別後経日的に増加し，21日

例から脱穎粒・微細な空胞形成がられ，56日例では核

が周辺にあり空胞を持っいわゆる甲別細胞が認められ

た．

　5．小括

　幼若白鼠に対し1131を投与し放射性甲別を行ない甲状
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第3表　下垂体重量の変化

日不妊会誌　13巻1号

下垂体重量
　（mg）

日数
7　目

対照例　2．0±0．12
甲易「J｛列　2．2±0．13
MTU投与例12．1±o．08
T・投与例i・．・±・．・・

　下垂体
比体重重量
　（mg）

対　　照　　例

甲　　別　　例

MTU投与例
T3投与例

3．7

3．9

3．9

3．6

21　日

2．6±0．14

2．7±0．09

3．0±0．17

2．4±0．21

35　日

2．6±0．11

3．3±0．13

4．4±0．22

2．5±0．14

56　日

4．8±0．21

8．7±0．16

6．2±0．：L9

3．5±O．15

3．6

3．9

3．8

3．1

3．3

4．3

4．0

3．0

3．2

4．7

4．2

2．7

第4表　下電体前葉細胞構成の変化

日　数
7　日 21　「1 35　日

好酸性細胞　　34．3±2．1
女子猛‘辿襲†生糸田刃包　　　　　　　6．2±0．8

主　細　胞［59・5±42

56　日

対　照　例

　　96

甲　別　　例

　（％）

MTU投与例
　　（％）

T3投与例
　（％）

好酸性細胞
好塩基性細胞

主　　細　　胞

亥子　酸　ii生　　糸田　刀包

好塩基性細胞
主　　細　　胞

好酸性細胞
女子‡盆基・t生細月包

主　　細　　胞

32．1±4．1

13．4±1．2

54．5±3．8

32．8±：3．2

10．4±0．8

57．5±3．3

35．1±2．3

6．0±0．6

58．8±4．1

35．1±3．1

6．6±0，7

58．3±2．6

18．3±22

30．4±5．1

51．3±6．3

腺機能低下状態をつくり観察を行った．体重増加率は対

照より低く，体重増加の抑制が認められた．卵巣重量

および卵巣比体重量は甲別例が対照よりやや低い値を示

すが有意の差は認められなかつた．卵巣の組織学的な変

化としては甲別例では日数経過とともに卵胞の発育が低

下し，卵胞の数も対照に比し少なくなり間質の占める割

合が多くなる．卵胞のRNAおよびDNAは甲別後経

日的に穎粒膜層の細胞質のRNA染色性が低下し，程度

は軽いが爽膜細胞のRNA染色性の低下が認められた．

DNA染色性の変化は両者間に著明な差は認められなか

った．卵胞のH3－Thymidine取込みは甲別例で穎粒膜層

および棊膜層の取込み細胞は対照例に比して少なく，細

胞の増殖性の低下が認められた．すなわち放射性甲別を

行なつた幼若雌白鼠の卵巣は重量増加率が対照より低

く，核酸特にRNAの量も低下し，さらにH3－Thym－

idine取込み細胞すなわち増殖を示す細胞数も少ない．

このような事実から幼若白鼠の放射性甲別においては卵

巣の発育は抑制されることを知った．

26．8±2．9

14．3±1．2

58．8±4．1

34．8±3．3

6．8±0．3

58．9±4．4

33．4±2．5

7．1±0．8

59．5±3．2

8．6±0．9

36．1±3．8

55．3±5．1

22．0±3．8

19．2±1．8

38．7±5．9

34．6±3．3

6．8±O．5

59．0±6，2

34，4±3．2

5．3±0．6

60．3±7．2

4．4±0．4

42．1±4．1

53．5±4．4

21．7±3．2

19．4±1．3

58．1±6．2

35．3±3．8

6．1±0．3

58．6±4．2

　下垂体は甲別後比体重重量が増加し，対照との差は経

日的に著しくなる．それとともに好酸性細胞の減少，好

塩基性細胞の増加が観察された．

　C．MTU投与時の変化

　実験に使用した動物は前章と同様のもので，各動物に

対しMTU　51ngを背部皮下に連日投与を行なつた。

　1．体重の推移

　MTU投与時の体重の変化は第5表のごとくで，放射

性甲別例にみられたような変化は認められず，投与7日

目では対照は14．3％増加に対し投与例では4．5％の増

加であり，投与21日例では対照の55％に対して70．3

％と増加率が高い．35日例，56日例いずれの揚合も投

与例の増加率が高い．

　すなわちMTU　5　mgを連日投与を行なうと投与初期

には対照より体重の増加が少ないが，それ以後では対照

より増加率が大となる．

　2．甲状腺の変化

　MTU投与により甲状腺は著明な肥大，充血を示す．

騎

，
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第5表　MTU投与例の甲状腺所見

体　　重 （9）

甲状腺重量（mg）

対　　照　　例

MTU投与例

対　　照　　イ列

MTU投与例

＼、投与日数
　、　

＼
＼

初体重

7　　日 2工　日

47．5±2．1　　　54．3±1．6　　　74．0±2．8

46・1±1・9！48・2±1・Sl78・5±2・4

毘灘重量（m・）胤Tull繍i　l

10，3±1．0

13．8±0．8

19．0

28．6

11．2±0．2

17．3±0．5

35　H

15．1

22．0

85、0±2．2

110．0±5．6

56　目

150．0±4．2

151．1±9．2

13．3±1．2　　143±1．1

20．5±1．4　　23．0±3．1

15．6

18．6

濾胞面積（100μ2）

●

」二皮面手責　　（100μ2）

　　　　　　　1対　　照　　例

MTU投与例

21．7±4．21　22．7±2．4
　　　　　1
19．8±3．51　20．3±二3．2

対　　照　　例

MTU投与例

　　　　　　　　　対　　照　　例
L皮1濾胞　　（％）
　　　　　　　　　MTU投与例

　13．3±1．3

112・6±2・21

1　52．1

　　63．8

10．3±1，2

14．3±2．2

28．6±4．2

24．6±5．2

13．1±2．8

17．8±4．3

9．5

15．2

29．2±2．4

25．1±3．3

12．7±2．3

19，6±3．4

45．4

70．4

45．8

72．3

43．6

78．1

4

員

写真9　甲状腺（M．T．U．投与21日目）

　　　　H．E．（7×40）

第5表に示すごとく投与例の重量が対照例の1．4～1．6

倍を示し，投与期間の延長とともに著しくなる．甲状

腺重量を比体重で表わすと対照・投与例ともに日数増加

に従い減少するが，いずれの時期においても投与例が大

である。濾胞面積に対して濾胞上皮の占める割合は，対

照例では日数経過とともに7日例の52．1％より56日例

の43．6％と漸減の傾向を示すが，投与例では7日例の

63．896を最低とし日数増加とともに増加し56日例で｝よ

78．1％を示した．

　組織所見は投与7日例ではコロイドの減少が目だち，

濾胞上皮細胞はその高さを増す．投与21目例では小・

中濾胞が増加し，濾胞上皮は立方体あるいは円柱状を示

し，コロイドが消失した濾胞も多数見受けられる（写真

9）．投与56日では濾胞上皮の高さはさらに増加し，配

列も不規則となり，濾胞は小さく，コロイドはほとんど

認められず，毛細血管の充血が著明となり，組織的には

甲状腺機能充進の像を示す．MTU投与時の甲状腺機能

の変化は第6表のごとく，1311摂取率は投与7日例で対9

照の35．2％に対し17．2％と低い値を示し，この値は

投与期間の延長とともに漸次低下を示す．血清1131の

PBI転換率は投与7日で対照の54．8％と低い値を示す『

がそれ以降はほとんど変化しない．

　3．卵巣における変化

　a．卵巣重量の変化

　第2表に示すごとく卵巣重量はいずれも対照例が大で

第6表　MTU投与例の甲状腺機能

x－－K／IV！XX 7　　日

1131uptake　対照例
　　　　（g6）　MTU投与例

35．2±1．7

17．2±3．2

21　日 35　日 56　日

34．6±0．5

12．6±0、4

32．4±1．4

9．8±O．3

38．3±2．6

8．5±0．4

投与例1131uptake　with　contrl
100

48，9 36．4 30．2 22．2

PBIi31
Conversion
rate　（9・6）

対　　照　　例

MTU投与例

52．2±3．8

28．6±6．3

投与例PBI13i　Conversion　rate
with　conrol　100

54．8

50．2±2．8

23。9±7．2

47．6

48．4±3．2

21．9±4．6

51．2±4．8

23、2±4．1

45．2 45．3
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写真10　卵巣（M，T．U．投与7日目）

　　　　H．E．（7×10）

あるが，有意の差は認め難い．重量増加率は投与21日

で2．8％であるに対し，対照では16．5％，35日では投

与例の29．8％に対し対照例では37．4％といずれも対照

例の増加率が高い．比体重重量で表わすと投与7日例で

対照より大であるが投与期間が長くなると対照の重量が

大となる．

　b．卵巣における組織的変化

　MTU投与7日例で小濾胞が多i数見られ問質の増加が

認められる（写真10）．投与21日では小濾胞の変性が見

られほとんどが閉鎖卵胞の所見を示し，原始卵胞数の減

少，卵胞の退化がみられ間質の占める割合が投与7日に

比しさらに大となる（写真11）．投与35目では小卵胞は

わずかに残影を認めるのみで，中濾胞が少数存在するが

穎粒細胞の核の変化のほか黄膜層の発育も対照に比較す

ると抑制がみられる．

　c．卵巣のRNA・DNAの変化

　MTU投与7日では微かであるが，原始卵胞・小卵胞

の穎粒膜細胞の細胞質のDNA染色性，核のMTU染

色性でMTU投与例がまさっている．中卵胞，大卵胞

では逆にMTU投与例における染色性は悪くなる．投

与21日では先に述べた投与例の染色性の優位は認めら

れなくなり，原始卵胞・小卵胞の穎粒膜細胞のRNA染

色性は対照例がまさつている．

駕．騨

　モ1　鰯夢．』

酵’く、

写真12　卵巣（M．T．　U．投「li・　21剛ヨ）

　　　　MP．（7×40）

写真11 卵巣（M．T．U．投与21日国）

H．E．（7×10）

　核のDNA染色性とはほとんど変化しない．卵胞の増

大に従つて対照例，投与例ともに穎粒膜細胞のRNA，

DNA染色性も増加するが，対照の方がより好染性を示

す（写真12）．

　H3－・Thymidine取込みは投与7日例では小卵胞の穎粒

膜層の取込みが対照に比しまさっている．

　中濾胞では逆に対照の方が取込みが多い，投与21日

例では原始卵胞ではほとんど差は認められないが，発育

卵胞では投与例の取込みは著しく少なくなる．35日・

56日投与例における取込み態度もほぼ同様である（写

真13）．

　4）下垂体における変化

　MTU投与時の下垂体の重量および比体重重量の変化

は第3表に示すごとく，下垂体重量は投与7日では対照

との問に差がないが，投与21日例では対照よP重量の

増加がみられ，対照との重量差は投与期間の延長ととも

に増加する．比体重重量ではいずれも対照より投与例の

方が大であるが投与7日，21日例では有意の差とはい

えないが，35日・56日例では有意に大である．下垂体

前葉細胞の変化は放射性甲別後の変化と類似している

が，甲別時にみられた甲別細胞はみられず，類似してい

るが細胞体の肥大，脱穎粒を伴った大型の好塩基性細胞

がみられる．細胞構成は第・1表に示すごとくである．好

霧、
踵

馨．．噸・

写真13

爆ち． 舞

卵巣（M．T．U．投与211目1）

Radioautograph　（7×40）
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第7表　T3投与例の甲状腺所見

（9）

（9）9

体　　重

甲状腺重量　（mg）

毘灘重量（m・）

濾胞面積（100μ2）

、投与日釧

　　　　　　　初体重
　　　　　　　1
対　　　照　　　｛列　　　　47、5±2．1

T3投与例　48．2±2．2

対　　照

T3投与

上皮面積（100μ2）、

　　　　　　　　t

上皮面積1濾胞面積
　　　　　　（％）！

　　　　　　　　L

対　　照

T2投与
対　　照

T3投与
対　　照

T3投与

7　　日

例

例

例

例

例

例

例

例

対　　照　　例

T3投与例

21　目 35　日 56　日

54・3±1・674・0±2・8！85・0±2・2i150・0±4・2

56．3±・．Sl79．0±2・3183・0±2・3130・0±8・2

10．3±1．0

10．1±1．2

19、0

17．9

21．7±4．2

22．3±3．1

11．3±1．3

10．2：ヒ2．2

11．2±O．2

10．2±0．8

15．1

12．0

13．3±1．21

12．1±1．41

15．6

14．6

22．7±2．4128．6±4．3

　　　　　　23・9±4・4［38・4±3・3

14．3±1．1

12。9±1．2

　9．5

　9．9

29．2±2．4

35．9」：4．1

10．3±1．2

10．1±2．2

塩基性細胞は投与7日で10．4％と対照より増加し経日

的に漸増する．好酸性細胞は甲別例におけると同様に減

少の傾向が認められた20）．

　5）小括

　幼若雌白鼠にMTUを投与し甲状腺機能低下の状態を

設定し，その変化を観察した．体重は投与初期では投与

例の体重増加が対照より劣つているが，投与期間の延長

とともに逆に投与例の増加率が高くなる．卵巣重量およ

び卵巣比体重重量はいずれの時期においてもMTU投

与例の方がやや小さいが有意の差は認められない．組織

学的にはMTU投与例では初期に小濾胞の増加が目だち

同時に問質の増加がみられ，さらに投与期間が延長する

と閉鎖卵胞に移行するものが多く同時に原始卵胞の数も

少なくなる．卵胞のRNA・DNA染色性の変化は投与

初期では原始卵胞・小卵胞の穎粒膜細胞のRNA染色性

は対照よりまさつているが，中・大卵胞では逆に対照が

まさつている．投与期間が延長すると投与例の染色性は

対照より劣り，中・大卵胞でも同様の関係がみられた．

　核のDNA染色性ではやや投与例で染色性が劣るがほ

とんど差は認められない．H3・Thymidine取込みは投与

初期では穎粒膜層において小濾胞では投与例が，また中

濾胞では対照の取込みが多い．黄膜細胞では差がない．投

与期間が延長すると発育卵胞の取込みは投与例では対照

に比し著明に減少する。すなわち幼若雌白鼠にMTU投

与を行なつた場合に卵巣は投与初期では増殖がやや充進

し次いで抑制される．下垂体は投与とともに重量が増加

し投与21目以後では有意の増加が認められ，前葉細胞

構成では好塩基細胞の増加，好酸性細胞の減少がみられ

たが，いわゆる甲別細胞は出現しなかった．

45．4

42．3

13．1±2．8！　12．7±2．8

13．2±2．1　　　12．2±0．7

52．1

45．7

45．8

84．4

43．6

33．9

　D）　甲状腺機能充進時における変化

　甲状腺機能充進状態の設定の目的でT3を20μgず

っ，前章において使用したと同様の動物に対し連日投与

を行なった．

　1）体重の推移

　第7表に示すごとく，体重の変化は投与7日，21目例

では投与例の体重が大であるがさらに投与期間が長くな

ると対照の体重が大となる．体重増加率は投与例では投

与7日，21日例では対照の21．5％に対し投与例では

72．5％，56日例では対照の215．896に対して投与例で

は169．7％と低い．すなわちT3を投与すると投与初期

では対照に比し体重増加が大であるが，投与期間が長く

なると逆に低くなる、

　2）　甲状腺の変化

　T3投与により甲状腺には肉眼的変化はほとんど認め

られなかつた．第7表に示すごとく甲状腺重量は投与7

日例では対照と差がないが，投与期間延長とともに対照

より小となる．比体重重量では有意の変化は認められな

写真14　甲状腺（T3投与2111目）
　　　　H．E．（7×40）
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第8表　T3投与時の甲状腺機能

～　一～一一一一
＿ 一 ． ． ．

一

＿　投与日数「
　　　　　　　　L－一一一～一一一一一一　　　1

　1131uptake　対照例1
　　　　　（％）　T3投与例

　T3投与例1131　uptake　with
　control　100

　PBI131　conve一対照例
「si°n「at呈％）T・投・沼・・J：

　T3投与例pBI　Conversion
　with　control　100

7　　日

35．2±1．7

9．2±0．5

21　日

23．8

52．2±3．8

54．2±8．2

35　目 56　口

34．6±0、5

8．6±0．3

32．4±1．4

8．8±0．2

38．3±2．6

6．5±O．4

24．9 27．2 22．6

50．2±2．8

50．2±4．1

48．4±3．2

61．2±7．1

107．5 104，1 112．1

51．2±4．8

58．2±4．2

　109．4

い．濾胞面積は投与7日例で22．7×100μ2と対照より

大であるが，投与期間の延長とともに面積はさらに大と

なり，対照との差も大となる．濾胞面積のうち上皮細胞

の占める割合はいずれも対照例が大で，投与例では投与

期間延長とともに少なくなり，組織所見のごとく濾胞の

増大，上皮細胞の扁平化を示すものである．組織的には

投与7日例で濾胞増大とともに上皮の扁平化を示し，投

与21日例ではさらに上皮の扁平化を示し，濾胞大型化

し，コロイドはエオジン好染性を示す．上皮細胞の核は

時に濃縮があり，形も楕円状となる（写真14），35日例，

56日例の変化もほぼ同様であつた．T3投与例の甲状腺

1131摂取率は対照例より著明な低下を示し，第8表に示

すごとく投与7日で9．2％と対照より著明に低く，投与

期間延長とともにやや低下の傾向を示す．血清113エの

BPI転換率は投与各期で対照と同値あるいはやや高い

値を示した．

　3）卵巣における変化

　a）第2表に示すごとく投与35日例で対照より小で

あるが，他の時期ではいつれも投与例の卵巣重量が大で

ある．比体重重量で表わすと投与7日例では対照より大

であるが，投与21日では差がなくなる．しかし投与期

間が延長すると再び投与例の重量が大となる．

　b）　卵巣における組織的変化

　投与7日例では対照とほとんど差が認められず，間質

の増加がわずかに認められる．投与21日では大型の卵

’ッ樽・

　拶

写真15　卵巣（T，投与7日口）H、E．

　　　　（（7×10）

写真16 卵巣（T3投与21日目）H．E．
（7×10）

写真17 卵巣（T3投与21「1目）MP．
（7×40）

胞が増加し，閉鎖卵胞も大型のものが多い．甲易1］例，

MTU投与例のごとく穎粒層の早期の退行変性はみられ

ず，T，投与例では大型卵胞に至るまでで常に保たれる．

35日例ではさらに大卵胞の数が増加し相対的に間質の

占める割合は減少している．56日例もほとんど同様の

所見が認められるが，黄体形成は認められなかった（写

真15，16）．

　c）卵巣のRNAおよびDNAの変化
　投与7日例では，原始卵胞の染色性に変化は認められ

ないが，発育卵胞では穎粒膜細胞，泰膜細胞のRNAは対

照より好染性を示す，DNAの染色性はほとんど差が認

められない．この所見は中・大型卵胞においても同様で

あるが爽膜細胞のRNA染色性の差は，穎粒膜細胞ほど
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著明ではない．投与21日例では中・大卵胞がほとんど

で，中卵胞では頼粒膜細胞および葵膜細胞の細胞質は最

も良く染色される．大型卵胞ではやや染色性が悪くな

る．35日，56日例の卵胞についてもほぼ同様の所見で

あつた（写真17）．H3－Thymidine取込みについても染色

性で認められたと同様に，投与7日例の発育卵胞の穎

粒膜細胞の取込みは対照より著明に多く，卵胞発育とと

もに差が著しくなる．葵膜層の取込みの差は認められな

い、投与21日例の中・大卵胞はいずれも対照より取込

みが著明に多い（写真18）．

写真18　卵巣（T3投与21日目）
Radioautograph　（7×40）

　4）下垂体における変化

　下垂体重量は投与期間が長くなると投与例の重量は対

照より小となる．第3表に示すごとく比体重重量で比較

すると投与例の重量は有意に小である．前葉細胞の細胞

構成は，第4表のごとく投与期間の長短にかかわらず好

塩基細胞は6．0～6．8％に存し，対照との間に有意の差

は認められない．好酸性細胞も甲状腺機能低下時にみら

れたような大きな変化は認められなかった．

　5）小括

　幼若雌白鼠にT3を投与した場合，体重増加率は投与

初期では対照より大であるが期間が長くなると増加率は

対照より小となる。卵巣重量では対照と比較し変化は認

められなかったが，比体重重量は投与7日，56日例で有

意の差が認められ投与例の重量が大であるが，他の時期

では差はみられなかった．組織学的には投与7日例では

間質の増加が認められ，投与期間の延長とともに卵胞は

大型のものが増加し，相対的に問質は減少する．卵巣の

RNA，　DNAは投与7日例の発育卵胞の頼粒膜細胞およ

び爽膜細胞でRNA染色性が対照よりまさつている．

これは卵胞の増大とともに著明となる．T3投与期間の

延長とともに卵胞は中・大型が多くなり特に中型の卵胞

の染色性は著明な差を示す．DNA染色性では著明な差

はみられなかつた．H3－Thymidine取込みにおいても染

色性の差としてみられたと同様に投与例の発育卵胞の穎

（11）11

粒膜層および内萸膜層の取込みは対照より強く，投与期

間の延長とともに増加する．すなわち幼若雌白鼠にT3

を投与した場合，卵巣の変化は甲状腺機能低下時にみら

れた変化ほど著明でないが，卵巣の発育はやや充進され

るといえる．下垂体は重量が対照と比して小となり，前

葉細胞の細胞構成の変化は投与例で好塩基細胞の減少が

みられるが有意の差はなかった．

総括および考案

　放射性甲別例の卵巣重量は対照より増加が少ないが，

比体重重量では対照との問に差は認められなかった．組

織学的には卵胞は小濾胞より閉鎖退行するものが多く，

間質の占める割合が大となる．この傾向は甲別後経日的

に著明となる。これは甲易il後に閉鎖濾胞の増加，間質腺

の萎縮が認められるという三好9）の所見と一致するがさ

らに長期の観察は行なわなかったため，5～6ヵ月後の

変化は不明である．卵巣のRNA，　DNA染色性の変化

は，DNA染色性には著明な変化はなかったが，　RNA

染色性は卵胞の穎粒膜層および内英膜，特に穎粒層の細

胞質では卵胞発育とともに甲別例の染色性は淡くなり，

変性所見の出現とともに染色性は著明な低下がみられ

る．

　H3－Thymidine取込みにより細胞増殖をみるとRNA

染色性の変化と同様に甲別例の穎粒層における取込みの

著明な低下が認められた．

　MTU投与を行なつた場合，卵巣重量は甲別例より大

であるが，対照より小である．しかし，有意の差は認め

られなかつた．組織学的には甲別例と同様に抑制的な変

化が見られたが，投与初期に小発育卵胞の増加が目だち

同時に間質の増加があり，続いて卵胞はほとんど閉鎖に

移行する，投与初期の穎粒層のRNA染色性は対照より

まさつているが次第に逆となり，投与期間延長とともに

少数存在する中・大濾胞では対照の染色性より劣つてい

る．爽膜層では差はほとんどなかった．H3－Thymidine

の取込みはRNA染色性の変化に並行する変化を示し

た．次にT3投与を行なった場合は卵巣重量は投与例が

大であり，組織学的にも投与例の卵胞は対照より著明に

大きなものが増加し，核酸特にRNA染色性も投与例の

発育卵胞の穎粒層，内英膜細胞では対照より好染性を示

す．DNA染色性もややまさつている．これはH3－Th－

ymidine取込みの変化でも染色性と同様に対照よりまさ

つていた．

　以上を要するに，甲状腺機能の変化による卵巣重量の

増加率は機能低下の場合やや抑制され，甲状腺機能充進

時にはやや促進されている．組織学的所見さらに核酸の

染色性からは甲状腺機能低下の場合には卵胞の発育は抑
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制され，T3投与の場合は促進されるのを認めた．さら

にH3．Thymidine取込みによる細胞増殖性の変化から以

上の事実が一層明瞭にうかがえる．

　放射性甲別ならびにMTU投与による甲状腺機能抑

制実験においては下垂体前葉細胞の好塩基性細胞は著し

い増加を示した．すなわち幼若白鼠下垂体前葉は甲状腺

機能低下状態に鋭敏に反応する．しかるにT3投与によ

る甲状腺機能充進実験においては下垂体前葉の好塩基性

細胞はほとんど変化を認めなかつた．

　この事実と卵巣における変化を綜合すると甲状腺機能

抑制実験においては甲状腺ホルモンの分泌減少により，

下垂体におけるTSHの増加を来たしその結果好塩基性

細胞の著しい増加を来たしたものと思われる．しかしこ

の増加は甲状腺ホルモンの病的欠乏に対する反応であ

り，その大部分はTSHの分泌のためでgonadQtropin

の分泌はかえつて低下しその結果として卵巣に抑制的所

見が見られたものと思われる。これに反しT3投与によ

る甲状腺機能充進実験においては下垂体前葉における好

塩基性細胞に著しい変化は見られなかった．これは投与

したT3による甲状腺ホルモンの増加が生理的変動範囲

に近く量的変化が少なかったためと考えられる。前葉に

おける好塩基性細胞の量的変化はみられなかつたが，

TSHの分泌は減少し好塩基性細胞に質的変化を来たし，

gonadotropinの増量が起こりその結果として卵巣にお

ける促進的変化が起ったものと解することができる．以

上の説を確証するためにはなお種々の実験が必要である

が，著者の成績を総合考察すると幼若白鼠の甲状腺機能

の卵巣に対する作用は甲状腺ホルモンの卵巣への直接作

用とする説29’34）よりも下垂体前葉を介して行なわれると

する中枢説を取るのが妥当と考える21’28）．

結　　語

　甲状腺機能の変化が幼若雌白鼠の性腺発育に及ぼす影

響について放射性甲別，MTU投与を行ない甲状腺機能

低下状態を設定し，T3を投与し甲状腺機能充進状態を

作り性腺に現われる変化を検索し次のごとき結論を得

た．

　ユ）卵巣重量の増加率は甲状腺機能が低下した場合に

抑制され，充進時には促進される傾向がうかがわれた

が，有意の差は認められなかった。

　2）　組織学的には甲別例では卵胞は早期に退行変性を

示した．MTU投与の初期に小発育卵胞の増加が認めら

れたが投与期間の延長とともに消失し，卵胞の発育は抑

制される，T3投与例では卵胞の発育が早く中・大濾胞

が増加する。

　3）卵胞の核酸の変化は組織的に認められた変化に並
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行関係を示し，甲別例，MTU投与例では穎粒膜細胞の

RNAの染色性が低下し，　T3投与例では好染性を示し
た．

　4）　　同様の変化は細胞増殖性にっいても認められ，

卵胞のH3－Thymidine取込みは甲別例，　MTU投与例

で少なく，T3投与例で増加が認められた．

　5）　下垂体前葉における好塩基性細胞の分布は甲別例

で最も増加し，MTU投与例がこれに次ぎT3投与例で

は認むべき変化はなかった．このことから幼若卵巣に対

する甲状腺機能の影響は中枢を介して行なわれるものと

考えられる．

　稿を終わるに臨み終始ご懇切なご指導，ご校閲を賜わ

った恩師御園生教授に心から感謝の意をささげるととも

に，終始有益な助言を賜わつた解剖学教室白井助教授に

心から謝意を表する．　一お絶大なご協力をいただいた医

局の諸氏に感謝する．

　（本論文の要旨は第10回日本不妊学会総会および第4

回免入科内分泌懇話会に発表した）．
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Effect　of　thyroid　function　on

sexual　glands　in　immature
　　　　　　　　　　female　rat

　　　　　　　　　　　　　Michiya　Suzuki

Dept．　of　Obst．＆GyD．，　School　of　Medicine，

　　　　　　　　　　　　Chiba　University

　　（Director：Prof．　Yuzo　Misonou，　M．　D．）

For　the　elucidation　of　effects　of　thyroid　gland

（13） 13

function　on　sexualglands　in　immature　female　rat，

histological　and　histochemical　studies　of　ovary　and

pituitary　glands　were　performed　in　radiothyroidec－

tomized　group（1），　MTU．　administered　group（2）

and　T3．　administered　group（3）．　Increase　of　ova－

rian　weight　seemed　to　be　suppressed三n（1），（2）

group　and　promoted　in（3）group，　but　their　dif－

ferences　were　not　so　remarkable．　Histological　ex－

amination　of　ovary　revealed　the　following．　Folli．

cular　development　was　delayed　and　showed　earlier

transition　to　atretic　follicle　in　（1）group．　In　（2♪

group，　increase　of　small　developing　follicles　was

observed　in　earlier　stage　but　prolonged　administra－

tionて〕f　MTU．　brought　about　disappearance　and

suppression　of　follicles．　In（3）group，　we　found

earlier　follicular　development　and　increased　num．

1〕er　of　larger　and　middle　follicles．　HistochemicaI

finding　of　nucleic　acid　in　ovary　seemed　to　accom－

pany　with　above－mentioned　histogical　changes．　In

（1），　（2）　group，　staining　intensity　of　cytoPlasmic

RNA．　considerably　decreased　especial】y　in　granulosa

cell　of　follicles，　while　staining　intensity　increased

in　（3）group．

　　　　H3－thymidine　incorporation　showed　remarkable

decrease　in　number　in　（1），（2）group　and　in－

creased　in　（3）group．

　　　　Rise　in　thyroid　gland　function　promote　folli．

cular　development　and　fa11　suppress　it．　While　in

anterior　pituitary　gland，　we　observed　increase　of

basophilic　cells　in　number　in（1），（2）group　and

in　（3）group，　no　changes　of　bosophilic　cells　but

decrease　of　thyrotropic　cells．

　　　　These　facts　seem　to　witness　that　the　effect　of

thyroid　g】and　function　on　immature　rat　ovary　is

exerted　by　way　of　central　system．



日本不妊学会雑誌
第13巻第1号1968

偽妊娠の生殖生理学
Review　of　Pseudopregnancy　in　the　Reproductive　Physiology

　　　　　新潟大学医学部産科婦人科学教室

鈴木雅洲広井正彦　Masakuni　SUZUKI　　　　　Masahiko　HIROI

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology　Niigata

　　　　University　School　of　Medicine

　近年，脚光をあびて来た生殖生理学の研究領域において，排卵現象と同様極めて興味ある現象に「偽妊娠」

（Pseudopregnancy）の問題がある．著者らは現在この問題を研究中であるが，最近わが国にこの種の総説を

みないのでまつこの現象について文献的に考察した．

　像妊娠とはラットやマウスで通常2週間前後に及ぶ発情間期が持続し，とくに間期の4日目頃に子宮に外

傷を加えた後に出現する結節様肥厚（deciduoma）の出現をもつてする．外傷以外に自然にも又，薬物の注入

によつてもdeciduomaが出現するA人為的に偽妊娠を容易に作ることができ，精管切断雄動物との交尾，

腔の機械的刺激，ホルモン投与，自律神経遮断剤：銅塩の静注，ストレス，電気刺激などにより，誘発する

ことができるが，とくに，膣の機械的刺激，プロゲステロン投与，銅塩の静注による偽妊娠発現頻度につい

て詳細にのべ更に偽妊娠発現機序について総説した．

緒　　言

　成熟動物ではホルモン分泌の周期的変化にともない，

いわゆる性周期の動物を示すものが多い．この変化は主

として卵胞の肥大，排卵，黄体形成のくりかえしにもと

つくもので，さらにこれらの変化を支配している間脳・

下垂体の周期的変化も関与し，人間では経済的・社会的

な因子も加わりその相互関係は複雑になつて来る．

　近年脚光をあびて来た生殖生理学の研究領域において

極めて興味ある現象として，ラット，マウス，ハムスタ

ー などの少数の動物に観察されるものに，排卵後黄体の

機能が持続し，当分の間排卵が抑制され，あたかも妊娠の

ような徴候を示す，いわゆる偽妊娠（Pseudoprgnancy）

の問題がある．

　著者らはこの問題について研究中であるが，今回は偽

妊娠について文献的に総括し，あわせて著者の研究成績

についても附言した．

偽妊娠の定義

　ラットやマウスでの偽妊娠というのは，一般に膣スミ

ァが白血球を主体として角化細胞のないいわゆる発情問

期（diestrus）が約2週間前後つづき，この期間に子宮を

漿膜より筋層を通り粘膜に至るように外傷を加えるか，

または絹糸で縫合して4～5日以後にみられる同部の結

節様肥厚いわゆるdeciduomaの反応が出現するか1），

あるいは持続間期の時期にestrogenを投与して膣スミ

ァに粘液分泌性変化を示す状態をもつて偽妊娠と定義す

る2）．

　しかし，Everett2）（1963）によれば，正常周期性のス

ミァが約13～21日間にわたり間期が持続するような場

合は，疑もなく偽妊娠と断定してよいとのべている．

　通常偽妊娠はある一定の刺激後直ちに起ることが原則

であるが，一定刺激後数周期続いた後に偽妊娠になる

こともあり，これを通常の偽妊娠と区別してdelayed

pseudopregnacyとよ昭事．

外傷とよるdeciduomaの出現

　すでに1922年，Long．　Evans1）はラットの膣刺激後4

日目に絹糸を子宮壁を通して軽く縫合し，4～7日後に

屠殺すると，直径1cm以上のdeciduomaが観察され

ることを報告したが，近年，DeFeo3）（1963）はHolt－

zman，　Long－Evans，　Wistar型のラットを用V・，発情期

に腔，子宮頸部に機械的刺激を加え，その後2，3，4，

5，6日目に子宮に外傷を加え，その後5日目に子宮重

量を測定した。この結果によると，3種のラットともに

偽妊娠4日目に外傷を加えた群に著明に子宮重量が増加
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したとのべている．このdeciduomaは主として子宮間

膜から子宮筋層にかけてdecidua細胞が肥大して形成

されている．この子宮重量の増加は下垂体，卵巣機能に

反映して子宮が最大に反応し得る時期であり，この前後

を中心とした内分泌の動きが興味深い．

外傷（絹糸）以外によるdeciduoma形成

　子宮外傷によりdeciduomaが形成されるが，　Finn

ら4）（1963）は外傷以外の如何なる刺激がdecidua細胞

に最も効果的であるかを調べるために，少量の物質を偽

妊娠ラットの子宮内腔に注入して，72時間後に屠殺し

子宮湿重量を秤量した．対照として生理的食塩水を注入

したが，対照以上に子宮重量が増加したものは，油性

液　硫酸化多糖類，O．12％寒天，1％carrageenin，

heparinなどであつたと報告している．なお，自然には

妊卵が子宮内膜に達するとその機械的刺激によりdec・

iduomaが形成される可能性があるが，　Shelesnyak5）

（1957）はこれを実験的に証明した。事実，胎盤はdeoi－

duoma形成に極めて類似しており，胎盤着床部には胎

盤組織の侵潤があると考えられるからである6）．

　一方，自然にdeciduomaが形成されないかをCoP－

polaら7）（1966）はWistar系ラットを用1，・・て肉眼的お

よび組織学的に観察した．すなわち，膣の機械的刺激に

より35例中6例に，精管切除雄iラットとの交尾により

35例中6例にそれぞれ自然にdeciduomaが生ずること

を見出した．したがつて，自然にdeciduomaの出現す

る頻度は偽妊娠を誘発する方法に無関係で，大体17％

前後と考えられる．

　以上のことより，偽妊娠の判定には容易で且つ確実性

のある子宮外傷が最も適当であると考えられる。しか

し，機械的刺激なくして偽妊娠が自然に起ることの説明

は，今後に残された問題である。

　　　　　　　動物による偽妊娠の有無

　このように偽妊娠になり得る能力は動物の種類により

第1表　動物の種類と妊娠および偽妊娠の期間

動物の顧排卵馴妊舗問1偽桂響」間

イ　　タ　　チ

ウ　　サ　　ギ

ウ　　　　　　シ

イ　　　　　ヌ

ヒ　　ツ　　ジ

モルモッ　ト

ラ　　ッ　　ト

ブ　　　　　タ

人　　　　　間
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異る。第1表は動物の種類と偽妊娠の有無および妊娠・

偽妊娠の期間を比較したものである。自然排卵動物であ

るウシ・ヒツジ・モルモット・ブタ・人間などには偽妊

娠がみられず，偽妊娠の発現機序を考える上に参考にな

ると思われる．

自然に偽妊娠になる場合

　何等の人偽的な刺激を加えることなく自然の状態にお

いても偽妊娠になることができる．Rothchild8）（1960）

は出産後1～2目目の新生仔を母体よりひきはなすと，

約50％のラットが偽妊娠になることを初めて報告，

Alloiteau9）（1962）は更にこの点を研究し，出産後直ち

に新生仔を母体よりひきはなし，毎朝膣スミアをとると

全例に偽妊娠になるが，腔スミァをとらないと1例も偽

妊娠にならないことを見出した．なお，出産後5日目に

新生仔を母体より離すと連日膣スミアをとると殆んど全

例に偽妊娠を認め，膣スミアをとらないと25％に偽妊

娠を認めた．この実験より哺乳の刺激をなくすことのみ

が，産褥ラットに偽妊娠を起すのではないことを物語つ

ている．恐らく産褥後に授乳しないことが，膣スミァを

とると云う外的な刺激も加わり容易に偽妊娠に導くもの

と思われる．

反射性
　〃
自

〃

〃

〃

〃

〃

〃

然

42

32

283

60

149

64

21

114

280

38

17

（一）

60

（一）

（一）

13

（一）

（一）

人為的に偽妊娠を作る方法

　以上のように偽妊娠は自然の環境下でも起りうるが，

発情性周期のある適当な時期に外的刺激を与えることに

より惹起させることができる．これらの刺激としてよく

知られているものに，精管切除雄動物との交尾lo），膣壁

および子宮頸部への機械的電気的刺激1）11’13）の他に，

progesterone2）14），　estrogen15），　HCGI6），　prolactin17），

reserpinei6），　Chlorpromazine18），　chloroform19）などのホ

ルモン剤および麻酔・自律神経遮断剤などの投与，銅塩

の静注20’22），強いストレス23），頭部24）および視床下部25）

の電気刺激，視床下部の電気破壊26’3°），下垂体の自家移

植，数日間の乳頭の持続刺激31）などがあり，種々のこれ

らの刺激により人偽的に偽妊娠を誘発できることは，偽

妊娠の発生機構を考える上に興味ある点である．

　以下，腔および頸管刺激，progesterone投与，銅塩静

注により惹起される偽妊娠について，詳細に記述した

い。

膣壁・頸管刺激による偽妊

　　すでにLong，　Evans1）（1922），　Meyerら32）（1929）

は頸管のガラス管刺激により偽妊娠を起すことを報告し

たが，De　Feo3）（1963）は頸管部を軽打することにより

容易に高頻度に偽妊娠が起ることを報告した．さらに
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第2表　膣・頸管刺激による偽妊娠発現率（％）

ラットの種類

Holtzman

Long－Evans

Wistar

発　情：期

細轍鷺
100

83

100

94

83

83

100

100

100

情間期

昭和43年1，月1日

　発

対照

現と同様であり，新鮮黄体の存在する発情期には容易に

偽妊娠になりやすい環壇にある．

60

57

43

　5秒　10秒
1刺激　　刺激

銅塩静注による偽妊娠

78

50

86

80

60

86

（De　Feo．　V．　J：　Endocrinology　79；440、1966
］こり）

DeFeo33）（1966）は前の方法が煩雑であり，施行する人

によbその頻度が異るなどの欠点を補足するために，電

気的に振動する器具を考案し，ほぼ100％に偽妊娠を起

すことに成功した．彼の実験によると，第2表のごとく

発情期には単に振動器を膣に挿入することのみで偽妊娠

を起し得ることができることより，腔壁または子宮頸部

壁内にある刺激受容器が容易に刺激されることを意味し

ている

　恐らく膣または子宮頸部への末梢刺激が上行し，中枢

神経系を介して下垂体よりのprQlactin分泌に関与する

のであろう．近年末梢神経の切断および中枢神経遮断に

よりこの刺激の伝導路について考察されている．

Progesterone投与による偽妊娠

　またprogesterone投与による偽妊娠の発現は，偽妊

娠の発現の機構を考える上に，progesteroneのfeedb－

ackの問題を考慮するとまた興味深い．

　Everett2）（1963）は4，5目性周期のラットの発情期に

progesteroneを投与して更に膣スミァを観察した群と観

察しなかつた群にわけて考察し，5日周期ラットで膣ス

ミアを観察した群に11例全例に偽妊娠を認めた（第3

表）．なおRothchildら14）（1963）もprogesterone　10mg

第3表　Progesterone投与による偽妊娠発現率

膣スミアを観察　膣スミアを観察
した群　　　　　　しない群

　Fevoldら34）（1936）以来，銅塩が家兎に排卵を誘発

することはよく知られ，多くの研究者によりその作用機

転について研究されて来た，

　一方，ラットにおける銅塩の作用に関しても，Dury

ら20）21）（1941，1943）は酷酸銅を発情期ラットに静注し

て高頻度に偽妊娠が起ることをのべ，更にestrogen投

与により発情後期，発情間期にも偽妊娠を起すことがで

きると報告した．

　最近，著者らはこの問題に詳細に検討を加え4日周期

ラットでは間期0／6，早期の発情前期2／10，後期の発情

前i期3／7，発情期10／10，発情後re　6，8の率に，5目馬

期では第1日目問期1／5，第2日目間期0／5，早期の発

情前期0／8，後期の発情前期27，発情期8／8，発情後期

6／7の割合に偽妊娠を示した（第1図）．なお，種々の条

第1図　成熟雌ラットの各性周期に16mg／kg
　　　　銅塩を静’F一した時の偽妊娠発現率

　100

ま

専

辮50

導

　　　　間期（1）　間期（2）早朝発情夕方発情　発情期　発情後期

　　　　　　　　　　　前期　　前期

件で作成した持続発情ラットでは排卵を誘発せず，この

ラットに少量のLHで排卵させその数時間前後に銅塩

を静注すると偽妊娠になる事実および銅塩静注が著しく

排卵を抑制しないなどの実験成績より，銅イオンは選択

的に視床下部のprolactin分泌抑制因子を抑制してpr－

01actin分泌を促進していることを明らかにした．

Progesterone

投与量（mg×日）

4日副認
5日周期10×1

使用ラ偽妊娠使用ラ偽妊娠
ット数ラット1ット数ラット
12

25

11

9（75％）

18　（72％）

11（100％（

9

25

15

1（11％）

10（40　o，6）

13（87？も）

　（Everett，　J．　W．：Nature，198；695，1963　kり）

を後いろいろの性周期に投与して偽妊娠の発現率を観察

し，発情前期で35％に，発情期に91％，発情期間に

65％それぞれ偽妊娠が発現したことを報告している．

したがつてprogesterone投与による偽妊娠の発現は，

新鮮黄体の存在する発情期に最も高頻度にみられる．こ

れは前述の腔，頸管刺激と後述の銅塩静注時の偽妊娠発

偽妊娠黄体の特徴

　通常性周期における排卵後の黄体と，偽妊娠時の黄体

との相異は，形態学的には黄体中の黄体細胞の変化によ

り区別され，機能的にはprogesteroneの分泌充進によ

り区別されている．

　漸次，黄体機能が消失すると次の発情周期が発来する

が，黄体の機能は偽妊娠の終了2～3日前に消失しなけ

ればならないはつである35），黄体の機能消失時には，黄

体細胞の空胞形成がみられ，末梢毛細血管も縮少するよ

うになる．かくして黄体より形成されるprogesterone

貞
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は消失し，estrogenの分泌充進により次期発情性周期が

起る．

偽妊娠中の下垂体FSH，　LH含有量

　偽妊娠の下垂体中LH含有量はその発現機序を考え

る上に重要である。Rothchild36）（1962）は最初に偽妊娠

中の下垂体総gonadotropin含有量が増加すると報告，

その後，Schwarzら37）（1964）は下垂体LH含有量が

増加するとし，van　Reesら38）（1965）も偽妊娠7日目

の下垂体FSH，　LH含有量ともに最高に増加することを

認めた．

　一方，これら下垂体FSH，　LH含有量の増加は血中の

progesteroneの上昇にもとつくものと考えられ，　van

Rees39）（1959）は1目progesterQne　l　mgまたはそれ以

上投与することにより下垂体FSH含有量が増加するこ

と，さらに1日6mg以下のprogesterone投与により

LH含有量も増加することを報告した38）．しかし．血中

FSHは偽妊娠後は上昇しないが，12日目の偽妊娠では

著明に増加していることを示した．これはprogesterQne

により抑制されていたFSH分泌が急速に起つたためと

考えられよう．

非妊子宮偽妊娠黄体

　一般にモルモット（Loeb40）（1923），ブタ（Du　Mesnil

Du　Buissonら41），1959），羊および牛（Wiltbankら42），

1956）などの非妊子宮は黄体の退化を促進するように働

いていることは，正常性周期時に子宮を摘出すると著明

に黄体期が延長することから明らかである．また，ラッ

ト（Bradburyら4s）1950，　Perryら44）1961），ウサギ

（As　dellら45）1933）での偽妊娠子宮の摘出も同様に偽妊

娠黄体の寿命を延長することができる．このことは子宮

自体に黄体消退作用があると考えられる．Malvenら46）

（1965）は種々の黄体機能下で，牛の子宮内膜の水および

エーテル抽出液を子宮摘出偽妊娠ラットに投与し，黄体

の寿命に関係がないことを報告した．またBarleyら47）

（1966）は同側の卵巣・子宮の一側摘除は影響ないが，反

対側の卵巣子宮を摘出すると偽妊娠が延長することよ

り，子宮の卵巣黄体機能の短縮作用は近接せる卵巣のみ

であることを示し興味ある点である．

偽妊娠の発生機転

　以前は排卵と偽妊娠を調節する機構は基本的には同一

であると考えられていた。事実，ウサギやネコは精管切

除雄と支尾して排卵，偽妊娠となるからである．

　しかし，自然排卵のあるラット，マウス，ハムスター

などでは偽妊娠になるためには少くとも他の刺激が必要

（17）　17

である．ここで問題になるのは，排卵には下垂体前葉よ

りLHの急激な放出が短時間の間に行なわれる必要が

あり，黄体の維持にはLTH（ラット・マウスではpr－

olactinと考えられている）の持続分泌が必要であるこ

とである．

　一般にはprolactinの分泌充進している時には，　FSH，

LHの分泌がある程度抑制されており，これは黄体より

分泌されるprogesteroneのfeed　backにより下垂体の

prolactin分泌が促進されると同時に，　FSH，　LHの分泌

が抑制されると考えられるからである．事実，proges－

teroneの投与によs一偽妊娠が起り，この期間には，　LH，

FSHの分泌がおさえられ，下垂体含有量が増加してい

ることからも明らかであろう36“39）．

　したがつて偽妊娠の調節機転には中枢神経系の関与が

推定される．すでに，正常性周期においては下垂体より

prolactinの分泌が抑制されていることは明らかであり，

視床下部抽出物中にprolactin分泌抑制因子（prolactin－

inhibiting　factor）の存在が明らかにされて来ており，正

常状態ではPIFの分泌がprolactinの分泌を抑制して

いると考えられている．

　一方，すでに視床下部の電気刺激が排卵を誘発させる

ことが古くより知られていたが，Harris24）（1936）はラ

ットの頭部に通電することにより偽妊娠を誘発すること

を報告以来，視床下部が重要視されるに至つた．

　近年，Everett48）49）（1962，1964）は偽妊娠の作用部

位について考察し，preoptic　areaの電気刺激的破壊が

排卵と誘起することはできるが，偽妊娠を起すことがで

きないことを認め，この部は排卵機構に関係するが偽妊

娠の機構に関係ないことを見出した．さらにEverett

ら50）（1966）はdorsomedial　nucleusと中部視床下部に

関連した部位の電気刺激で排卵を起すことはできないが

偽妊娠を起すことを報告した．したがつてこの周辺に偽

妊娠に関連した中枢の存在が考えられる．

　なお，delayed　pseudopregnancyの存在はPIFとLRF

の存在が別個のものであることを示すよき現象であり，

またその反応作用機構も別個であることを物語つてい

る．Everettら51）（1967）は同様に発情前期ラットに

pentobarbitalで麻酔した後にdorsomedial・ventromedial

nucleusの一側電気刺激か，または刺激翌日薬物を投与

した例に数周期おくれて偽妊娠になることを見出するこ

とが多いとのべ，prolactin分泌機構が数周期持続して

作用して偽妊娠に移行することを示している．

　したがつて，偽妊娠の発来機序は，ある特定の刺激が

dorsomedial　nucleus周辺に作用してPIFの分泌を抑制

することにより，下垂体よりprolactinが分泌され，黄

体が賦活されて偽妊娠になるものと思われる．また偽妊
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娠の維持および消退には黄体より分泌されるprogest－

eroneが関係している．

結　語

近年，生殖生理学の胎頭は神経内分泌の研究分野も含

め著しく進展した．とくに排卵機構に関する研究は多く

なされ，ほぼ判明しつつある．一一方，排卵現象と極めて

類似しているが，表裏をなすものとして偽妊娠の問題が

あり，間脳，下垂体，卵巣，子宮系の機能環をなして円

滑に行なわれている．この機能の相関とそのからくりは

生殖生理学の研究分野で極めて興味ある点であり，生体

の神経内分泌相関を理解する上に重要な点である．今後

排卵現象のみでなく偽妊娠の機構も解明されることを期

してやまない．
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Review　of　pseudopregnancy　in　the

　　　　　　reproductive　physiology

　　　　　Masakuni　Suzuki，　M．】D．　and

　　　　　　　　Masahiko　Hiroi，　M．1）．

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

　　　　　Niigata　University　School　of

　　　　　　　　　Medic三ne，　NIIGATA

　　　　Pseudopregnancy　is　an　interesting　Phenomenon

as　well　as　ovulation　in　the　reproductive　physio－

Jogy．　But　little　review　was　reported　in　Japan．

（19） 19

The　authors　attempted　to　survey　this　phenomenon

from　recent　publication　including　our　own　experi－

mental　results．

　　　　Pseudopregnancy　is　ordinarily　characterized　by

the　presence，　in　nQn－pregnant　animals，　of　corpora

lutea　which　remain　functional　for　periods　longer

than　those　in　cycling　anima1．　Pseudopregnancy

has　been　reported　to　result　frorn　the　apPlication，

at　apPropriate　time　in　the　estrous　cycle，　of　a　num－

ber　of　agents　and　stimuli．　In　this　paper　especially

nlechanical　stirnulation　of　vagina　and　cervix，　injec－

tion　of　progesterone　and　copper　were　described

precisely．

　　　　After　concideration　on　the　mechanism　of　pseu－

dopエegnancy，　it　was　suggested　that　dorsomediaL

ventromedial．　arcuate　nuclei　complex　in　the　hypo－

thalamus　might　be　stimulated　by　these　stimuli，　then

prolactln．inhibiting　factor　in　the　hypothalamus　might

be　inhibited　and　prolactin　might　be　secreted　from

anterior　pituitary　gland．

亀
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合成Progestin，　Estrogen投与時におけるウサギ

の血清Transaminaseの推移について

Synthetic　Steroid　Administration　and　Serum

　　　Trans　aminase　Activity　in　Rabbit

京都府立医科大学産婦人科学教室（主任

徳　　田　　源　　市

　　Genihi　TOKUDA

藤　　井　　英　　子

　　Hideko　FUJII

　　　　　徳田源市教授）

村　　上　　　　旭

　Akira　MURAKAMI

太　　田　　　　宏

　　Hiroshi　OHTA

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Kyoto

prefectural　University　of　medicine，　Kyoto　Japan

　最近経口避妊をはじめとして婦人科的に頻用されるようになつた合成Progestinや合成Estrogenの肝に

およぼす影響を観察するために，ウサギを用いて血清トランスアシナーゼ（T）の推移を検討した，

　血清TはPregnane系Progestin投与では上昇せず，　Estvane系Progestinの17α一ethyl，17α・ethinyl，

を有するものに著明な血清T．上昇作用が認められた．Estrogenのうち17α一ethinyl　estradiolおよびその

3methyletheIはNorethinoroneの1／20～1／50の量ですでに著明な血清Tの上昇を来たす．この血清T上昇

効果は17位にalkyl基を有しないSteroidal　estrogenにも，またnonsteroidal　estrogenにも認められず．

estrogenic　activityとは無関係である．

　これらSteroidによる血清T上昇効果はCorticoidの併用により抑制し得ることや肝細胞の変性の程度と

血清T上昇が平行せぬことからも肝細胞膜透過性充進による遊出によるものが最有力視される．このような

血清Tの上昇はいずれも投与中止により速やかに前値に復し，一過性のものでSteroid投与に当つて異常を

もつとも早くとらえる指標として重要な意義を有すると考えられる、

直

まえがき

　1947年Wernerらが7例のmethyl　testosterone投

与による黄疸発現の報告をして以来，Steroidことに

Anabolic　Steroidによる黄疸，種々の肝機能検査値の異

常，たとえば，血清Transaminseの上昇，　BSPの

retentionなどが報告され，さらには組織学的にも肝の

cholestasis，毛細胆管の拡大と数の増大，　microvilliの

数の減少，blebformati・nなどが報告2）3）4）されている．

最近19－Norprogestinが産婦人科領域においても経口避

妊薬として使用されるようになりその副作用ことに肝に

およぼす影響について種々の検討がなされている．

　今回われわれは種々の合成ProgestinおよびEstro・

genをウサギ，および婦人に投与し，これらSteroidの

肝に対する影響のうち最も早くかつ著明に現われるもの

として知られている血清Transaminaseの推移について

検討した．婦人における成績は別報にゆずり，今回はウ

サギについての成績を報告する．

実験方法

　体重25009から30009の雌成熟ウサギを飼育条件を

一定にして使用した．採血はウサギの耳静脈より行な

い，一定時間冷暗所に保存した後血清を分離し24時間

以内に実験に供した．使用ReagentはSigma社の

Serum　Glutamic　pyruvic　acid　Transaminse（SGPT）

Serum　Glutamic　oxaloacetic　acid　Transaminase（SGOT）

測定用Kitを使用し，測定法はReitman・Frankel5）法の

変法，Sigma－Franke16）法により比色定量を行なつた．
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　薬剤は経皮投与の場合はゴマ油に溶解し，1日0．5ml

を背筋に注射した．経口投与は錠剤を投与し，えん下す

るのを確認した．スケジュールに従つて遂日的に採血

し，適時失血死させ，肝の3葉中の一定の一葉を組織学

的検討に供したのち，30～50mlの生理的食塩水で門脈

より灌流し肝の一部をHomogenizeし遠沈，その上清

のTransaminase（T）値を測定した．

　Transaminase測定に関する基礎的検討

　1）標準曲線

　Sigma　Technical　Bulletin6）7）8）9）10）11）12）にしたがつて

検量曲線を求める．α・Ketoglutarate，　Pyruvateはそれぞ

れ385mμ7），445　mμで最大吸光を示すので，測定時Py－

ruvateのPeakの周辺では残存基質の測定値への影響

が大きい．505mμにおいては感度は劣るが残存α一

Ketoglutarateの影響が少ない．この測定可能範囲は，

Optical　density（o．d．）O．3・－O．5の問で0．5を越えると

きは稀釈して測定しなければならない．

　2）　　試料の溶血の影響

　赤血球中には大量のTransaminase（特にGOT）が存

在することが知られている．ウサギにおける溶血血清が

T測定値におよぼす影響について観察するため，ウサギ

血球を溶血させた後倍進稀釈し，シアンメトヘモグロビ

ン法にてHbの比色定量を行なうとともに稀釈液のG－

OT，　GPTを測定した．ンシアンメトヘモグロビン法で

測定不能の濃度ですでに著明なT（ことにGOT）の上

昇が認められ，545　mFtでo．d．0．03以上になると主成

pyruvate，　Oxaloacetateはpeakに達する．したがつて

溶血した試料はすべて除外した．さらに血清が脂肪血の

ため混濁することがあり，比色法が不正確となるため採

血の前5時間以上絶食させた．

　3）　測定値の正常範囲について

　合計90匹のウサギの薬剤投与前値を総合し次の値を

得た．すなわちGPTは32．7±4．3，（mean±SE）．，　GOT

は26．2±4．6である．したがつて本報告では，S－F　unit

50以上を上昇，100以上を著明に上昇とした．

　4）採血による影響

　対象ウサギのT値を隔日に採血して測定したがほとん

ど変化は見られない．またENT製剤として投与した

Norlutenの賦形剤を経口投与し血清Tを測定した結果

もやはり変化を認めなかった．

使用Steroidの略語表

∠6RP：　6・dehydro－retrQprogesterone

d6MAP：6・dehydro・6－methyl－17一α一acetoxyprogestc－

　　　　　　rone（mepestrol　acetate）

d6CAP：　－Chloro－6・dehydro・17α一acetoxyprogester．

（21）21

　　　　　　one　（Chlormadinone　acetate）

ENT：　17α一ethinyl－19－nortestosterone　（Norethir1－

　　　　　　drone）

Et〕NT：　17α・ethyl－19nor－testosterone

AIEL：　17α一allyl－estrenol

EED：　17α一ethinyl・estadiol

EE3Me：17α一ethiny1－estradiol－3－methylether

　　　　　　（Mestranol）

ED：　estradio］－17β

EDbenz：estradiol－benzoate

成　　績

　1．血清Transaminaseの推移について

　（i）Pregnane系合成progestin投与

　Pregnane系のd6RP（5～10　mg／day）d6CAP（4mg／

day）46MAP（4　mg／day）について実験したがどの揚合

もSGOT　SGPTの上昇は見られなかつた（表1），その

表1　各種　Steroid投与時のウサギ血清T

投与薬剤 投与量 血清Transaminase

5mg →　　一一ラ
△§RP

10m9 一→　　一う

△ρMAP 4mg 一→　　→

△PCAP 4mg ／　／
5mg 一→　　一今

AIEL
10mg

一〉　一→

Predni

　－solone
5mg →　一→

Nor－
ethand

　－rolone

10mg 倉ブ→→

→：不変　　　　↑：上昇

／：やや上昇　　↑：著明に上昇

推移をd6RPを代表として示すと図1のようである．

　（ii）Estrane系合成Progestin投与

　ENT　2．5mg投与では血清Tの上昇を見ないが，5mg

投与では投与開始後3－－5日で著明な上昇を来し，投与

を継続すると約2週間で自然に下降，投与終了後すみや

かに旧値に回復する（図2），（図3）．

　さらに大量の10mg投与では確実な血清Tの上昇を

示す．EtNTもウサギ血清Tの上昇を招いたがAIEL

によつてはこの効果は認められなかった．

　（iii）Estrogen投与
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　図1　A6RP経口投与時S－GOT　S－GPT
　　　　　　　（成熟♀ウサギ）

　　　謁8：ll・…＝．

　　　　　　　　　　　　　　　　　°S・GOT
lgl畏8：ll＞1…＝　　　・s・GPT
unit

100

0 Ae　RPsmg×18日および10mg×20日

昭和43年1月1日

かった．

　しかし17α一ethiny1－estradiol（EED）およびその3－me－

thy1・ether（EE3Me）は経皮および経口投与のどの場合

でも血清Tの上昇が認められた（図4）．

S．F．
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200
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〆 　／／　／ ／／　　　／／

前 10 20　日

図2　ENT経口投与成熟♀ウサギS－GOT　S．GPT
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S．E
unit
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図4　EE3Me経口投与ウサギS－GOT　S－GPT
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図3　ENT経口投与ウサギS－GOT　S－GPT
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　まずSteroidal　estregenにっいて血清Tの推移をみる

と，EDbenz　1～2mg〆day，　ED　valerianate　1～2mg／day，

Premarin　5　mg／dayの投与では血清Tの移動はみられな

　　　　　くンφ＼

10

　　／！　／ンPredniso】One5mg・3rl

15　　　　　　　　20　　　　　　　25　　口

　non－steroidal　estrogenとしてHexesterol　diacetate

を投与したが，2．5mg／dayの経皮投与では変化がみら

れず，3mgという大量経口投与で軽度の上昇傾向がみ

られた．今まで述べてきたEstrogen製剤のウサギ血清

Tにおよぼす効果を量的に比較してみると表2のよう

表2　合成Progestins，　Estrogens投与ウサギ

　　　のS－GOT　S－GPTの変動

　　　投与量

薬剤
mg

O．08 0．1 0．16 02 1．0 2．5 3．0 5．0 10．0

ENT ：＝，

一一

曹

介

EE　3Me内
附一 中

曾 堕倉 1’齢

EEヨMe筋 ’倉

EED　1脚1 ；’倉 50S．Runit＞　＿レ

EED　P ’一 倉一1 50＞投与前値くノ
EDbenz・「」 ニ 50～100　　　↑
EDbenz　l：エ ニ 100〈 倉

EDvaLl凸 ：

　面
s

ニ

Hexesteror」
ラ

7　　　　　　　　　　m

ア

になりethinyl　estradiolとMestranolに強く，17α一

alkylated　estradielに特異のように思われる．

　（IV）Prednisoloneとの併用投与

　Transaminse等の酵素の肝細胞よりの遊出はCorticoid

の投与により抑制されることが知られている．そこで

Prednisolone　5　mgをENTと共に投与すると血清T上

昇の抑制がみられるが（図5），0，16mg　mestrano1投与

時の血清T上昇を抑制するためにはさらに大量を要する

L

k

曜
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　　　　　　　　　　Transaminaseの推移について

図5　ENT，　Prednisolone併用投与ウサギ

　　　　　　S－GOT　S－GPT

NO．21－
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GOT→－
GPT　＿x＿
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図6　ENT投与ウサギS－GOT　S－GPTに
およぼすPrednisoloneの効果

×1［；’‘fli

前 5 10 20 ENTsmg×18日

、X

ようである．またいつたん血清Tの上昇したものに3日

間Prednisolone　5　mg／day添加投与すると血清Tは急激

に上昇し，ついで2日以内に正常値にまで低下したもの

が6例中4例にみられた（図6），（表3）．これらの抑制

効果はA6　MAPにも認められ（図7）．0．2mg／dayの

Mestrano1と併用投与すると血清Tの上昇は遅れ，不著

Prednisolonesmg×3日

9
垂

藁

葺昌

聾

§

量

　表3　併用投与のウサギ血清T＊の変動

＊T：Transaminase

投与・薬剤 血清Tの擢移 裂

EE3MeO．16mg＋Prednisolone　5mg×15口 倉倉
↑↑

4

〃　　0．2mg十△6MAP4mg×15日 ： 2

ENT5mg十Prednisolone5mgX20日 ； 2

EE3MeO．08mg×10日後Prednisolone
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5mgx3Lr

↑　倉　↓
十　倉　十

2

チ　　　0．1mg×10Ll後Pred．5mg　X　3日
→・　↓　争

ノ　　壷　卓
2

グ　　0．2mg×10日後△δMAP4mg×3日
／　＼　一｝

／　＼→，
2

ENT5mgX20日後Pred．5mg×3日

　　　ノ　　倉　＼
　　　／　　合　＼

P。投一与前一中一後

2

※T；Transaminase

明となる．しかしMestranolにより血清Tの上昇した

ものに投与した2例ではPrednisoloneにみられたよう

な上昇は認められなかった．Prednisolone　5　mg単味

投与ウサギでは血清Tの変動は認められなかった（表
1）．

　（V）　再投与とCc14による肝障害時の投与前回著明

な血清T上昇を認めたウサギに一定の休止期をおいて同

量のENTを投与すると図3に示すようにその上昇は前

回程著明でない．このことは図8に示したようにENT

2．5mg／day投与後5mg投与を行なつたものにも同様な

傾向がみられた．そこで6％Ccl40．5　ml　／day　15日投与

によりあらかじめ肝障害を起こしたウサギにENTを投

与したが，その血清T上昇は健常ウサギと比較しかえっ

S．F．

unit

100

前 5 10 15 20　日

図7　EE3Me　O．2mg，　A6MAP　4　mg併用投与

剛

s．F．un］t
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△6MAP　4mg

15　H

図8　成熟ウサギS－GOT　S－GPT

　一’一■－S－GOTNO．6
　－－s－S－－GPT

El　Tsmg’KIS口

と段
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て不著明であつた（図9）．

　2．　ウサギ肝ホモジネー一ト中のGOT　GPT

　ウサギ肝ホモジネートの上清中のGOT　GPTの値を

と殺時血清Tのそれぞれの値と対比して示すと図10の

ようで特に相関関係は認められない．また投与中血清T

上昇持続目数と肝ホモジネート中T値の関係（図11）

も10目以上GPTの持続上昇を見たものに肝ホモジネ

ー ト中GPTの低下が認められた以外はやはり特に相関

は認められなかった．
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　3．肝組織所見

　肝組織所見の一部を写真1～6に示したがMestranol

投与群にやや強い周辺部脂肪変性が特異的である以外

は，一般に軽度の滴様変性，脂肪沈着などが見られ，

ENT，　EE3Me．　EEDの投与初期には，　Kupper　cellの

増多と円形細胞の浸潤が見られるが，これは非特異的と

考えられ，長期投与によりむしろ不著明となる．細胞変

性像はENT大量投与のものにより著明に認められるが

この変化は可逆的で投与終了後10～20日程度でほとん

どもとに復するようである．なおCholeg．　tasisの像は全

例に認めることはできなかつた．

写真3　No．31：Norethindrone　5　mg　x　10日

　　　　投与後肝細胞の変性像

禎4N°・　75： 雌鑑』誰，m、〉寵後
　　　　著明な変化は認められない
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写真g　No．3：Norethindrone　2．5mg×48日
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日投与，sinuso三dの拡張以外の著明な変化なし
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考按ならびに総括

Steroidによる肝障害はWernerのmethyLtestost－

eroneによつた報告にはじまり，その後anabolic　steroid

投与患者における肝障害がその不快な副作用として注目

されるに至つた．

　これらstereidによつて起こつた肝障害の特徴とし

て，BSPのconjugatd　formのretentionや，血清T

の上昇，Biopsyによる組織診2）では，　intrahepatic　ch－

olestasisの像が見られ，電子顕微鏡によれば，　bile　ca－

naliculiの拡大，　fragmentatien，　microvilliの消失，ま

たLysosomeの変化などがあげられている．

　Scherlock14）は胆汁ウツ帯性黄疽を起こすSteroidを構

造的に考察し，17α・位のalkyl・gr・upを持つものが密接

な関係を持つているらしいと報告した．各種Progestins

投与時におけるStero三d　Jaundiceの報告は多数見られ

るが15）16）17）18），どれも17α・ethynyl－estrane系Steroid

による揚合である．これらの報告はそのほとんどがヒト

に関するもので，動物実験ではラットを用いたものが多

く，ウサギに関するものでは本邦高橋らの報告が見られ

るのみのようである．

　Taupitz2e）らは雄ラットを用いて，　Diethyl　stilbeste一

はtotal　proteinを減少させ，　DEは増大させる．また

alkalinephosphataseはDSTPとDSTでは上昇，　DE

では減少すると報告している．Klatskinはmethyl－

testosterone，　Norethandroloneはヒトに十分な量を投与

すると，一定の機能障害と一定の部位がおかされHe－

patotoxin様であるが，実験動物には同じ効果をつくる

ことができないと報告した．

　しかしSchaffner，　PoPPer3）らはラットにNorethan－

droloneを経皮的に投与し電子顕微鏡で検討している．

それによると，bile　canalicli，の拡大，　bileのblebfo－

rmation等のintrahepatic　cholestasisの像が見られ，さ

らにglycogenの貯溜，組織間瞭の拡大を観察してい

る．植田22）らは雌ラットを用いNorethindrone（ENT）

とMestran・1の合剤を投与し，と殺直後には肝実質細

胞の腫張，腫大が見られるが，投与中止後100日を経た

ものでは，この変化は見られなくなつておりこれらの変

化は可逆的なものであろうと述べている．

　高橋19）は合成Progestins投与時ウサギ血清Tの動向

を検討しENT，　EtNTなどが著明なGPTの上昇を起

こすことを報告した．

　われわれも合成Progestinsについて検討しENT，

EtNTはSerum　Tの上昇を起すが，　Prognane系Pr・

ogestinの∠6RP，∠6MAP，　A6CAPなどはこの効果を全

く持つてV・ないことを確認した．MestranolやEEDは

表2に示すようにENTにくらべて非常に少量で著明

な血清Tの上昇を起こす．このようなEED，　Mestranol

は現在市販されている合成Progestin剤の多くに添加さ

れているものであり，さらにENT，　ethinyl　estreno1な

どのestrogenic　progertinは，生体内でEEDに転換す

ることが証明されており，量的にENTのi／20～1／50の

EEDに同様の効果が認められることは，これら17α一

alkylated　19－norster・idの血清T上昇効果は生体内で転

化生成した17α一alky】ated－estradiolが関与していること

が推定できる．しかしこのウサギ血清T上昇効果が生物

学的estrogen作用と関係ないことは，17位にalkyl基

を持っていないSteroidal　estrogenにこの作用が認め

られないことからも明らかである．

　non－steroidal　estrogenであるHexesterolでも大量

で血清Tの変化が認められたが，Mestranolのように著

明な変化を起すことはなかつた．種々の合成Progestin，

Estrogenの量と血清Tの推移をまとめて示したのが表

2であるが，薬剤量についてその上昇効果の大小，効果

を示すに至らない臨界量とも云える量がある．もちろん

個体差があるため正確な量については言えないが，ENT
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では1ウサギあたり5mg以上，　EED，　EE3Meでは，

1．Omg以上あれば，大よそ効果が見られると考えてよ

いようである．

　血清Tは大部分を肝に起因する遊出酵素の1つと言わ

れているがその血清酵素遊出機転について，Ill村24）らは

次の5点をあげている．

　①細胞の酵素産生過剰

　②　肝細胞の膜透過性の充進

　③変性または壊死細胞からの放出

　④血中酵素の活性化あるいは阻害物質による変化

　⑤肝以外の臓器組織に源をもつ酵素の血中への放出

　これについては肝に特異的とされているSorbitol　de－

hydrogenaseも合成Progestin投与ウサギでGOT　GPT

と平行して上昇し，しかも肝Homogenate中では著明

に低下するという高橋の成績，および血清T上昇ウサギ

と非上昇ウサギとを比較すると組織学的に特に目立つた

変性壊死が認められないこと，さらにPrednisoloneの

併用投与によつて血清Tの上昇が抑制される傾向がみら

れること，などから一応肝細胞の膜透過性の充進による

遊出と考えられるが，実験成績で示したように血清T上

昇時の肝Homogenate中のT値の低下が証明されず，

さらに肝細胞中では大量に存在するGOTが血清中では

GPTよりかえつて低値であることは，血中酵素のGPT

activatorの活性化によることも考慮されるべきである．

　組織学的にはさきにも述べたように光学顕微鏡所見で

いろいろの一過性の変化が認められたが，血清T上昇と

平行する特異な変化は認めることはできなかつた．しか

しこれも電子顕微鏡によつてはヒトやラットにみられる

ようなbile　canaliculi，　Lysosomeの変化が認められる

のかもしれない．

　一般のSteroid　jaundiceに認められるChelestasisの

像はわれわれの実験した範囲においてウサギでは認める

ことができなかった．

　Corticoid併用投与によりNorethindrone，　Mestranol

の血清中T上昇効果が抑制されることは前述のとおりで

あるが，これはCorticoidにより膜透過性が低下するた

めと考えられ，Takeda26）らは肝細胞浮遊液を用いた実

験でCorticoid投与時その残留酵素が増加することを観

察している．われわれのMestranolまたはENT投与
ウサギの実験において，血清T上昇後にPrednisoloneを

投与したとき一時的に血清Tが急上昇した原因について

はなお検討を要するが，Corticoidは肝，膵等の臓器中

T（ことにGPT）の上昇がおこることも知13）27）られてお

り，時に血清Tの上昇がおこることも知られている．こ

のことが何らかの関係を持つているのかもしれない．

　次に生物学的に同じく　Progestational　Compoundに

昭和43年1月1日

属するpregnane系の∠6MAPは併用投与によつて，

MestranoIやNorethindroneの血清T上昇作用を抑制

する効果を持つている．類似のmedroxyprogesterone

acetateは副腎萎縮効果や胸腺萎縮効果などのCorticoid

様作用を持つているが，∠6MAPにはこのような生物学

的なCorticoid様作用は非常にすくなV・と考えられてお

り，その血清T上昇抑制効果は特異な作用として興味深

い．またMestranol投与によりすでに上昇したウサギ

に引き続いて投与してもPrednisolone投与のさい見ら

れたような一過性の上昇は認められなかつた．今後例数

を増して検討したいと考えている．

　次にNorethindroneの長期間投与では図3に示した

ように，投与中にもかかわらず次第に血清T値は下降す

るが，再投与，再々投与とくりかえすことによつても血

清Tの上昇は不著明となる．さらにCCI，によりあらか

じめ，肝障害を起こしたウサギでもNorethindrone投与

による血清T上昇は軽度になる傾向が認められた．この

現象はヒトにおけるNorethindrone，　Mestranolの反ふ

く投与が悪心嘔吐などの副作用を軽減する“なれ”の

現象ともいうべき効果と考えあわせて興味深い．いずれ

にしてもこのような血清Tの変化は一過性のものであり

これらSteroid投与に当つて異常を最も早くとらえうる

指標として重要な意義を持つものであると考えられる．

　以上総括すると，ウサギにおける血清Tの変化は：

　1）Norethindrone　2．5mg投与では変化を認めなV・。

　2）Norethindrone　5　mg投与で著明な上昇を示すも

のが多い．

　3）一たん上昇した血清Tは投与を継続しても次第に

下降し，投与中止後すみやかに，旧値に復する．

　4）　長期投与後休止期をおいて再投与するとその上昇

は初回投与時程著明でないsまた2．5mg長期投与後に

5mgを行なつてもこの傾向がうかがわれる．

　5）Pregnane系合成progestinsおよびnatural　est－

ogenの投与では変化しない．

　6）　Noethindroneと同時にPrednisolone　5　mgを投

与すると上昇抑制傾向が見られ，A6MAP併用投与によ

りその上昇が抑制された．

　7）Mestranol，　Norethindrone投与による血清T上昇

後Prednisoloneを投与すると，一時的な血清Tの上昇

（とくにGPT）にひきつづいて急速な下降を示すもの

が認められた．

　8）CCI・により肝障害を起こしたウサギにENTを

投与するとその血清Tの上昇度は軽度となる傾向があ
る．

　9）　肝ホモジネートT値はと殺時T値と比較して相関

は認められず，ただ上昇持続日数の10日以上のものに

専
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GPTが低い傾向が見られた．

10）肝組織はいずれも一過性の変化とみられる，脂肪

沈着，滴様変性が見られたのみで，ただ，Mestrano1に

特異的と思われる周辺性脂肪変性が認められた．
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Synthetic　steroid　administration

　　　　and　serum　transaminase

　　　　　　　aCtiVity　in　rabbit

　　Gen・ichi　Tokuda，　Akira　Murakami，

　　　　Hideko　Fujii　and　Hiroshi　Oota
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　　　　Kyoto　Prefectural　University　of

　　　　　　　　Medicine，　Kyoto，　Japan

（27）27

　　　　In　recent　years，　synthetic　steroids，　especially

progest三n　and　estrogen，　are　widely　used　in　gyneco・

logical　fieユd．　During　the　steroid　therapy，　however．

many　investigators　reported　the　Bromsulfalein（BSP／

retention，　the　elevation　of　glutamic　oxaloacetic

transaminase　（GOT）and　glutamic　pyruvic　trans．

aminase（GPT）in　serum　levels　and　the　intrahepatic

cholestasis．

　　　　In　this　experiment．　various　sterolds　were　glven

daily　for　10－30　days　to　mature　rabbits，　and　the

SGOT　and　SGPT　levels　were　estimated　by　Sigma－

Frankel　method．

　　　　Changes　in　SGOT　and　SGPT　were　not　ob－

served　during　the　oral　administration　of　pregnane－

series．progestins（Dydrogesterone，　Megestrol　acetate．

C．hlormadinone　acetate），　but　by　the　administratiQn

of　17α一ethynyl－and　17α一ethyl・19－norsteroids，　marked

rise　in　the　serum　level　of　transaminase　was　seen．

The　rise　was　observed　in　Inany　proportion　of　rab．

bits，　when　treated　with　5－10　mg　of　Norethindrone

daily，　but　no　rise　with　the　dose　of　2，5mg．　Oral

and　subcutaneous　administration　of　17α一ethyl1アI

estradiol　and　3－methyl　ether　in　a　daily　dose　of　O．1－

O．2　mg　resulted　Inarked　rise　in　SGOT　and　SGPT

levels．

　　　　It　was　obvious　that　the　estrogenic　activity　of

these　steroids　had　no　collcern　with　serum　trans．

aminase　levels，　since　other　steroidal　estrogen［，Es．

tradiol・benzoate，　Estradiol－valerianate）　and　non－

steroidal　estrogel1　〔Hexestrol）did　not　affect　the

SGOT　and　SGPT　levels．

　　　　The　levels　of　SGOT　and　SGPT　were　not　af－

fected　with　Norethindrone　and　Mestranol，　when

Predniso】one　was　simultaneously　administered　The

same　effect　of　Prednisolone　was　observed　with　Me・

geStrOl　aCetate．

　　　　　The　morphological　examination　revealed　slight

changes　in　the　liver，　namely，　clowdy　swelling，　Iipoid

in丘ltration，　vacuolization　and　increase　of　Kupf〔er

cells．　These　hepatic　Iesions　were　Ilot　characterized

by　the　structure　of　steroid　used，　with　the　excep－

tion　of　Mestranol　which　resulted　characteristic　peri－

pheral　fatty　degeneration．　No　evidence　of　choles－

tasis　could　be　detected　in　tllese　rabbits．　The　levels

of　SGOT　and　SGPT　did　not　correlate　with　above

mentioned　morphological　changes　in　the　liver，

　　　　　The　levels　of　serum　transaminase　decreased

rapidly　to　the　normal　range　after　the　cessation　of

steroid　administration，
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　FSHおよびLH投与後の卵巣アスコルビン酸量から卵巣のゴナドトロピン感受性を判定する新しい検査

法を開発する目的で以下の実験を行なつた．

　（1）正常，月経周期婦人および閉経後婦人にPMSおよびHCGを投与し，投与後の卵巣問質アスコルビ

ン酸を測定した結果，正常．月経周期婦人では，ゴナドトロピン負荷群は無処置群に比し，低値を示すものが

かなりの頻度にみられた．しかるに，閉経後婦人では両群ともに低値を示し，著差は認められなかった．し

たがつて，卵巣のゴナドトロピン感受性は卵巣アスコルビン酸測定により判定できるものと推測し，（1）更

に，正常月経婦人のゴナドトロピン群で尿中エストロゲンを経日的に測定し，尿中エストロゲン増量反応と

卵巣アスコルビン酸と比較した結果，月経問期および月経前期において，約半数例に尿中エストロゲン増量

反応がみられ，増量反応陽性例の大多数は卵巣アスコルビン酸が低値を示し，尿中エストロゲン増量反応は

アスコルビン酸減少反応と推計学的に有意の一致度を示すことが分つた．

緒　　言

　最近，わが国では無排卵症の治療法として閉経期婦人

尿性ゴナドトロピン（以下HMGと略す）あるいは人

下垂体性ゴナドトロピン（以下HPGと略す）が実地臨

床上試験的に使用されるようになり，これら薬剤の強力

な卵胞刺激ホルモン作用により，かなり良好な排卵誘発

成績が報告されるようになつた1）－4）．しかし，従来，排

卵誘発に最も屡々用いられていた妊馬血清性々腺刺激ホ

ルモン（以下PMSと略す），人絨毛性ゴナドトロピン

（以下HCGと略す）に対しては勿論，　HMG，　HPGに

対しても反応しない症例も多く報告されている．これら

の症例では卵巣のゴナドトロピン感受性が極度に低下し

ているものと考えられるが，現在の所，その治療法はみ

いだされていない．このような症例に対し，卵巣のゴナ

ドトロピン感受性の適切な検査法によつて感受性低下を

診断した上で，感受性低下を改善する治療法の開発が企

図されるべきものと考えられる．

　現在，卵巣機能検査法としては，PMS点滴静注後の

尿中および血中エストロゲンの測定5），あるいはFSH

を投与して尿中エストロゲンの増量を証明するか6）7）8），

出血の有無を調べるか9）10），又は頸管粘液の増量を調べ

て卵巣機能を判定するFSHテストが行なわれている．

しかし，これらの検査法はすべて，卵巣のエストロゲン

生成に対するFSHあるいはLHの影響を血中に放出さ

れた，あるいは尿中に排泄されたエストロゲンを化学的

定量法又は出血反応，頸管粘液増量反応などのエストロ

ゲンに対する生物学的反応によつてみる方法で，卵巣の

ゴナドトロピン感受性検査法としては間接的な方法で

ある．

　著者は，FSHおよびLH投与後の卵巣アスコルビン

酸を測定することによP，直接卵巣でみられる変化を指

標として，ゴナドトロピンに対する卵巣感受性を検査す

る方法を開発せんとして，ここに，卵巣感受性と卵巣ア

スコルビン酸との関係を考察し，更に，卵巣アスコルビ

ン酸の変化と尿中エストロゲン増量反応とを比較し，卵

の
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巣アスコルビン酸測定が卵巣感受性検査法として妥当で

あるかどうかを検討した．

第1章　卵巣のゴナドトロピン感受性と卵

　　　巣アスコルピン酸について

　卵巣のゴナドトロピン感受性と卵巣アスコルビン酸と

の関係を検討するために以下の実験を行なつた．

　　　第1節　実験材料および実験方法

　実験対象は東北大学医学部附属病院産婦人科の入院患

者で，子宮附属器摘除術を行なつたもののうち，月経正

順な婦人34例（無処置群17例，ゴナドトロヒ゜ン負荷群

17例），閉経後婦人10例（無処置群5例，ゴナドトロピ

ン負荷群5例）である．

　無処置群では何らの前処置をも行なわず，又，ゴナド

トロピン負荷群では術前にPMS　4000単位およびHCG

4000単位を1目1回宛連続4日間筋肉内に混注し，注射

終了後2～5日目に附属器摘除術を行ない，摘除卵巣に

ついて卵巣問質アスコルビン酸（以下アスコルビン酸と

略す）を測定した、

　アスコルビン酸は次の方法で測定した．まず，摘除卵

巣から，白膜，黄体，白体などを含まぬように注意しな

がら卵巣皮質の問質のみを切除し，torsion　balanceで

湿重量を測定し，2．5％メタ燐酸50倍量を加え，氷冷し

ながらPotterのhomogenizerでホモジエネートした．

なお，この際小型のhomogenizerを使用すれば，湿重

量50mg程度の小組織片でも測定可能であり，卵巣襖状

切除などの部分切除による組織片でも充分測定できた．

次いで，ホヅジエネートを冷凍遠心器で5000p叫10分

間遠心し，上清についてMindlin・Butlerの方法12）に従っ

て定量し，組織湿重量100mg当りのアスコルビン酸量

で表現した．

　　　第2部　実験成績

　正常月経周期婦人で，月経周期を便宜上，月経後期

（第1目～第10日），月経間期（第11日～第20日），月

経前期（第21日（づと3期に区分すると，無処置群の

アスコルビン酸は，第1図および第1表Aに示す如く，

月経後期に附属器摘除術を行なった場合は低い値を示す

ものが多いが，月経間期以後では高い値を示すものが多

かつた．これに対して，ゴナドトロピン群では，第1図

および第1表Bに示す如く，月経問期および月経前期で

アスコルビン酸値の低いものがかなりの頻度で認められ

た（低値，高値の判定は第2章参照）．

　しかるに，閉経後7ヵ月～10年を経過した婦人で，無

処置群およびゴナドトロピン負荷群のアスコルビン酸は

，第2図に示す如く，ともに低い値を示すものが多く，

正常月経周期婦人における如く，両群の間に著差は認め
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第1図　正常月経周期婦人の卵巣間質アス
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第1表　正常月経周期婦人の卵巣間質

　　　　　アスコルビン酸

　　　　A．　無処置群（例数）

＼＼一　月経周期
アス　＼＼一
コノレビンtlfOk　＼＼＿＼．

低

高

値

値

計

月経後期
　　　　　　　　〔

月経間期月経前期計
　　　　　　　　1

6

1

2

4

0

4

7 6 4

8

9

B．　ゴナドトロピン負荷群（例数）

17

＼＼　月経周期
アス
コルビン酸　’＼

低

高

値

値

月経後期月経問期月経前期 計

0（0）

2（0）

3（3）

4（0）

3（3）！6（6）
5（・）i・・（・）

計　12（・）i7（3）－i”8（・）1・7（7）

（）内は尿中エストロゲン増量反応陽性例数

られなかった。

　したがつて，ゴナドトロピンに対する感受性が正常と

考えられる正常月経周期婦人卵巣および感受性が低下し

ていると考えられる閉経後婦人卵巣でゴナドトロピンを

負荷した揚合にみられるアスコルビン酸の態度が異るこ

とが分つた．

第2章　ゴナドトロピン負荷による卵巣アスコ

ルピン酸の変化と尿中エストロゲン増量反応

　第1章の実験成績から，卵巣感受性がアスコルビン酸

測定により判定できることが推測されたので，更にこれ

と尿中エストロゲンの変化との関係を検討するために，

ゴナドトロピン負荷後の尿中エストロゲン増量反応とア
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第2図　閉経後婦入の卵巣間質アスコルビン酸
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スコルビン酸値とを比較した．

　　　第1節　実験材料および実験方法

　第1章において述べた，ゴナドトロピン負荷群でアス

コルビン酸測定とともに，ゴナドトロピン投与前日より

子宮附属器摘除術施行当日まで毎目，24時間尿中のエ

ストロゲン排泄量を東北大法13）14）15）で測定し，その経日

的変化を本章第2部実験成績において述べる如く，尿中

エストロゲン増量反応陽性あるいは陰性と判定し，アス

コルビン酸量との関係を比較検討した．なお，その際，

第1章の実験成績から，ゴナドトロピン感受性が低下し

ているものは尿中エストロゲン増量反応およびアスコル

ビン酸減少反応を示さないことが予想されたので，尿中

エストロゲン増量反応を示さなかつたもののアスコルビ

ン酸値の下限界30μg／mg組織湿重量（第4図）を境界

とし，これ以上のアスコルビン酸値を高値，これ以下を

低値と判定し，両反応の一致度を比較した．

　　　第2節実験成績

　正常月経周期婦人でゴナドトロピンを経日的に測定し

た成績は第3図に示す如くである．すなわち，子宮附属

器摘除術を月経後期（第3図，A）に行なつた場合は，

負荷前値が10～40γ／24hrs。で負荷後も増量反応がみら

れなかつた．月経間期（第3図，B）に行なつた場合は，

負荷前値が10～40γ124hrs．であつたが，負荷後7例中

3例に407／24hrs，以上の増量反応がみられた．月経前

期（第3図，C）では，負荷前値が前2者よりも精々高

く，20　一　60　r24／hrs．であったが，負荷後8例中4例に

60γ／24brs．の増量反応が認められた．これらの増量反

応はいつれの時期でもゴナドトロピン投与開始後4日以

後に著明であった．次いで，アスコルビン酸値と尿中エ

ストロゲン増量反応との関係をみると，第4図および第

1表，Bに示す如く，月経間期では尿中エストロゲン増

量反応陽性例3例全例がアスコルビン酸低値を示し，陰

性例4例全例が高値であつた．月経前期では尿中エスト
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第3図　正常刀経周期婦人及び閉経後婦人にお
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ロゲン増量反応陽性例4例中3例がアスコルビン酸低

値，1例が高値，陰性例4例は全例が高値であつた．月

経後期では2例とも増量反応を示さず，又，アスコルビ

ン酸値も高値であった．このように，尿中エストロゲン

増量反応陽性とアスコルビン酸減少値とは略々一致す

る．この両検査法について一致度の検定を行なうと0．33

％の危険率で推計学的に有意であつた．
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　これに対して，閉経後婦人のゴナドトロピン群では，

第3図，Dに示す如く，負荷前値は20～40γ／24hrs．で，

負荷後増量反応のみられたのは5例中1例のみであつた

が，アスコルビン酸値は，第2図に示す如く，5例全例

が低値を示し，正常月経周期婦人にみられたような関係

は明らかでなかった．

考　　按

　アスコルビン酸とゴナドトロピンとの関係に関する研

究は古くから報告されている．すなわち，ゴナドトロピ

ンと共にアスコルビン酸を投与すれば卵巣，子宮の肥大

を促進するが，アスコルビン酸単独では効果がない16），

又，妊娠尿の抽出物によつて肥大した家兎の卵巣はアス

コルビン酸の同時注射により更に一層肥大するがアスコ

ルビン酸単独では無効であるなどである17）．更に，LH

の生物学的検査法として，現在広く使用されている卵巣

アスコルビン酸減少法18（にみられる如く，LH投与によ

って白鼠卵巣のアスコルビン酸が著明に減少することか

ら，卵巣のステロイド生合成にアスコルビン酸が消費さ

れる反応過程のあることが推測されている．因みに，副

腎ではアスコルビン酸が副腎皮質機能と密接な関係にあ

ることは多くの研究者に18）19）2°）21）22）より報告されて居

り，又，コルチコステロイドの生合成がin　vitroでアス

コルビン酸の添加により賦活され23），その作用機序はア

スコルビン酸が直接水素運搬に作用して，ステロイド生

合成に関与するものだろうとされている24）．

　一方，卵巣におけるステロイド生合成の局在性にっい

ては，既に周知の如く，卵胞および黄体が主役を演じて

いることは明らかであるが，卵巣間質については，間質

細胞が内爽膜細胞と発生学的に密接な関連をもち，その

内分泌動態も内爽膜細胞と相関し，エストロゲン並びに

アンドロゲンを産生すると考えられている25）．この様に

卵巣間質も卵巣内分泌に関与していることを考えると，

前述の実験成績の如く，正常月経周期婦人のゴナドトロ

ピン負荷群のうち，尿中エストロゲン増量反応を示した

ものの大部分で卵巣問質アスコルビン酸が低値を示し，

尿中エストロゲン増量反応とアスコルビン酸減少反応が

相関々係を有することは容易に理解できる．恐らく，こ

れらの両反応はゴナドトロピン負荷によつて卵巣ステロ

イド生合成が充進し，その結果生じたものであることが

推測される．

　以上の結果より，月経中間期および月経前期では，尿

中エストロゲン増量反応およびアスコルビン酸減少反応

を示すものが多く，これらの時期では卵巣のゴナドトロ

ピン感受性が充進しているのに対し，月経後期では両反

応がともにみられず，感受性の低下していることが考え

られる．なお，正常月経周期婦人であるに拘らず約半

数のみに尿中エストロゲン増量反応およびアスコルビ

ン酸減少反応がみられたことは，PMSよりも更に強力

な卵胞刺激ホルモン作用をもっHMGなどによるゴナド

トロピン負荷試験が必要であることを示しているように

思われる．一方，閉経後婦人の卵巣では，尿中エストロ

ゲンの増量反応が起りにくいので卵巣のゴナドトロピン

感受性が低下していると考えられるが，又，卵巣間質ア

スコルビン酸は無処置群で低値を示すものが多く，ゴナ

ドトロピン負荷群で更に減少反応を示すということはな

いものであろう．

結　　語

　1）ゴナドトロピンに対する卵巣感受性の，新しい検

査を開発する目的で，正常月経周期婦人および閉経後婦

人にPMSおよびHCGを投与し，投与後の卵巣間質

アスコルビン酸を測定し，次の結果を得た．

　正常月経周期婦人では，ゴナドトロピン群のアスコル

ビン酸は無処置群に比し，低値を示すものがかなりの頻

度にみられたのに対し，閉経後婦人では両群ともに低値

を示し，著差は認められなかつた．したがつて，卵巣の

ゴナドトロピン感受性は卵巣アスコルビン酸測定により

判定できるものと推測し，

　2）　更に，正常月経周期婦人のゴナドトロピン群で尿

中エストロゲンを経日的に測定し，尿中エストロゲン増

量反応と卵巣アスコルビン酸とを比較し，次の結果を得

た．

　．月経問期および月経前期において，約半数に尿中エス

トロゲン増量反応がみられ，増量反応陽性例の大多数は

卵巣アスコルビン酸が低値を示し，尿中エストロゲン増

量反応はアスコルビン酸減少反応と推計学的に有意の一

致度を示すことが分つた．
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On　testing　for　the　ovarian　sensitivity

　　　to　gonadotrophin　by　means　of

　　　　　　　determination　of　ovarian

　　　　　　　　　　　　　ascorbic　acid

　　　　　　　　　　　　Tetsuro　Abe

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

Toheku　University，　Shool　of　Medicine

　　　　（Director：Prof．　K　Kushima）

　　　　With　an　aim　to　develop　a　new　method　of

testing　for　the　ovarian　sensitivity　to　gonadotrQphin

by　means　of　determination　of　ovarian　ascorbjc　acid

after　administration　of　FSH　and　LH．　following

study　was　carried　out．

　　　　（1）Women　with　normal　menstrual　cycle　and

postmenopausal　women　were　admin｛stered　with

PMS　and　HCG，　and　their　ovarian　ascorbic　acid　was

determined．　In　gonadQtrop1ユintreated　group　of　the

women　with　normal　menstrual　cycle，　depressed

amount　of　the　ascorbic　acid　was　observed　more

frequently　than　in　untreated　group．　However，　in

the　postmenopausal　women，　both　group　showed　de－

pressed　amount　of　the　ascorbic　acid　and　no　signi一

丘cant　difference　was　demonstrated　between　the　both．

Therefore，　it　was　presumed　that　the　ovarian　sensi．

tivity　to　gonadotrophill　could　be　evaluated　by　means

of　determination　of　the　ovarian　ascorbic　acid．

　　　　（2）Furthermore，　urinary　estrogen　was　de－

terlnined　consecutive　days　after　administration　of

PMS　and　HCG，　and　compared　with　the　ovarian

ascorbic　acid　in　the　gonadotrophin－treated　group

of　the　women　with　normal　menstrual　cycle．　Ap－

proxilnately　the　half　cases　demonstrated　increm6nt

reaction　of　urinary　estrogen　and　the　most　cases　of

them　showed　depletion　of　the　Qvarlan　acsorbic　acid．

This　increment　reaction　of　urinary　ertrogen　was　in

statistically　signi丘cant　correlation　with　the　ovarian

ascorbic　acid　depletion　reaction．

へ
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プロスタグランジンとくに男子不妊症との関係について

Study　of　Male　Sterility（IV）On　the　Relationship　of

　　　　　Prostaglandin　and　Male　Infertility

千葉大学医学部泌尿器科学教室（主任　百瀬剛一教授）

　　　　　　伊　　藤　　晴　　夫

　　　　　　　　　　Haruo　ITO
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β

　男子不妊者において精漿中プロスタグラジン（PG）が正常者より低値をとると報告され，その不妊に対す

る役割についても論じられているが，正常者測定例はきわめて少ない．

　個々の例の精漿中PGを粗抽出後，生物学的ならびに吸光度法により測定したところ，両測定値の間に良

い相関関係がみとめられた．したがつて，粗抽出後アルカリ処理を行ない，278　mPSにおける吸光度測定によ

り男子不妊者および健康人の精漿中PGを定量した．しかし，男子不妊者のうちのAzospermia，01igosp°

ermia，　Normospermia各群および対照正常人群の間に顕著な差を見出さなかつた，また，　PG量と精子数，

数子運動率との間にも相関をみとめなかつた．PG量とコレステロール量およびフルクトース量との間に相

関をみとめないが，コレステロール量とフルクトース量とは逆の相関を示した・

　PGの生合成と関連して，必須脂肪酸投与による精漿中PG量の増加を図つたが現在まで決定的な結果は

得られていない．

Lはじめに
　ヒト精液の生化学的研究は最近急速な進歩をとげ，こ

とに副性器機能との関連において，精漿成分，ならびに

その含有量については測定法の改良とともに再検討さ

れ，信頼のおける値も報告されるようになつた1”4）．ま

た，split　ejaculation，あるいは組織濃度から得られた結

果にもとついて，それが副性器のどの部分に由来するの

か推定も行なわれている3－4）．

　ところで，Kurzrok（1930）がヒト精液がヒト子宮筋

に影響を与えることを，Goldblatt，およびvon　Euler

が，それぞれ別個の立場で，ヒト精液とヒツジの精嚢に

平滑筋収縮と血圧降下作用とを示す物質の存在すること

を報告している8）．von　Eulerはこの物質が前立腺に由

来するものと考え，プロスタグランジン（以下PGと略

す）と命名し，さらに，これが脂肪溶性で，酸性のもの

であることを示した9）10）．

　PGの妊孕に与える生理的意義に関しては種々な報告

がある，たとえば，精液の筋刺激作用による異常な子宮

運動の誘発，子宮の高張不規則な収縮による精子移動の

著明な減少，またPGあるいはヒト精液によるヒト子宮

筋の自発運動の抑制など精子の受動的輸送促進に対する

PGの役割，あるいは射精後にPGによつて起る子宮筋

Tonusの減少と吸引効果などである11）．なお，興味あ

ることは，von　Euler12），　Asplund13），　Eliasson6），らの観

察において，PG量の減少が男子不妊症の一因として示

唆されていることである．HawkinsとLabrum14）15）は

多数例の不妊患者のPG量を測定し，その臨床的意義

を検討している．著者もPGの子宮筋に対する作用が男

子不妊症における不妊因子の一つとも考えられるので，

千葉大学泌尿器科教室における不妊研究の一環として，

臨床的に応用し得る精漿中PGの定量法を検討すると共

に，不妊患者，および健康人のPG含有量の測定を行な

つたので，それらの結果について報告する．
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II．プロスタグランジンの概念

男子不妊症の研究（第4報）

　Bergstr6m＆Sj6vall（1957～60）がヒツジの精嚢から

結晶状に分離したPGは炭素数20の不飽和脂肪酸（pr－

ostanoic　acid）の誘導体であり，これを大別するとEお

よびFグループに分けられる16一ユ8）．両者はG8，　G12

の結合により五員環を形成し，C－11に一〇H基をもつこ

とは共通であるが，EグループはC－9に一C＝0基をもつ

のに対してFグループはここが一〇H基であることが異

なる，さらに，これらは二重結合の数によつてE1，　E2，

E3，あるいはF1。F2。と分けられる11）19）2°）．ヒト精漿中

「

Flg．1　　PROSTA6LA囲OINS　　IN　　HUMAN

　　　　　　　SEMI閥AL　　PLASMA

囲1鯉　瞠＼，コ囲

　　　P6［1

HPH　HOH

　　　PGFioc

PGEl

凹o開　　開　o隙

o

　　　P6E3

PGF2e（

には第1図に示すごとき5種類のものが見出されてい

る14）．PGE1を化学的に還元すると2種の異性体（F、．

F2，，）が生ずるが，動物から分離されたものでは，上述

のごとくFi・であり21），　E2，　E3についても同様であ

る19）．

　PGはヒト精液，およびヒツジの精嚢に比較的高濃度

に存在するが，また他の動物の諸臓器にも微量ながら存

在するものである．たとえば，ヒト精漿中のPG　EIの

濃度は20μ9／mlであるが22），コウシ胸腺中のPG　E2

は0・8μ9／9（湿組織）23），ウシ脳中のPGF2。はO．3Ptg／9

（湿組織）24）のごとくである．

　PGの発見されるいとぐちとなつたのは，その平滑筋

刺激作用と血圧降下作用による．平滑筋に対する作用は

腸・性器・呼吸器・血管系などについて調べられている

が，PGの種類によりその力価は異なり，かえつて抑制

Fl不妊会誌　13巻1号

作用を示す場合もみられ，さらに動物の種類，臓器，組

織により反応性も一様でない．この他に，PGはアドレ

ナリンやノルァドレナリンと拮抗する血圧降下作用と脂

肪酸動員抑制作用を示す．後者の実験的証明はPGE1

がin　vitroでダイコクネズミ副睾丸の脂肪からグリセ

ロールの遊離を，またカテコールァミンによるグリセロ

ール遊離刺激作用を抑制することである25）．カテコール

ァミンによる脂肪酸動員に対するEグループの抑制作用

はin　vivo（犬）においても観察されている26）．その他，

Eグループの中枢神経系に対する作用27），ヒキガエルの

膀胱透水性に対するvasopressinとの拮抗作用28）なども

認められている．

　最近，3HでラベルしたPG　Etをダイコクネズミに

投与すると20時間後に約50％は尿中に，約10％は糞

中に回収されたという報告がある．尿中排泄にさいして

は，PGE1は完全に代謝されて，より極性の強い物質に

変化しているという29）．モルモットの肺はin　vitroで

PGE1を11α，15ジヒドロキシー9（ケトープロスタノイ

ン酸と11α，ヒドロキシー9，15一ジケトプロスタイノン酸

に変化させるが，これに関与する酵素は肺ホモジエネー

トの無穎粒上清分画（105000×g，60分）にあるといわ

れ3°），ヒト，ヒツジ，ウサギ，ネズミの肺にも存在する

という8）．これらの変化はin　vivOでもダイコクネズミ

で観察された29）．しかし，この代謝産物は尿中には見出

されていないs）．さらに，E2，　E3も肺組織で同様な変化

を受けるという8）．すなわち，d13の二重結合の還元と

C・15の酸化である．PGの血圧降下作用と脂肪酸動員抑

制作用は静脈注射するよりも動脈注射した方が効果的で

あることが知られているが26），このことは上記PGの肺

における代謝と関連するのであろう．

III．プロスタグランジンの測定について

　SamuelssonらはPGの化学的定量をアルコール，エ

ー テル，石油工一テルに対する溶解度を利用し，抽出し

た粗PGをケイ酸カラムによりPGEとPGFとに
分離し，PGEはメチル化後逆相分配クロマトグラフィ

ー でE1，　E2，　E3とに分け31’33），これらがアルカリ処理

後に示す278　m，uの吸光度を測定した34）．　PGFはメチ

ル化後，さらにシリル化を行ない，トリメチルシリルエ

ー テル誘導体に変えてガスクロマトグラフィーにより分

離定量する34）．

　PGの生物学的活性は，主として平滑筋刺激作用によ

って測定されている．中でも腸管が最もよく使われてい

る．PGに対して最も鋭敏なのはウサギの十二指腸・空

腸であるが，その他，モルモットの回腸ハムスターの

結腸，トリの空腸，ネズミの十二指腸，空腸などがよく

4
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反応する6）35’39）．HawkinsとLabrum（1961）14）はモルモ

ット回腸末端を用い，稀釈精液の活性を精液より抽出し

た彼らの標準PG液の活性と比較して測定した．　von

Euler12）はアルコール，およびエーテル抽出後，さらに

アルカリ性水溶液で抽出しバリウム塩を単離した．彼の

定めた1単位はその1mgに相当する．この1単位はア

トロピンで前処置したウサギの血圧を30％低下させた．

Asplund（1947）13）は精漿をうすめて，　von　Eulerが調

製したPG標準液を用い，通気したTyrode液（37～

38°C）中でウサギ腸管を用いて男子不妊患者精漿中の

PG量を測定した．　Eliasson6）は試料に酸性アセトンを加

え，煮沸・口過・濃縮後に酸性酢酸エチルで抽出し，さ

らに水で飽和した酢酸エチルで抽出後，酢酸エチルから

リン酸緩衝液（pH　7．5）にうつしてウサギ空腸に対する

生物活性を測定した．

　PG測定法のうち，生物学的活性によるものについて

は，精漿中のspasmogenic，およびspasmolyticな物質の

分析とともに，さらに充分の検討を要するであろう．ま

た，化学的測定においても，278　m「iに極大吸収を示す

物質のうちに作用未知のものも知られている．すなわ

ち，現在PGの測定は生物学的活性によることがのぞ

ましいようであるが，その操作，再現性の点からは生物

学的測定値と相関する値を与える化学的測定法が必要と

されよう．

IV．自家実験材料と実験方法

　A）実験材料
　千葉大学医学部泌尿器科に不妊を主訴として訪れた男

子患者，ならびに対照健康人の精漿を用いた．試料は採

取後実験時まで一25℃に凍結保存した．

　B）　プロスタグランジン測定法

　プロスタグランジン予備純化後，薄層クロマトグラフ

ィーによる分離検出，紫外部吸収による定量，および生

物活性の測定を行ない，あわせて精漿中のコレステロー

ル，およびフルクトースの定量を行なった．

　1）　プロスタグランジンの予備純化

　著者は原則としてSamuelssonの方法に従った31）32）．

本法の全操作に使用するガラス容器は50mlエーテル擦

り蓋付遠沈管を使用したが，満足すべき定量性を得るた

めには特に擦り合わせのよいものを選ぶ必要がある．ま

ず，試料に4～5容の純エタノールを加え，よく振盈し

て遠沈し，得られた沈渣をほぼ同量の純エタノールで処

理した遠沈上清をはじめの抽出液を加える．次に，これ

を減圧下40°Cで原量の約1f40に濃縮し，等量の水を加

え，INHC1でpH　3に規定する．この溶液にエーテル

を加え，充分に振盈後工一テル層を分離する．水層はさ

（35）35

らに2回工一テル抽出を行ない，それらの抽出液を洗液

が中性になるまで水洗する（通常4～5回）．次いで，

N2気流下でエーテルを蒸発させ，残渣を約20m1のエ

タノール水（2：1）に溶解し，半量の石油工一テルを加

え振盤する（二層に分かれる）．石油工一テルを加えるこ

とにより内容は透明となる．これを遠沈して石油（上層）

を除き，水性エタノール層（下層）にはさらに2回石油

工一テル処理を行なう．このようにして得られた水性エ

タノール層をふたたび減圧濃縮した後上記のエーテル抽

出操作を繰りかえす．エーテル抽出液は定量するまで

一 25°Cに保存する．上記の操作の各段階におけるPG

の回収率を第一表に示したが，毎回ほとんど同様な値が

得られている．

Table　l　Extraction　and　lsolation　of　prostaglandin

fraction

seminal　plasma

80％　ethanol　extract

ether　extract

ether　extract　after　washed

3・stage　distribution

　petroleum　ether　phase

　apueous　ethanol　phase

volume　total
（ml）　　A278

　12．0

142．0

　68．0　　170，4

　63．5　　105．6

9、8

29．5

　1．5

100．5

　total
biological

Iactivity

　　951

　　65

　　72

　　58

12

50

　2）　薄層クロマトグラフィー

　Samulssonらは多量の試料を用いる場合，　PGの諸種分

画の分離は，予めケイ酸カラムクロマトグラフィーでE

およびF群とに分け，これをさらに逆相分配クロマトグ

ラフィ・一一・を行なつて分別しているが31）32），少量の精液に

ついての各種分画分離は薄層クロマトグラフィーのみに

より比較的容易に行ない得る33）．PGEおよびPGF

分離にはKieselgel　G（E．　Merck）PG　EおよびPGF

の諸種異性体の分離にはKieselgel　GにAg　NO3を

30；1の割合に混合したものを使用した．プレートの厚

さは0．25mmに調製した（applicator：Desaga製）．

プレートは使用に先だち110～115DCで30分間活性化

を行なつた．展開後のプレートを100℃で乾燥し，そ

の上に10％燐モリブデン酸エタノール溶液を噴霧，

120℃で15分加熱すると黄色の背景に対して青色のス

ポットが検出される．この際，プレートを直接ヨード蒸

気の中に1分前後放置してもよいが34），前者の方が明確

なスポットが得られる．第2図にその分離例を示土

PG各分画を薄層から回収するには，乾燥プレートに水を

噴霧し，脱落スポットとして認め得る部分をKieselgel

Gごと採取してメタノール抽出を行なつた．

　3）　紫外部吸収による定量法
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　PG　Eはアルカリ処理により278　mltに吸収を示す

が，PGFではこのような性質はない31）34）．分離抽出し

たPGを含む適当量の試料をN2気流下で溶媒を蒸発

させ，残｝渣iを0，5NKOHEtOH溶液3mlに溶かし，

50℃で25分処理する．これを遠沈して，その上清を日

立分光光度計EPU－2A形を用い278　m，uにおける吸光

度を測定するが，使用セルは1＝1cmである．吸収曲線

億一相で第3図の如く278　m，uに極大吸収を示している

Fig．　3

アルカリ処理は0．5N苛性カリ・エタノール
溶液中で25分間50°Cで行つた．実験の部参照

（日立自記分光光度計EPS・3形使用）．なお，単位は

PGが示す総吸光度／精液量（m）で表わす．

　4）生物活性の測定

　平滑筋収縮作用をMagnus法により測定した．重さ

約250gの呑竜系ダイコクネズミの回腸末端の運動性の

ある部分を巾7mm程度に横切し，実験時まで氷冷リン

ゲル液中に保存した．反応液は酸素を通気したTyrode－

Ringer液を用い，反応槽は容器10　mlで実験温度25°C

である・測定試料をN2気流下で溶媒を蒸発させ，残渣

を燐酸緩衝液（PH　7．4）に溶かし，その量をもとの精液

量に調製し，その0．1mlを使用した、筋収縮の標準活

性を知るためには終濃度10・7倍稀釈のアセチルコリン

日不妊会誌　13巻1号

を用い，試料の活性はアセチルコリンの示す収縮高を

10とした時の比収縮をもって表わした．

　5）精漿中コレステロールの測定

　総コレステロール測定はvan　Boetzelaer＆Rondag40）

の方法に従った．トルエンパラスルホン酸4g，無水

酢tW　6　ml，酢酸40　m1の混合液5mlを50　ml試験管に

とり，1mlの濃硫酸を加え静かに混和し，放置冷却後

0．2mlの精漿を加え混和し，発色した青色の吸光度を

5～30分の問に6201nμにおいて測定する．

　6）　精漿中フルクトースの測定

　T．Mannの方法41）により測定した．0．4　mlの精漿に

0．25M燐酸緩衝液（pH　7．4）0．2m1を加え，その

0・1mlを15　m1試験管にとり，水1．9m1，2％硫酸亜

鉛1mlおよび0．1NNaoH　lmlを順次に加える．こ

の混合液を沸湯中で1分間加温し，放置冷却後口過す

る．次いでその口液lm1をと！JO．1％レゾルシンァ

ルコール1mlを加え，さらに30％HC1を3ml添加
して80～85°Cの温湯中に10分間加温する．冷却後530

mαにおける吸光度を測定する．

　C）　男子不妊患者へのリノール酸投与

　男子不妊患者の精漿中PGを増量する目的でリノー

ル酸エチル4．59，ビタミンE4．5mg、ビタミンB6

2．25mgを1日量として投与し，　PG量の変化を追求し

た．リノール酸投与の根拠については考察のところでの

べる．

V．実験成績

　1）プロスタグランジンの吸光度と生物活性との関係

　精漿からpGを抽出分離する際の回収率を検討するた

めには精製各段階において吸光度と生物活性を同時に測

定した（第1表）．エーテル抽出前の段階での紫外部吸収

測定は爽雑物のため測定不能であつたが，それ以後の段

階においては278mμにおける吸光度と生物活性の回収

率はほぼ比例している．なお，エーテル抽出後の水洗段

階においては回収率が悪いので注意を要する．

　実際に，男子不妊患者7例の精漿を第1回工一テル抽

出段階において平滑筋収縮作用と吸光度とを測定した

ところ，両者の間にはよい相関関係がみとめられ，相関

係数γ＝0．92（第4図）で，これはp＝O．Olで有意であ

る．したがつて，個々の試料についてのPGの含有量を

測定する目的には，この第1回工一テル抽出液について

アルカリ処理後の278　mPtにおける吸光度を測定するこ

とでよいと考えた．

　2）不妊患者精漿中のプロスタグランジン量

　不妊を主訴として千葉大学医学部泌尿器科を訪れた男

子患者のうち，Azospermia（精子のみられないもの）8
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　Fig．5　Distributions　of　Semen　Prostaglandjn
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例では平均7．5±3．9（S．D．）単位，01igospermia（精

子数54万，／m】以下）29例では平均9．3土3．9（S．D．）

単位，Nonnospermia（精子数54万／ml以下）21例では

平均10．8±5．7（S．D．）単位であった．これに対し，対

照男子正常人17例での平均は9．0±6．6（S．D．）単位で

あつた．その分布を第5図に示す．Bygdemanii）の総説

によると正常入では20～60単位fml，不妊患者では8～

12単位！mlである．この値の評価については後に検討

する．

　3）精子数および精子運動率との関係

　PG含有量と精子数との関連はみとめられず（相関係

数γ＝＋0．14，n＝54），また，精子運動率との相関もみ

られなかった（γ＝o．oo，　n＝51）．　HawkinsとLa－

brumi4）は不妊外来を訪れた50人のPGを平滑筋収縮作

用によって測定し，Azospermia，01igospermia，　Nor－

mospermiaの各群で差異を認めないと報告した．

（37）37

　4）精漿中のコレステロール量とフルクトース量との

　　　関係

　精漿中のPGが精嚢に由来する6）ことが知られて来た

ので，副性器機能をPG量から推測し得るのではない

かと考え，精漿中の他成分の量との関係を比較してみ

た．コレステロールは前立腺に由来することが知られて

いるが，Eliassonの正常人，および不妊患者（両者の

割合は不明）200例の平均は46　．　8　mgldlである4）．な

お，Goldblattは80　mg〆dl42），　Scottは103　mg　dl43）と報

告しているが，両報告ともに不妊患者と正常人との別を

記載していない．著者は，Eliassonと同様にBoetzelaer

＆Zondag法4°）を用い，主に不妊患者28例について測

定したところ，平均60±20（S．D）Ing／dlであった．

これとPG量との相関関係はみとめられなかった（ア＝

－
0．17．　n＝18）．

　T．Mannの方法41）により主に不妊患者58例にっい

て測定した精漿中のフルクトース量は平均310±134（S．

D）mg！dlであつた．これはSchirren2）．西村3）らの報

告と大体同じ数値である．

　著者の測定した精漿中フルクトース量と総コレステロ

ー ル量との問には負の相関がみとめられ（γ＝－O．　66，

n＝20．第6図参照），これはP＝O．Olで有意である．

Fig．6　Fructose　and　Cholesterol　in　Human

　　　Seminal　Plasma
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フルクトース量の多寡がテストステロン活性と相関関係

のあることはよく知られている44）45）．したがつて，この

結果は男性ホルモンがフルクトース分泌を促進させるに

対して，コレステロール分泌に対しては抑制的に働くこ

とを示すものと思われる．

　PG量とフルクトース量との相関は明らかでなかった

（γ＝＋O．16，n＝46）．したがって，　PG生成に対する男

性ホルモンの影響については決定的な意味づけはなし得

ない．

　5）男子不妊患者精漿中プロスタグランジン量に対す

　　　るソノール酸投与の影響

　現在までに観察し得た5例において次のような傾向を

示した．第1例；PG　6．6単位（投与前）→6．9単位（4
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週間投与後）．第2例：PG　12．0単位（投与前）→9．6単

位（4週間投与後）→5．4単位（8週間投与後）→6．6単位

（12週間投与後）．第3例：PGO．6単位（投与前）→11．1

単位（2週間投与後）．第4例：PG　6．0単位→4．8単位

（2週間投与後）→6．9単位（4週間投与後）一→3．9単位（8

週間投与後）第5例：PG　6．6単位→6，9単位（4週間投

与後）．

VI．考　　察

　Asplund（1947）はウサギ腸管の収縮による活性測定

により，男子不妊患者155例の精液中のPG量を測定

し，その平均はvon　Eu］erの｝｝1位で8．3単位であると

報告したが，個々の数値ではばらっきがかなり大きく，

5単位以下が63例，5～10単位が45例，10～15単位が

18例，IS・－20単位が20例，20単位以上は9例であつ

た．これに対して，von　Eulerは正常人では20・－30単

位であるという6）．

　Eliasson（1959）によれば，不妊外来を訪れた男子

16例の精漿中PG値は1．5～30単位の間にあり，その

平均は12単位であつた．しかるに，2名の健康人はそ

れぞれ40および50単位であつたという．なお，Elia－

ssonの1単位はvon　Eulerの1．5単位に相当する6）．

これらの成績をまとめて，Bygdemanは健康人が20～

60単位であるに対して不妊患者は8～12単位にすぎな

いとのべている11）．しかし，上記の報告をみると，正常

人の観察例はきわめて少なく，少数正常人と不妊患者と

の精漿中PG量を比較したものである．

　ほとんどの場合，平滑筋に対するPGおよびその純

粋な成分E1，　E2，　E3；F1，，，　F2，，の作川は質的に同じで

あり，通常PGはほとんどすべての平滑筋標本に収縮

作用を示す．しかし，各種PGの示す収縮活性はいち

じるしく異なり，例えばモルモットの回腸はFに対して

よりもEに対してはるかに鋭敏に反応し，stilbolで処

理したウサギの子宮はこれと逆の関係を示す35）sヒト子

宮筋に対しては，Eグループは抑制作用を示し，　Fグル

ー プは刺激効果をもつ．E・F各グループの量的関係か

らみても，非妊娠子宮筋に対する精漿中PGの効果は

Eグループによることは明らかである11）．そこで，著者

はEグループのみがアルカリ処理後に示す278mμにお

ける吸光度と平滑筋収縮活性との関係を検討した、すな

わち，ダイコクネズミ回腸部平滑筋を用いた場合，両者

の間によい相関関係がみとめられた（第4図）．よつて，

吸光度より生物活性を推定し得るとの考えの下に，従来

定量法に用いられていた平滑筋収縮作用を検討する代り

に278　m，aにおける吸光度より精漿中PG量を定量し
た．
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　常人精液中の各種PG量は，　Bergstr6m22）によると

BygdelnanとSamue】ssonの測定値はは1m1中にE1；

20μg，E2：20μg，　E3；4μg，　F1。：3μg，　F2．：3μgであ

るという．最近，HambergとSamulsson32）はアルカリ

処理を加えないで278　mPtに極大吸収を示す物質，およ

びアルカリ処理後278　m，aに極大吸収を示す8種のPG

を新たに同定した．この新物質を合計するとEグループ

の約5倍に達する，しかし，そのヒト子宮筋に対する生

物学的作用はいまだ知られていない．Eグループを合計

すると，その含有量は44　／x、imlとなり，アルカリ処理の

全吸光物質はこの6倍すなわち264μg／mlとなる．これ

をE1（分子吸光係数8＝268003°），分子量354）で代表

させ，278mμにおける総吸光度を概算すると，精漿

1mlあたり約20となる．薯者の資料精漿から第1回工

一 テル抽出までの回収率を50％とすると，著者の健康
人測定値9単位（9×10（互＝18　　　50）は文献上からの計難と

ほぼ同値となる．なお，Fグループの化学的定量はガス

クロマトグラフィーで行ない得るが4e’）34），個々の症例に

含まれる程度の小量では検出不能であつた．

　278・m　ttにおける吸光度から測定した著者のPG量

は，既述のごとく健康人17名の平均9．0±6．6（S．　D．）単

位，男子不症患者中，Azospermia　8例は7．5±3．9

（S．D．）単位，　Oligosgermia　39例は9．3±3．9（S．　D．）

単位，Normosermia　21例は10．8±5．7（S．　D．）単位で

あり，4群の間に顕著な差をみとめなかつたが，抽出

PGまたは精液の平滑筋，特に子宮筋に対する作用か

ら，不妊との関連において，精子の子宮内上向に対する

影響は無視できないようである．

　また，Hawkins＆Labrumi4）も稀釈精液が示す平滑

筋収縮活性によりPG量を測定し，男子不妊患者のう

ち精液所見が正常とみなされるグループとsub－fertile

とにみなされるグループの問に差を見出さなかつたと報

告しているが，配偶者が正常とみなされた8人のOli，

gospermia患者のうち，　GP含量の高かった2例の妊

娠に意義を認めている．

　さらに3HでラベルしたPGをハッカネズミに注射

してオートラジオグラフィーで観察すると47），肝・腎・

結合織に石濃度に，また，肺子宮筋層にもかなり摂取さ

れることがみられるという．事実，腸管平滑筋に放射能

活性がみられないのに子宮筋に著明に摂取される選択性

は，PGが子宮筋に対して生理的に重要な役割を持つた

ことを示唆するものであろう．

　男子不妊症において，精漿中のPG量は特に低値を

示すことなく，また精子数，精子運動率などとの直接的

な関連を示さず，副性器機能を表現する物質の1つと考

，
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えるべきもので，むしろその女性内性器に対する作用を

重視すべきものと思われる．すなわち，造精機能とは直

接的な関係を認めないが，精・漿中PG量の減少は不妊

の原因ともなり得るが，また，その増量を計ることによ

り妊娠の可能性を高めることが推定される．しかして，

積極的にヒトのPG量を増加させるにはPGの生合成

に関する知識が必要であろう．幸い，本物質に関しては

次の前駆体が確認されている48－50）．すなわち，8，11，

14－eicosatrienoic　acid→PG　E1，　arachidonic→PGE2，5，

8，11，14，17・eicosapentaeoic　acid→PG　E3であるが，

この際量的な関係からPGE1，　PGE2が問題となる．

しかしながら，これら前駆体を直接ヒトに投与すること

はできないので，著者は

　linoleic　acid↑8，　11，　14－eicosatrienoic　acid→

　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　PG　El

　　　　arachidonic　acid
　　　　　　　↓
　　　　　　PGE2

の代謝過程を想定し，リノール酸投与による精漿中PG

増量の可能性にっいての検討を進めているが，現在まで

に観察し得た5例の実験成績に言及した．Howtonと

Mead51）はリノール酸から9，11，　T4－eicosatrienoic　acid

を経てアラキドン酸が生成することをダイコクネズミに

おいて証明し，Holman52）もウシにおいて同様な代謝過

程のあることを認めている．

　必須脂肪酸の男性不妊に対する阻止的作用について

は，かなり古くから動物実験の結果が報告されている

が53）54），著者は不飽和脂酸の体内代謝，特に不飽和化，

C鎖延長との関連において，　リノール酸投与とPG量

との関係，ひいては妊孕との関係についてさらに症例を

重ねて追求したい．とくに，Norrr・ospermiaでありな

がら低PG値を示すもののPGの意義，さらにはこれ

に対するリノール酸投与の影響についての検討は興味が

あるとと考えている．

VII．　結　　論

　精漿中PGのダイコクネズミ腸管収縮に対する生物活

性は，そのEグループがアルカリ処理後に示す278mμ

における吸光度と平行関係にあつた．したがつて，個々

の症例におけるPG量測定は，　PG抽出後にアルカリ

処理を行ない，その吸光度測定により可能であることを

推定し，これを男子不妊例に応用した．すなわち，男

子不妊者のううち，Azospermia　8例の平均は7．5±3．9

（SD．）単位，　Oligosruia　29例では平均9．3±3．9（S．

D．）単位，Normospermia　21例では平均10．8±5，7（S．

D．）単位であり，対照正常人17例では平均9．0±6．6

（S．D．）単位であり，これら4群の間に顕著な差をみと

めなかった．しかし，PGの生理的作用から考えて，不

妊患者のある例においてはPGの低値の影響すなわち精

子の子宮内上向に対しての影響は無視できないであろ
う．

　なお，精漿中フルクトース量とコレステロール量とは

負の相関を示した（r＝＝　－O．66，n＝20，第6図）．これ

はp＝　O．　Olで有意である．しかし，フルクトース量およ

びコレステロール量とPG量との問に相関はない．

　また，PG前駆体としてのリノール酸投与は精漿中

PG量の増加を来たさなかった．

　欄筆にあたり，本実験を直接指導下された本学生化学

教室三浦教授，および麻生助教授，ならびに本論文を指

導，校閲された恩師百瀬教授に深謝する．

　なお，本論文の要旨は第11回日本不妊学会総会，お

よび日本泌尿器科学会第304回東京地方会において発表

した．
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to　that　of　cholesterol　（r＝－0．66，　n＝20，　P〈0，01）

（Fig．6〕．　Regulatioll　by　testosterone　on　pro（玉uctlon

of　fructose　in　seminal　vesicles　have　been　well　est．

ablished．44）45）　Our　results　suggest　there　are　hor－

monal　controls　for　seminal　cholesterol　formation　or

secretion　too，　but　not　for　that　of　PG．

　　　　Bergstr6m　et　al．　have　demonstrated　the　con－

versiQns　of　essential　fatty　acids（EFA）to　PGs　in

晴　夫 （41）

vitro　and　have　been　led　to　pos加late　that　EFA　de・

丘ciency　slgns　are　due　to　lack　of　PGs．48）49）50）

examined　the　ef［ects　of　administration　of　EFA　to

patlents　on　PG　formatlon　during　the　period　of　2

to　12　weeks，　but，　PG　levels　in　individuals　are　vari－

able　with　time　or　conditions　and　definite　tendency

has　not　been　obtained　until　now．　Further　lnves．

tlgatlon　wlll　be　required，
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　卵管の疎通性並びに機能状態は，精神的，身体的，間脳下垂体系ホルモン，自律神経系等によつて影響を

受ける．われわれは自律神経機能（上田氏法に依る）と卵管の疎通性（Rubin　testに依る）を検索し，その

内卵管疎通障害のあるものにChlordiazepoxideを投与しその影響を見た．

　1）不妊患者のRul〕in　testの結果は，正常型45．7％，痙攣型34．3％，狭窄一癒着型5．7％，閉鎖型

14．3％であった．

　2）　自律神経機能状態は，正常20．O％，交感神経緊張充進8．6％，副交感神経機能異常35．7％，全自律

神経機能異常37．5％であった．

　3）Rubin　testに疎通障害を認めたものに於ては，副交感神経機能異常44．796，全自律神経機能異常

42．1％，交感神経緊張充進5。396であった．

　4）Rubin　testに疎通障害を認めたものにChlordiazepoxide（Balance）を投与，全体として52’696，

器質障害を有するものを除くと64．5％に改善を見た．
■

1．緒　　言

　女性不妊症の因子としては，従来から種々なものが述

べられている，すなわち間脳一下垂体一卵巣系，卵管，

子宮内膜，頸管粘液等の因子があげられているが，これ

らの因子が精神的情緒的な抑圧，生活環境の変化などに

基づく心因性影響のために自律神経系に障害を来し，諸

種の影響を受ける事も少なくない．

　その中でも不妊因子の重要なものとしてあげられる卵

管はその疎通性並びに機能状態が問題になるが，その検

査法としてはRubin　test1）子宮卵管造影法2），卵管通水

法3），色素通水法4）5），Radiotubation6）等があげられてい

る．

　卵管の疎通性並びに機能状態は精神的，身体的，間脳

下垂体ホルモン，自律神経系等によつて種々影響をうけ

る事は多くの報告者7）8）によつて述べられている．

　今回われわれは本院婦人科不妊外来を訪れた患者にっ

いて自律神経機能を調べ，又自律神経機能と卵管疎通性

との関係，特にRubin　testとの関係について検索し，

又Rubin　testに異常のある患者に対してHoffmann－La

Roche社に於いて合成された精神調整剤，すなわち視床

下部に一次的に抑制作用があり，又筋弛緩作用のある

Chlordiazepoxide（Balance：山之内製薬）を投与し，

Rubin　testに対する影響を検討した．

IL　検査対象ならびに検査方法

　検査対象としては昭和41年6月末より12月末迄に本

院婦人科不妊外来を訪れた患者のうち70名について薬

物による自律神経機能検査並びにRubin　testを施行し

た．自律神経機能検査方法は上田氏法9）によつて薬物に

よる自律神経検査，すなわちアドレナリン，ピロカルピ

ン，アトロピンを使用し，各々の判定基準並びに綜合判
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　　　　第1表　薬物による自律神経機能検査
　　　（」二田春次郎氏法　日新医学12・1027，大正12）

　　　　　　　　綜　合　判　定

噺謝惚割A…pi・　li上田氏纐
I

ll

皿

IV

V
VI

v皿

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

交感神経緊張元進

副交感神経不安定状態

全自律神経不安定状態

全自律神経緊張元進

副交感神経緊張低下に
よる交感神経緊張充進

1副交感神経緊張充進

1全自律神経緊張低下

正　常

定は上田氏法の判定基準によって1型より皿型に分類し

た（第1表参照）．

　自律神経機能検査施行時期は月経時を避け，Rubin

testは月経終了後で月経周期10目目迄の時期に施行し

た．

III．検査成績

　1）　Rubin　test

　対象70名のRubin　testの成績は第2表に示す如く，

正常型32／70（45．796），痙攣型24！70（34．3％），狭窄

一癒着型4／70（5．7％），閉鎖型10／70（14．3％）であ

り，すなわち卵管疎通性に何らかの障害を認めたものは

38／70（54．396）であった．

第2表　薬物による自律神経機能倹査

　　　施行者のRubin　Test
　　　　（昭和41．末／V【～末／X皿）計70名

（43）

第3表　自律神経機能一Rubin　Test
　　（昭下u　41．　末ノVI～末／X皿）

父緊プLI

ll副不安…

　副低下V　→交緊充

攣1狭癒1閉
　％
16．6

32　　　124
　45．71　　　34．31 　　704．31

11／24（45．896），又全自律神経機能に異常を認めるも

のは11／24（45．8％）と大多数に於いて自律神経機能に

異常を認めている．又Rubin　test狭癒型4名中3名に

自律神経機能異常を認め，閉鎖型に於いては4／10（40．0

％）が副交感神経機能異常，4／10（40．0％）が全自律神

経緊張充進（VI型）が認められる．

　3）小括

　以上の関係を簡単にまとめると第4表の如く不妊症

70名中自律神経機能にて正常は14／70（20．096），交感

神経機能異常6／70（8．696），副交感神経機能異常25／

70（35．7％）），全自律神経機能異常25／70（35．7　°／6）で

Rubin　Test

r

　正　藷

人

32

数

　第4表　不妊鹿患者に於ける自律神経機能

自律神雛能陸妊症副繍醤鎖

塑
45．7％

痙　　葉

正　　常

通　　過

4

34．3％

狭　　　ftt
5。7％

閉 鎖
10

14　　　“0

　　20．0

14．3％

　交感神経機能異常

　副交感神経機能異常

渥自律需竸癬「一

　　　　計
　　　　　　　　　　1

　6
　　　8．6
　25
　　　35．7i
一一 25 35．7－

　70
　　100．0

3　　　96
　　7．9

　2）Rubin　testと自律神経機能検査結果との関係

　前述の如く卵管疎通性が諸種の因子の影響を受ける事

は諸家の報告にもみられるが，われわれの行なった自律

神経機能検査とRubin　testとの関係をみると第3表の

如く，Rubin　test正常型に於いても自律神経機能正常者

は11／32（34．5％）と少なく，自律神経機能異常を認め

るものが半数以上を占めている．すなわち自律神経機能

異常が各反応型にばらついている．一方Rubin　test痙

攣型に於いては副交感神経機能に異常を認めるものは

2

17
5，3…

44．7

16

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38
　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　100．0

あり，すなわち不妊症患者に於いて副交感神経並びに全

自律神経機能に異常を認めるものが意外に多い事がわか

る。更にRubin　testで何等かの疎通障害（機能面も含

めて）を認めたもの，すなわち痙攣型，狭癒型，閉鎖型

に於けるもの38名については，更にこの傾向は著しく

なり，副交感神経，全自律神経機能異常のものがそれぞ

れ44．796，42．196と計86．8％と殆んど大半を占める

事は興味ある結果である．
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　更に別の観点からみると，不妊症70名に於いて，副

交感神経機能異常者25名中17名（68．0％）全自律神経

機能異常者25名中16名（64％）と副交感神経並びに全

自律神経機能異常者に於いてRubin　test異常を認める

ものが多い事が注目される．なお交感神経機能異常者で

は6名中2名（33．3％）又自律神経正常者では14名中

3名（21．4％）にRubin　testに何等かの疎通障害を認

めた．

　　　　　　　　IV，治療成績

　1）　治療対象並びに治療方法

　上述検査結果に基きわれわれはRubin　testで異常の

あるもの，すなわち痙攣型，狭窄一癒着型，閉鎖型を示

した38名に対してChlordiazepoxide（Balance）を投

与，爾後のRubin　testを検索した．

　薬剤投与方法は第1回Rubin　testで痙攣型，狭窄型，

閉鎖型を示した者に対して，次回月経終了後Chlordi－

azepoxide　20　mgi」dayをB．　B．T．頸管粘液，膣スメアを

参考にし，排卵後3日目迄平均10日間投与Chlordiz－

epoxide服用中第2回目のRubin　testを施行，第1回

目と比較検討した．

　2）治療結果

　Chlordiazepoxide（Balance）を投与し，その治療結果

をみるに当り，投与前のRubin　testにて痙攣型，狭癒

型，閉鎖型の各々について分類検討した，

　i）Chlordlazepoxide投与前Rubin　test痙攣型の場

　　　合

　第5表に示す如く，投与前Rubin　test痙攣型を示す

24名にChlordiazepoxide　20　mg／day投与，投与中の

Rubn　testの波型で改善の有無を見た所，　Rubin　test正

H召不rJ　43　／．1：：　1　ノ」　1　日

常型になつたもの13／24（54．1％）で，このうち副交感

神経機能異常のもの6・’11（54．5％），全自律神経機能異

常のもの6／11（54．596）に改善をみているが，特に自

律神経機能反応型に於いて皿型（全自律神経不安宝），

VI型（副交感神経緊張充進）に著明な改善がなされてい

る事が注目される．

　一方改善の見られなかつたのは9！24（37．5％）又逆

にむしろ悪くなつたものが2／24（8．4％）に見られ，こ

のものは閉鎖型に転化している事は子宮卵管神経支配の

複雑な事を示しており興味ある知見と思われる．

　ii）Chlordiazepoxide投与前Rubin　test狭癒型の場合

　第6表に示す如く，投与前に狭癒型を示したものは4

名で例数は少ないが，4名中1名に於いて正常型に改善

されている．このものは副交感神経緊張充進のものであ

った．

第6表Chlordiazepoxide　20　mg，！日投与

　　　　　　1　　　　　　1投与前

反応型IRubin
　　　　　　［狭癒　正常　痙攣

Rubin　Test（投与後）

　第5表　Chtordiazepoxide　20　mg！旧投与後

　　　　　　　投与前　　Rubin　Test（投与後）

反応型，Rubin　－　1－　　一一

1　交

H　副

痙攣型

緊　充

不　安

皿　全　不

IV　全　緊

安

ヱヒ

　　副低一ト
V　　　→交緊充

1

3

6

5

正　常
一

i　y、，

　100，0

1　　　「

　33．31
4

　66．6
2－

　40．0

0

痙　攣　閉

・’6 i・

2
　　　　0

狭癒闇鎖
　　　」

1　交緊充

il　副不安

皿　全不安

IV　全緊充

0　0　・（J　O　O　％

鎖

弘

0

0

0

0

　LOiO
0　　0

1　　0 0　　1
　　　100．0

0　　0

0

0

0

v型懸プー・

　　副緊元

’Vll　全緊低下
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　　計

1

◎5・7

0

1

　16．7　　　　16．7

3　60．olO

O　　　　O

2

O　　　I
－－　　　1

1　　　1

　50．0

0　　0

0

0

1
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・l
l一

0

0

0

0

1　　0　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　1Q9・0

41 25．。・3 75．。・

VI　副　緊　プ己

V皿　全緊低下

8
5 2

62．5　　　　25．0

1

0　　　0 0

12．5

V皿　正 常 1 0
－13

0

計 24
54．1

1

100．0
す

　37．5、

0

2

8．4

　iii）Chlordiazepoxide投与前Rubin　test閉鎖型の場

　　　合

　第7表に示す如く，投与前閉鎖型を示した10名につ

いて述べるとChlordiazepoxide投与でRubin　testに

改善を見たものは6／10（60．0％）で，その内訳は正常

型に改善されたもの3／10（30．0％），痙攣型に改善され

たもの3／10（30．9％）である．すなわち例数は少ない

がこの型のものに於いても副交感神経不安並びに副交感

神経緊張充進のもの50％に於いて正常型に改善され，

又全自律神経緊張冗進のもの75．0％に於いて痙攣型に

改善されている．

　3）小括

　自律神経機能検査施行例70名の各反応型とChlordia－

zepoxide投与前Rubin　testに何等かの疎通障害を示し
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第7表　Chlordiazepexide　20　mg／日投与後

Rubin　Test（投与後）

（45）45

反　応　型

1　交　緊　九

投与前
Rubin
閉　鎖

　1

　　　　　　　L正　常　　　攣：閲　鎖
　　　　　　　　　　　　　

110げ6ゆ　㌔OV°

H　副　不　安

m　全　不　安

2
　　　Lgf　9，　oi　o

O　　　O　　　　O

　　　O

1

50．0

0

IV　全　緊　元　　　4
∴5．。、125．。

　　副低下　　　IV　　　→交緊充

w　副　緊　充1

0 0

1

0 0

58．3％，IV型（全自律神経緊張充進）50．0％の順であ

り，例数等の関係よりみると，皿型，XU型に特に有効で

あるといえる．

　以上をRubin　testに何等かの疎通障害を示した38名

にChlordiazepoxideを投与した場合を各神経系別に簡

単にまとめると第9表に示す如く，交感神経機能異常

には2／2（100．096），副交感神経機能異常9／17（52．9

％），全自律神経機能異常9／16（56．3％）有効であり，

全体的にみるとRubin　testで異常を認めた38名中20

名（52．6％）に有効であつた．

V巫　全緊低下

V皿　正 常

計

2

0

1

10

　　　050．0

1

50．0
第9表　Chlordiazepoxideによる治療効果

0 0

0 0

3　　　　3
　30．0　　　　30．0

0
自律神経機能

1

… 4

投一与前Rubin
Test痙華，狭
癒，閉鎖
　　3　　　％
　　　100．0

［投与後Rubin
Test有効例

100．0

40．0

た例38名の反応型を比較してみると第8表の如く，

Rubin　testで何等かの疎通障害を最も多く認めのはVI

型（副交感神経緊張充進）12／16（75．0　o／6）で次いでV

型（副交神経不安定状態），IV型（全自律神経緊張充進）

の71．4％，皿型（全自律神経不安定状態）の66．6％で

ある，これ等より見てもわかるように，卵管疎通（機能

面も含めて）に影響を与えるものは，副交感神経系の緊

張充進並びに不安定状態の例に多い．

第8表

反　応
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Chlord三azepoxide投与による治療成績
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　4）　治療症例について

　症例；－24歳　主婦
　初潮　12歳4カ月以来整調で持続7日間，28型で月

経時軽度の下腹部痛と腰痛がある．

0 0

12
7

0

3

70 38

5
58。3　　　　41．7

0

0

20

0

3
100・ρ

18
52．6　　　　47．4

　Rubin　testで何等かの疎通障害を認めた38名にCh塁

ユordiazepoxideを投与した場合の通気曲線の改善の状態

を各反応型についてみると，最も有効であつたのはJ型

（交感神経緊張充進）100．0％で次いで皿型（全自律神

経不安定状態）66，696，M型（副交感神経緊張充進）

　既往歴では15歳のとき虫垂切除術をうけているが他

に特記すべきものはない．

　21歳の時健康な現在の夫と結婚，結婚後2年2カ月に

なるが妊娠しないので本院婦人科不妊クリニーク受診し

た．

　来院時所見としては体格栄養中等度で心胸部に特記す

べき所見なく，腹部では虫垂切除術後の手術搬痕を認め

た．

　内診所見では外陰部は正常に発育，子宮体部は後傾後

屈で正常大，両側附属器は正常，子宮膣部の大きさやや

小さく，子宮口附近にはビランは認められなかった．

　上記診察所見より原発性不妊症，子宮後転症の診断の

もとに下記の如き不妊クリニークの検査を行なつた．

　i）　基礎体温：2相性

　ii）　　　　　，子宮卵管造影法施行，造
影所見は正常子宮腔のみが造影され，両側子宮角部は明

瞭，子宮腔壁には凹凸なく全く異常は認められなかっ

た．しかしながら両側卵管は全く造影されなかった．

　iii）　　　　　　　　　，Rubin　test施行，閉鎖型

を示すためその後2回施行したが同じく閉鎖型を示し
た．
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　iV）Hulmer　test：正常

　V）　子宮内膜検査：腺の状態は正常で炎症等の所

見は認められなかった．

　上記検査所見より，両側卵管閉塞（子宮角部に於いて）

の診断のもとに　　　　　　　　本院婦人科に入院．

　入院時検査所見並びに手術所見；

　　　　　　　　　　腹腔鏡検査施行，腹腔鏡所見は，

子宮は後傾後屈，正常大で色調に変化なく，両側卵管は

正常で癒着は認められなかった．左卵巣は正常，右卵巣

は小嚢腫変性以外に特記すべき所見はなかつた．卵管疎

通性検査の目的で腹腔鏡照診のもとに外子宮口よリイン

ディゴカルミン通水法を施行したが，右卵管よりわずか

に色素の排泄をみたが，非常に悪く，左卵管よりの色素

排泄は全く認められなかつた．よって開腹術を施行し

た．

　開腹時所見は腹腔鏡照診所見と変りなく卵管釆部より

逆行性に通気術を施行，両側卵管共に最初は疎通性が非

常に悪く，子宮角部で閉鎖しているかの如くであつた．

しかしながら回数を増すにつれて疎通性が得られたため

子宮角部に於ける機能性閉塞と診断し，子宮位値矯正術

を施行した．

　術後経過良好で術後14日目に退院した．

3月13日
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　　正常型
｛バランス20mg／日

服用中〕

昭和43年1月1日

　退院後経過：

　　　　　　　　　全治退院，その後自律神経機能検

査を施行したところ珊型（副交感神経緊張充進）を示し

たので月経終了後Chlordiazepoxide（Balance）20mg，i’

口服用した．服用時はRubin　testで閉鎖型を示したの

が痙構型，正常型に改善され（図1）．

　　　　　　　　　　より7日間をもつて最終月経と

して妊娠に移行，その後経過良好で妊娠持続中である．

VI．考按ならびに綜括

　卵管疎通性診断には緒論で述べた如く種々なる検査方

法があるが，単独の検査方法で且つ1回の検査で確実に

診断を下す事は容易でない．この事は例えば子宮卵管造

影法とRubin　testの結果の不一致等の諸家の報告より

明らかな事である．

　この検査の不一一致は女性性器に於ける神経支配の複雑

さにより子宮角部の痙攣等による卵管の機能性閉塞（見

かけの閉塞）によるものであり，Dahllo）は卵管はFr－

ankenhHuser氏神経叢および卵管神経叢より神経線維

が供給されており，両神経叢は交感および副交感神経線

維よりなると述べ，Kronigli）は子宮体部と卵管とは互

に拮抗的で，卵管の緊張は恐らく副交感神経によつて高

まり，副交感神経緊張時には卵管角部の高度の絞抱性収

縮を起す事を述べている．このように卵管運動と自律神

経作用は密なる関係を有し，この自律神経機能も卵胞期

に於いては副交感神経，黄体期に於いては交感神経優位

になる事をJulzer＆Artneri2）17）等は報告している．し

かしながら一方Donner13はMagnus－Kehrer法で副交

感神経遮断剤であるBuscopanによつて卵管の痙攣緩

解作用は認められず卵管緊張の上昇を来すと報告してい

る．

　上述の如く一部の報告に於いても卵管の機能状態は自

律神経に支配されている事が明らかであるが，交感，副

交感神経の何れによつて支配されているかは明らかでな

い．しかしながら自律神経の不安定な状態では卵管に於

ける痙攣並びに機能的閉鎖が起る事を考慮に入れて，中

枢性に自律神経系を調節するといわれるChlordiazep－

oxide（Balance）をわれわれは用いた．

　卵管が自律神経に支配されている事から一般的に自律

神経機能検査が行なわれているが坂倉14）によると交感，

副交感神経共元進32．8％交感神経機能尤進32．896，副

交感神経機能充進13．8％，正常13．8％と報告してお

り，一方富田15）は健康婦人の自律神経緊張状態と年齢の

推移を報告，これによると20歳より40歳と年齢の増加

と共に自律神経機能に変化を来し，副交感神経緊張より

交感神経緊張に傾くと述べている．われわれの揚合，不
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妊症患者で年齢も20～40歳の問にあり，交感神経緊張

6／70（8，6％），又副交感神経機能低下による交感神経

緊張充進2／70すなわち所謂交感神経緊張は8／70（11．4

％）であり，副交感神経緊張充進は16／70（22．9％），

副交感神経不安定状態7／70（10．0％），副交感神経機能

低下による交感神経緊張も副交感神経機能異常に加える

ならば，副交感神経機能異常は25／70（35，7％），全自

律神経機能不安定状態14、　70（20．096），全自律神経機

能不安定状態9／70（12．596），全自律神経機能低下2／

70（2．896）で，全自律神経に機能異常を来しているの

は25／70（35．796）であり正常は14　／70（20％）に認め

られた．

　次にRubin　testと自律神経機能の関係であるが，従

来の卵管が自律神経遮断剤投与の報告は多くみられる

が，われわれのRubin　testの結果では交感神経機能異

常6名中Rubin　testに異常を認めたのは2名（33．3

96），副交感神経機能異常に於いて17／25（68．o％），全

自律神経機能異常に於いて16／25（64．0％）の異常を認

め副交感神経機能異常並びに全自律神経機能異常者が多

く認められる．交感神経，副交感神経の自律神経高位調

節中枢は間脳，殊に視床下部に集合している18）．よつて

われわれは自律神経に何等かの機能異常を認め，Rubin

testに於いて疎通障害を有するものに対して，後部視床

下部に選択的な抑制効果を有し，二次的に大脳辺縁系に

抑制効果があり，又筋弛緩作用並びに抗痙攣作用のある

Ch1・rdiazepoxideを投与する事により，卵管の自律神経

系の異常を正し，筋弛緩作用と抗痙攣作用とにより，卵

管の疎通性の改善を計らんとした唱中嶋16）によると卵管

疎通障害を有する26例にChlordiazepoxideを投与し

13例（50．0％）に効果を認めているが，われわれは

Rubin　testに何等かの疎通障害を認めた38名に於いて，

Rubin　test痙攣型，狭癒型，閉鎖型の各々について検討

を加えたところ，痙攣型24名に於いては13／24（54．1

％）に改善をみている．この中で特に全自律神経機能異

常，副交感神経機能異常では各々54．5％，例数は少な

いが交感神経機能異常では100．0％の改善を認めた．し

かしながら一方，全自律神経不安定状態並びに副交感神

経緊張充進の各々1例に於いては改善はみられず，かえ

つて閉鎖型と増悪しているのは卵管の自律神経支配の複

雑さを示しているものであり，今後尚検討の余地がある

ものと考えられる．次に狭癒型4名に於いては副交感神

経緊張充進の1名が正常型に改善されているが，改善の

みられなかつた3名は共に器質的な病変を認められた．

閉鎖型10名に於いては改善の認められたのは6名で，

このうち3名は正常型に，3名は痙攣型に改善されてい

るが，自律神経機能別にみると，交感神経緊張充進に

50．0％，副交感神経機能異常に100．0％，全自律神経緊

張充進の75．0％に改善をみている．

　改善のみられなかつた4名にっいて考えると自律神経

機能が正常で閉鎖型を示しているものは，他の検査で結

核性子宮内膜炎という事がわかり，全自律神経緊張充

進，副交感神経緊張充進の各1例は子宮卵管造影で卵管

膨大部に於ける両側卵管水腫形成，並びに両側卵管狭部

閉鎖のものであり，副交感神経不安定状態の1例は，子

宮卵管造影で子宮腔のみが造影され両側卵管は子宮角部

で閉鎖している．本例の場合子宮内膜は正常であるが，

既往症に肺結核に罹患している事より，多分結核性病変

によつて両側卵管が閉鎖していると考えられる．本症例

に於いては今後腹腔鏡等の精査をするつもりである．

　以上Rubin　testに何らかの疎通障害を認めるもの38

名にCh1QrdiazePoxideを投与し20名（52．6％）に改

善をみたが，器質的卵管閉塞を起こしている7名を除く

と20／31（64．596）に改善を認めている．又卵管の疎通

障害を認め且つ各自律神経系異常の症例に対して交感神

経，副交感神経の区別なく全体的に作用しているのは，

本薬剤の特性といえる．

結　　語

　卵管疎通性と自律神経系の関係は密接であり鼓にわれ

われはこの関係についてRubin　test並びに薬物による

自律神経機能検査を行なつた，Rubin　testで疎通障害を

認めたものに対して，Chlordiazepoxideを投与し卵管疎

通障害の改善をみた．

　1）不妊症患者70名のRubin　tsetの結果は正常型

4．57％，痙攣型34．3％，狭窄一癒着型5．7％，閉鎖型

IV．3％であった．

　2）　不妊患者の自律神経機能検査に於いて交感神経緊

張元進8．6％，副交感神経機能異常（緊張充進22．9％不

安定状態10．0％機能低下2．8％）35．7％，全自律神経

機能異常35．7　°／o（緊張充進20，0％，不安定状態12．9

％緊張低下2．8％）正常型20．096であつた．

　3）Rubin　testで何等かの疎通障害を認めた38名の

自律神経機能との関係は，交感神経緊張充進5．3％，副

交感神経機能異常44．7％　（不安定状態13．196緊張充進

31．6％）全自律神経機能異常42。1％（不安定状態15．8

％緊張充進26．3％）であった．

　4）Rubin　testに疎通障害を認めたものにChlordi－

azepoxide（Balance）20　mg／　fl投与を行なつた．

　i）痙攣型24名に投与し13名（54．1％）に卵管疎通

性の改善をみた．改善されたものは交感神経緊張充進

1／1（100．096），副交感神経機能異常6／11（54．5　96）

（不安定状態1／3（33．3％），緊張充進5！8（62．5％）），
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全自律神経機能異常6／11（54．5％），

（66．6％），緊張充進2！5（40．0％））

　　ii）　狭癒型4名に投与，1名に

た．

　　iii）　閉鎖型10名に投与6名　、

名，痙攣型3名）に改善をみた．

神経緊張充進100．0％，

％）　（不安定状態50．0％，

神経機能異常（緊張充進3／4，

た．

　　VI）　Rubin

rdiazepexideを投与20名52．6％に

障害のある7名を除くと64．5％に

　　（尚本論文の要旨は昭和42年2

関西支部第44回集談会，

近畿産科婦入科学会

秋・西川　潔・大田尚司・星本幸男・内藤啓三

（不安定状態4／6

であつた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卵管疎通性の改善をみ

残る3名は器質的な障害を有するものであつた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（60．0％），　（正常型3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改善されたものは交感

　　　　　　　　　　　　　　　　副交感神経機能異ge）　2／4（50．0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緊張充進50．0％），全自律

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75．0％）75．0％であっ

改善されなかった4名には器質的障害を認めた．

　　　　　　　　testで疎通障害を認めた38名にChlo・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改善をみた．器質的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改善を認めた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月25日目本不妊学会

　　　　　　　　　　　　　　　　　並びに同年5刀28日第36回

　　　　　　　　　　　　総会に於いて発表した）．
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Relation　between　tests　of　tubal

　　　　patency　and　autonomic

　　　　　　　　　nerve　function

　　Minoru　Koj畳ma，　K量yoshi　Ni8hikawa，

　　　　Hisashi　Ohta，　Yukio　Hoshimoto

　　　　　　　　　　and　I（eizo　Naito

Departmen、　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　Osaka　Medical　College、　Osaka，　Japan

　　　　The　tubal　patency　has　been　recognized　as　a

important　factor　in　view　of　female　sterility　and　it

is　under　infiuences　of　several　functions：　psycho・

somatic，　diencepbalo．hypophysis，　hormonal，　autono一
　　の
mlc　etc．，

　　　　In　the　out　patients　visiting　our　Sterility　Clinic，

Studies　on　the　relation　between　the　autonomic　func．

tion　test　and　the　tubal　patency　by　the　Rubin　test

were　performed．　In　cases　with　abnormal　curve，

chlordiazepoxide　was　administrated　and　its　effect

was　observed．

　　　　1）Rubin　test　was　performed　in　70　cases　of

sterile　patients：nomal　type　45．7％spasm　type　34．39・6，

stenosis－adhesion　type　5．796　0cclusion　type　14．3守6．

　　　　2）The　results　of　the　autonomic　nerve　function

test　is　following：sympatheticoton｛c　type　8．6％，　ab－

normal　function　of　parasympathetic　nerve　35．796

（parasyml〕athicotonia　22．9％，　neurotonia　10．096

hypoparasympathicotonia　2．8％），　abnormal　function

of　total　autonomic　system　35．796（amphotony　20．0

％，neurotonia　12，9％，　hypoamphotony　2．89・6），

normal　function　of　autonomic　nerve　20．2％．

　　　　3）In　38　cases　showed　abnormal　curve：sym．

patheticotonia　5．3％，　abnormal　function　of　parasym．

pathietc　nerve　44．7％（neurotonia　13．196，　parasym－

pathicotonia　31．6％），　abnormal　function　of　autnomic

ner▽e　42．1％（neurotonia　15。8％，　amphotony　26．3％1．

穐
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　　　　4）Chlordiazepoxide　20　mg　daily　was　given　to

CaSeS　wlth　abnOrmal　CUrVe：

　　　　i）1364．1％）out　of　24　cases　improved　fol－

10wing　the　above　medication　were　spasm　type．　The

improved　cases　are　following：sympathicotonia　1〆1

（100．0％），abnormal　function　of　parasympathic

nerve　6／11　（54，5％）　（neurotonia　1／3　（33．39る），　para－

sympathicotonia　5／8（62．5％），　abnomal　function　of

autonornic　nerve　6！11　（54．59后）　（neurotonia　　4〆／6

（66，696），amphotony　2　F5（40．0％）．

　　　　ii）The　drug　was　given　to　4　cases　of　the

stenosis－adhesion　type，　and　the　tubal　patency　was

improved　in　l　case　but　the　organic　abnormalities

were　found　in　3　cases．

　　　　iii）10　cases　of　the　occlusion　type　were　treated

in　the　same　way　and　6　cases　of　them　were　im－

proved．　The　lmproved　cases　are　following：sym．

pathicotonia　1／1（100，0％），　abnomal　function　of

parasympathic　nerve　2／450．096）（neurotonia　50．0％

（amphotonia　31475．0％），　non－improvement　cases

were　organic　abnomalities．

　　　　iv）Chlordiazepoxide　was　given　38　cases　with

abnormal　patency　and　20　cases〔52．6％）of　them

were　improved．

，
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1

　排卵障害により不妊要因を来していると診断された181名を対象としHMG，　clomiphene（clom．）による

排卵誘発を試みた・clom・50　mgi／day×5日間内服投与後1ヵ月間経過観察し排卵の有無より更に増量投与し

た・HMG投与は著者3）らの設けた“任意漸減式投与法”によった．頸管粘液，　V．　Smear，子宮内膜，基

礎体温，ホルモン測定等の検査を投与前後に行なって経過を観察し下記の結果を得た．最少投与を目的と

したHMG投与に於いてさえも過剰刺激が多数に認められ画一な投与法設定の困難さを示した．　clom．に抗

estrogen作用が認められた・clom．（HMG）152（76）周期中11（7）名の妊娠を得たがHMGに次回治療，

妊孕性に及ぼす影響（carry　over　ffect）を認め治療面でのrepeat　attackの必要性を痛感した．　clom．（HMG）

121（60）名中81（39）名の排卵を得たが両者とも著明な副作用は認められなかつた．投与対象としてdom．

は間脳下垂体の良く継持された軽症例を，HMGは卵巣機能が潜在的に良く継持された‘‘dormant　ovary”

であることが特に必要であるとの結論を得た．

1．緒　　言

　排卵現象は生殖機能の根源であり，したがってわれわ

れ婦人科医にとり排卵誘発法は最大関心事の一つであ

る．無排卵症に対する排卵誘発法に関しこれまでの種々

な治療方法に加えて最近新らたにclomiphene　citrate

および人下垂体性gonadotropinを使用した二つの有力

な治療法が試みられるようになつた．今回著者はclO－

miphene　ci亡rateおよび人下垂体性gonadotropinとして

human　menopausal　gonadotropin（IIMG）を排卵障害

婦人に投与観察する機会を得たのでここに報告する，

　（A）clomiphene　citrate：clomipheneは化学的に合

成された内服投与可能な薬剤であり非ステロイド系薬剤

として有名なdiethylstilbesterolやtriamylchloroethyle－

ne33）（TACE）等から発展合成されたものでclolnid，

MRL　41，　MER　41またはchloramipheneとも呼ばれ

る．化学式は1－〔P－（B－diethylaminoethyoxy）phenyl〕・1，2

diethy1－2・chloroethyleneで示されラットにおいて抗es－

trogen作用，抗gonadotropin作用，および妊娠阻止作

用等5）6）7）を示すが人間では抗estrogen作用および高率

な排卵誘発作用が著明であり，ラットに見られるが如き

抗gonadotropin作用，妊娠阻止作用は見られない．196工

年Greenblattにより人間での高率な排卵作用が発見され

たがclomipheneの排卵誘発作用機序につき今未だ定説

なく現在意見の一致している点は本剤投与によりgonad－

otropin分泌の充進，　estrogen分泌の充進および高い排

卵誘発作用の3点である80）．当然clomipheneの排卵作

用をめぐりprimary　actionあるいはprimary　siteを求め

る多数の実験が行なわれている．卵巣のIn・vitroにおけ

るestrogen合成，　Isotopeを用いた本剤とest　ogen

との競合，組織学的研究等多数の基礎的臨床的実験を見

るがなおかっいまだ十分説明しうるだけの結果は得られ

ていないようである，

　（B）　human　menopausal　gonadotropin（HMG）

　異種gonadotropinによる排卵誘発に関しては種特異

性につらなる抗体産生の不可避的問題に止らず抽出法の

不備あるいはまた適応を必ずしも的確に選択できなかっ

たこと等のために満足すべき結果が得られなかったこと
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は周知の通りである．human　pituitary　gonadotropin（H

PG）と同じく同種gonadotropinであるHMGに関し

てはBorthg）17）等の動物実験を経て1962年Lunnenfeld

34）が3名の妊娠例を初めて報告した．続いてRosembe－

rglo）11），　Buxton12），　Dizfalusy13），　Vac　n　de　Wiele14），　Sta－

emmler2i）・23），　Ta．　ymori5）16）等によりHPG同様その顕

著な効力が次々と報告されている．今日gonadotropin療

法の殆んどは各種FSH　factorとLH　factorとしての

HCGとの併用が通例となり種々の投与形式19）”26）が考案

されているが今回著者はFSH　factorとしてOrganon

社製HMG（Humegon）を使用した．　Humegonは標準

として1ampoule中FSHを第2回1．　R．　P．単位にて

75単位含有しFSHILH　Ratioは3～10である．　LH

factorとしては主としてOrganQn祉製rPregonyl」を

一部帝国臓器製rGonatropin」を使用した．

II．研究対象と研究方法

　1．研究対象

　不妊を主訴とし慶応病院婦人科外来を受診し排卵障害

により不妊要因を来していると診断された患者181名を

選び研究対象とした．軽渡甲状腺機能低下症の1例を外

き対象はいずれも排卵障害の原因となる著明な他疾患を

合併せず年齢は21歳より37歳までである．

　2．研究方法

　（1）病型分類

　a）　無排卵性性器出血：基礎体温等より少くとも3カ

A以上排卵なく2カ月以内の間隔で無排卵性性器出血を

認め頸管粘液にある程度の周期性が認められる投与対象

を無排卵性性器出血とした．

　b）無月経：少くとも3ヵ月以上性器出血なきを無月

経としこれを更に無月経第1度および第2度に分類し
た．

　i）無月経第1度：progesterone　capronate　50　mg筋

注投与後2週間以内に性器出血来すを頸管粘液検査1）2）

をも参考とし無月経第1度とした．

　（ii）無月経第2度：progesterone　capronate　50　mg

筋注投与により出血を来すことなくestrogen　priming

により始めて性器出血認めるを無月経第2度とした．

　（2）投与方法

　a）clomipbene　citrate（以下clom．と略す）

　clom．50　mg！／day×5日間内服投与を標準投与法として

採用し，抜与量は下記の如く50　mg，”day×3日閻を最少，

150mg’day×5日間を最大投与量とした，

　①　50mg／day×5日間　　①’　50　mg！clay×3日間

　②100　mg／day×5日間　③150　mg／day×5日間

　第1図の如く予定量を内服投与後ユカ月間経過観察し

第1図　clomiphene　citrateの投与法

Clomiphene●×5

Ov（＋）

Ov（＋）

1カJj

1カ月

Clomiphene●●×5

1カJJ

Clomiphene　l　Ov（十：・　　　Clomiphene

　●〉〈3　　　1　　　　　　　　　　●●●〉く5

　　　　　　：

　●Clomiphene　50mg　Uay

排卵成功例は更に1カ月間経過観察したが排卵不成功例

は上記の如く漸次増量投与後経過観察するを常とした．

　b）human　menopamsal　gonadotropin（HMG）

　LH　factorであるHCG（human　chorionic　gonado・

tropin）をほぼ一定としFSH　factorであるHMG

（Humegon）を漸減投与し頸管粘液像よりその投与量を

調節するという著者らの設けた‘‘任意漸減式投与法”

に従つた3）．すなわち最初2ampoule（1501U〆／day）の

HMGを連目筋注投与後頸管粘液0．2ml以上結晶形成

2度以上に達したとき1　ampouleに減量連日投与した．

更に粘液量O．3・ml以上結品形成3度以上に改善を見て

HCGと併用2目間続け投与した．　HCGは30001U／day

3日から5日間続け投与する方法である．HCG投与量

は基礎体温の上昇および副作用の出現等により任意増減

した（第2図参照）．

　　　第2図　HMG，　HCG投与方法
HMG（Humegon）を2　ampouleつつ連日投与
し頸管粘膜0．2ml以上結晶形成2度以上にな
つたとき1　ampouleに減量投与した．頸管粘液

O．3　ml以上結晶形成3度以上になつたらHCG

を最後の2日間併用投与した，HCGは3，000
単位／日3～5日間投与した．

（HMG）

Iu

225

150

75

）

HCG

HMG

0．2ml　O．3ml
（＋）　（w）

（HCG）

Iu
3，000

2，000

1，000

0

（3）　検査方法

a）　排卵の判定は通常行なわれている方法に従った．

b）　全例に基礎体温を記載きせた．

c）　来院時必ず頸管粘液検査を行ない特に粘液量，結
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晶形成につき精査した．

　d）　Vaginal　Smear：

より，

Human　menopausal　gonadotropin及びclomiphene　citrate
に欠る排卵誘発について

飯塚らによるInk　Stain法に

　　　Smear判定はInk　Stain　Index，1．　S．1．（Ink

StainによるAcidophilic　Index）をもつてした27）．

　e）　子宮内膜検査．

　f）尿中ホルモン測定：24時間または48時間蓄尿せ

る検体につき下記の方法により測定した．i）17－KS：

Drectorの神戸川変法28）．　ii）17－OHCS：Glenn　Nel－

sonの神戸川変法29）．　jji）Estrogen：Brownの神戸川

変法30）．iV）Pregnanediol：KlopPerの神戸変法31）．

V）総gonadotrorin：Bradburyの松島変法32）

III．研究成績

　（A）　clomiphene　citrate

　1．検査成績

　（1）Vaginal　Smear：　clom．投与前後Vaginal

Smearを観察すると（第3図）投与前に比べ投与後の角

　　第3図　Vaginal　Smearの推移　（lnk　Stain

　　　　　　Index法による）
　　　（a）　VFJ〕II成エガ群

　　　　Clomiphene

100　　〔Zコ
ρ80
雪60

　40－

　20

1　　b

　　　（b）排卵不成功群
　　　　Clomiphene
100　　［：ZZ＝1

二「80

雪60

　40

　20

10　　　15 20 25　（dayS）

1　　5 10 15　　　　　20　　　　　25　（days）

化細胞の減少が著明で特に第5日目より第7日目にかけ

ての減少が著しくclom．のもつ抗estrogen（以下est．

と略す）作用を良く示している．第3図は排卵の有無よ

り2群に分け示してあるが排卵成功群は漸増さらに一段

の減少等，投与後のVaginal　Smearの示す値にばらつき

が多くこれは排卵期を異にするためであろう。一方排卵

不成功群は投与後の角化細胞減少に続く同細胞の増加も

認められるが排卵成功群ほど上下の変動なく第3図（b）

の矢印の如き減少後の推移を示している．角化細胞が減

少したまま移行する例も見られるが排卵不成功群に卵

巣機能不全の多いことからも容易に理解される．Ink

Stain　Index最低日と推定排卵日とを第4図に示すがほ

ぼ90％以上が3週間以内に排卵し1カ月経過観察の正

日不妊会誌　13巻1号

第4図　Clomiphneによる　ISI最低口と推
　　　　定排卵目

6　4　2例 2例　4　6
　　　　　　　　　［

一一一一一一一＿一一

ISI日

　1

推
定
排
卵
日

最
低

当性を示している、

　（2）頸管粘液（以下CMと略す）

　V，Smear同様clom，の抗est．作用を示すCMの
減少および結晶形成の低下がag　4　・－7日目にかけて著明

に見られた．排卵成功群のCM状態は急増，漸増等排

卵時期の相違より種々であつたが著者は多数の正常周期

婦人CMを観察しその周期的変化に個体差の著しいこ

とを日頃痛感しておりclom．によるCM変化について

も個体差があり特有の変化は見られずほぼ自然排卵時同

様の変化を示した．排卵不成功群につき投与後のCM

変化の少いことは当然予想されることであるが特記すべ

きはclom．投与後CMが排卵を思わしむるに足る像を

示しながらその他の点から排卵不成功と判定された例が

非常に多かつたことである．その数は無排卵周期数の113

以上に及ぶがこのことはまたclom．の排卵作用機序を

考察するうえで一つの手掛りを示唆している．

　（3）　尿中ホルモン

　排卵成功群および不成功群の2群に分けclom．投与

前および投与後の尿中ホルモン状態と排卵の可能性につ

き比較検討した．

　a）17・KSおよび17－OHCS：clom．投与前の17－KS，

17－OHCS値を排卵の有無より二群に分け比較したが両

群問に相異は見られなかつた．また投与後の経過も著明

な変化なく17－OHCS．17－KS値より排卵の可能性およ

びclo肌の与える影響を認めることはできなかった，

　b）estrogen（以下est．と略す）：投与前est．につき

比較検討したが排卵成功群は一般に高い値を示す例が多

く不成功群では低い値を多く示しており両群問に明らか
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第5図　clomiphene投与前尿中estrogen値
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排卵（＋）

第6図　尿中estrogen値の推移
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（b）排卵不成功群

な相違が認められた（第5図）．排卵成功群が卵巣および

その上位中枢機能が比較的良く保たれているに反し不成

功群では卵巣またはその上位中枢での機能障害が想像さ

れる．clom．投与後のest．推移を見るに排卵成功群で

は投与後急激なes亡．の上昇が認められ（第6図）個々

には凹凸が見られるが排卵成功群に於いては大勢として

排卵時までest．の上昇が続くと見て良いであろう．こ

のことはV．SmearおよびCMが投与後ほぼ全例に一

時的低est．症状を示すことと相反する現象でありclom，

作用機序を考察する鍵を示唆する．不成功群はest．急増

例，不変および軽度上昇例等に分けられるが排卵を示唆

するに足る著しいest．増加を認めながら排卵不成功に

終つた例はCM像同様注目に価する．

　c）総gonadotropin（以下G．と略す）：投与前総G．

値を見るにest．同様両者著明な相違を示し（第7図）

排卵成功群では比較的正常値に近く分布しているが不成

功群では非常な高値か，低値の両極端に分布している．

すなわち排卵成功群がその間脳下垂体機能がほぼ正常に

保たれているに対し排卵不成功群では上位中枢の障害ま

たはtarget　organである卵巣の機能障害によるG．過

第7図　clomiphene投与前尿中gonadotrophin値
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　　　　　排卵（一）　　　　　　　　排卵〔＋）

剰分泌が推定される．clom．投与後の総G。の推移を一

番簡単なmouse単位を使用し観察したが粗な単位測定

のため少量の増加に留りその増加が認められぬ例も多数

有ると思われるに拘らず増減なく移行する多くの例に混

じ相当数の増加が認められる例が見られる．clom．の総

G．に及ぼす影響としてほぼ横這（不変）または排卵時

にかけ軽度増量すると見て良いであろう（第8図）．自然

排卵時での総G．の推移を一考すると現在の通説として

　第8図　尿中総gonadotrogin値の推移

　（a）排卵成功群　　　　　　　（b）排卵不成功群

　CI。miphene　　　　Cl・miphene

　　mO　50mg／d・y×5d・y・　囮50mg／d・y×5days

60　　　　　　　　　　　　　60

　30
3
ヨ2。

10

5

1　　5　　10　　15

　　（days）

　30
需

」…20

10

5

1　　5　　10　　15

　　（days）

排卵時に或る程度のピークを確認されているが他は殆ん

ど変化を認められていない，まして自然排卵時のFSH，

LH分泌（特にFSH）に関しては現在定説なく種々な説が

論ぜられている現状に於いてclom．投与によるG．の

変化にのみ多くを期待することはできない．

　（4）　i基礎体温

　排卵成功例につき平均値を求めたがclom．投与開始

より体温上昇までの口数は平均13．6日で最短2日より

29日までと期間が非常に異つている．排卵後の高温持

続期間は平均13．8日（11日より最長17日）であつた．

投与前にclom．投与後の排卵時期を予測することはで

きなかった．

　（5）　副作用
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投与量に属することが最もな原因と思われる53）61）．

　2．臨床成績

　（1）clomiphene（clom．）投与量

　43名の投与量検討群（pi】otgroup）での投与量検討結果

は第9図の如くである．無排卵性性器出血16名中①

clom．50　mg／day　5日間投与にて13名（81．2％）排卵，

②clom・100　mg／day　5日間投与にて1名（33．3％）排

卵，③clom．150　mg／day　5日間投与にて排卵なく（0

％），無月経第1度は①clom．50　mg！day　5日間投与に

・①0％

」劉劉 96リ司期排卵％

第9図　投与里検討群でのclomiphene
　　　　投与量及び排卵率（pjlot　group）

（1）無排卵性性器出血
ユ3ヱ4　　ユ6　（症例数）

①812％

　　　　　　　　②33．3％

（2）無月経第1度　　　　　ユ2
15　　18

①66．7％

　　　　　　　　②50％．（3）無月経第II度

　　　4　　6 9（症例数）

②0％

③0％

①Cl・miphene　50mg／day×5日

②Cromiphene　100mg／day×5日
③　　ClomiPhene　150mg／day×5日

18（症例数）

て12名（66．7％）排卵，②c】om．100　mg／day　5日間

投与にて3名（50％）排卵，③clom．150　mgfday　5日

間投与にて排卵なしとの結果を得たが無月経第2度は

①～③いずれも排卵不成功であった．50mg／day　3日間

投与を①の排卵成功例10名に試みたが成功8名（80％）

の排卵を得た．以上の結果からclom．50　mg／day　5日間

投与を最初漂準投与量として投与しその後排卵不成功な

場合増量投与を試みることが望ましいと思われる．

　（2）　排卵率

　12例のclom投与群を投与対象別に見ると無排卵性

性器出血34例中27例（79．4％），無月経第1度70例中

54例（76．8％），無JJ経第2度は17例中いずれも排卵に

成功していない．周期別に見ると無排卵性性器出血44周

期中34（77．396），無月経第1度82周期中54（65．9％）

と比較的高い排卵率を示すに反し無刀経第2度は排卵な

く治療効果を期待し難いことを示している（第1表）．

鰍卵雌拙血（　3427　1　79．4

無月経第1度　　E70　5476．8
鮒経第2度　1、7ioO
　　　　　　　　l　　　　L

合　　計

数

44

82

26

数

34

54

　0

77．3

65．9

　0

・2・
，1　8・il　66・9　i［・52〔8857・9

　c）妊娠率

　11名妊娠し第3表の如く症例別妊娠率9．1％周期別

妊娠率7・3％である．3名既に分娩しているが全例女児

であった点以外特別な異常なく経過している．

　d）　Carry　over　effect

　clom．投与が次周期に及ぼす影響につき検討したが前

回clom．投与により排卵に成功し次回自然に排卵を見

た例は排卵成功151周期中3例と予期に反し低い数字を

示した．また次回他薬剤による治療に及ぼす影響は殆ん

ど認められなかつた．

　（B）human　menopausal　gonadotropin（HMG）

　1．検査成績

　（1）尿中ホルモン

　a）gonadotropin（以下G．と略す）：HMG投与前

総G．を排卵の有無より二群に分け第10図に示す．投

与前G・がありま高値を示す例は一部対象より除外した

　　第10図　HMG投与前総gonadotropin　l直
1）無排卵性性器出血　　　2）無月経第1度　　　3）無月経第2度
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20
　　　　　　“●　　●　　　　　　　●　　●
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●

排卵（＋）　排卵（一）排卵（＋）　排卵（一）排卵（＋）　排卵（一）

に拘らず傾向として明らかに低値を示すものに成功例が

多くclom．排卵成功群がほぼ正常に近いG．値を多く

示すのと対象的である．このことはG。療法がその不足

を補うに意義あるを考えれば当然のことである．同一例

につき2回以上測定し1回でも高値を示した例は不成功

例が多かつたがG．測定そのものが使用動物の感受性操

作過程の複雑さに影響され易いことからもこれらの例は

G．高値のグループに含まれるべきであろう．一方また

投与前G．が比較的高値に拘らず排卵に成功した例も見

られるがおそらくは感受性の低下した卵巣がG．増量に
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より排卵に導かれたと推定されこの点に関しては後に言

及したい．低G．無月経のまま長年経過した卵巣が

atrophyに陥ることなくHMGにはたして反応できるか

は非常に興味あることであるが投与前総G．値，患者か

らの問診による無月経期間につき検討したものが第11

図である．排卵の有無を丸印X印で示してある．無月経

第11図　HMG：無月経期間と総Gonad－
　　　　　otropin　l直

笠
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■印：排卵成功例

×印：排卵不成功例

期間と排卵成功率との関係に著者は一定期間以上経ると

排卵を期待できないというborder　lineを得ることはで

きなかった．hyogonadotrop三smであるとはいえ皆無では

なく或る程度のG．分泌により卵巣機能が継持されてい

るであろうし個体差も大で問診の不確実さからも簡単に

決定を下し難いとの理由からHMG投与前に無月経期

間のみよりHMG治療の可否を一方的に決定すること

は軽卒であろう．また無月経期間と妊孕性については更

に検討を要すると思われる．

　b）estr・gen（以下est。と略す）二HMG投与前est．

値を排卵成功群および不成功群とに分けて比較するに

clom．投与対象群が両群問に著しく対象的であつたのに

対してHMG投与対象群の投与前est．値は両群間に特

徴なく強いてあげればest．低値および一部高値に不成

功例が比較的多いことである（第12図）．

　HMG投与後尿中est．は自然排卵時と同様のpattem

第12図　HMG投与前尿中estrogen値
　　　　　　　　μ9／day

　第13図　HMG投与後尿中estrogen値

自然排卵および他の薬剤による排卵誘発時に比

べ非常に高い値を示した．（×印：排卵不成功
例）

150

100

50

μ9／day

（282・8）（278．4）

1　　　　5　　　　　10　　　　　15　　　　　20　　　　　25

　　　　　　　　　　　　day

を示したがclom．投与群がほぼ自然な値を示すに対し

非常に高い値を示した（第13図）．est．値よりHMG効

果を分類すると下記の如くほぼ4型に分れる．

　①排卵成功例：①est．の著しい増加を伴う．②

est．値がほぼ自然排卵時に近い．

　（ii）排卵不成功例：③est。の著しい増加を伴う．④

est．増加が認められない．

　第14図はHMG投与量とest．値を示すが両者に正

の相関は認められず症例により感受性の差が著しいこと

が知られる．またこの様に最小必要投与を目的とした今

回の投与法に於いてもなおかつest．分布の巾が大きい

ので笑際問題として最少必要最と過剰刺激量との設定の

基準を設けることはかなり困難な問題であろう．また初

回投与と次回投与とを比較して見るに多数の例で第15

図に見られる如く初回に比し次回投与の揚合est．は明
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第14図　各HMG量投与時における投与量
とestrogen値を示す．両者間に相関』」係は認
められない．（メL卵排卵成功，×卵排卵不成功）
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　　第16図　基礎体温と尿中pregnanediol

　　　　　　　値との関係

排卵成功例基礎体温上昇開始時を零として以前を

マイナス，以後をプラスとして「1数計算し個々の

示すprgnanedio1値は記載した・体温上，i－2日

目位よりpregnanediolは急激にヒ昇している．
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第15図　HMG同長．投与時での1司一対象にお

ける初回及び次回estrogen値
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らかに高値を示した．このことから次回HMG投与は初

回に比しより効果的であることが充分に推定され後述す

る‘‘carry　over　effect”を物語る良き例と思われる．

　c）Pregnanedio1：尿中pregnanediol　patternも自

然排卵時に近似したが一般に高値を示した．第16図は

基礎体温上昇開始時を零とし以前をマイナス以後をプラ

スとして日数計算し個々の示すpregnanedio1値を記載

した．基礎体温上昇前はいずれも非常に低い値を示して

いる．24時間尿による測定であるが体温上昇後2日目位

より急激に上昇している．pregnanedio1値から見ても

est．同様感受性に個体差ありまた過剰と最少必要量との

説定にも困難が伴うことが了解される．

　d）17－OHCSおよび17－KS：17－OHCSのHMG投

与前および投与後の推移に関し著しい変化は認められな

かった．17－KSにつきHMG投与後増加が認められる

とのMartinis63）の報告に一致した例が相当数見られた

がこの点に関しては更に検討する予定である．

　（2）　頸管粘液（以下CMと略す）

　自然排卵同様排卵推定日にかけ粘液量の増加および高

度な結晶形成が見られ特に自然排卵時に比しその増加が

著明であつた．これはest．が高値を示すことと一致し

その増減もほぼ同様の動きを示している．自然排卵では

ごく短期間しか認められない粘液状態（量および結晶形

成）が数日間続いて見られt十字状結晶が殆んどの例に

見られたが，正常周期婦人に十字状結晶を見ることは

平常稀れである．今回の投与方法（任意漸減式投与方法）

では投与開始後CM量0．2m1結晶形成2度に到達し得

たことを確認して減量することにしているが，甲状腺機

能低下症で治療中の1例を除き減量投与を施した全例は

その後の経過において排卵を示唆するに足るCM状態

すなわち粘液量0．3ml結晶形成皿度以上に移行してい

る．最終的結果から見ると結晶形成2度になり得ずして

減量投与を行ない得なかつた群かあるいはまた頸管粘液

性状が十分に排卵を示唆するまでに改善されてもその他

の所見を総合して排卵不成功と判定された群のいずれか

に分類される．第17図は縦軸にHMG量を横軸にi頸管

粘液量を（a）0．2m1（廿）未満の群，（b）0．2m1（什）以

上～O．3　ml（惜）未満の群，（c）0．3ml（冊）以上の群に分

類しこれに排卵の有無を丸印，×印で示したものであ
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第17図　HMG投与終了時の頸管粘液像
　　　　①：無排卵性性器出血．

　　　　②：無月経第1度
　　　　③二無月経第2度
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る．CMに周期性の見られる様な所謂高est．症，すな

わち無排卵性性器出血の全例および無，月経第1度の一部

のものでHMG投与により排卵しなかつた場合，　CM

は（c）の典型的な排卵時所見を示すにも拘らず排卵不

成功に終つている．またこれらのCM像はHCG大量

投与するも退行することなく長期間経過後殆んどが性器

出血を来し高温期を伴つていない．

（3）　基礎体温

（57）

　排卵成功周期の示す基礎体温につき平均値を求め検討

した（第18図）．HMG投与開始より体温上昇までの期

間は（a）（b）（c）の順に長くなつている．総平均値（d）

を見るとHMG投与開始より体温上昇まで9．9日間，

HCG投与開始より体温上昇まで2．4日間，高温期14

日間である．既述の如く著者はHMG投与最後の2日

間はHCGを併用しているが排卵成功例の全平均値が

HCG投与後2．4日間で体温上昇を見たことは意図した

点が十分に裏付けされたものと解したい．

　（4）　副作用

　既に詳細を報告した1例を除き重篤な副作用は見られ

ず数名の軽度卵巣肥大を認めたにすぎない3）．

　2．臨床成績

　（1）　排卵率

　症例の類別について排卵成功率を見ると表2（a）の如

く無排卵1生性器出血16例中7例43．8％，無月経第1度

26例中20例76．9％，無月経第1τ度は18例中12例成功

し排卵率66．7％である．総計60例中39例排卵に成功し

排卵率65％である．次に周期別に見ると表2（b）無排卵

性性器出血は18周期中8周期に止り低い排卵率を示し

ている．無．月経第1度は33周期中24周期，無月経第2

度は25周期中16周期排卵に成功した．後述二者とも比

較的高い排卵率を示し（表2（b）），前者の低い排卵率と

は対象的であるtこのような結果を得たことの理由とし

てまず著者はHMG投与量調節の指標としてCMに依

存しているため一般にCMの良好な無排卵性性器出血

の症例については過少の投与に終つたのではないかと反

省させられる点である．但し一方これまでの報告では

HMG投与による死亡等の重篤な副作用の殆んどはこ

の無排卵性性器出血に合併している事実を看過できな

第18図　HMG排卵成功周期の示す基礎体温平均値

（a）無排卵性性器出血　　　　　　　　　　　（c）

（b）無月経第1度

｝，．，i－L＿
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（d）総平均値

　1　　　　　　［　l
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第2表　HMG投与による排卵率

無排卵性性器出血

無月経第1度

無月1第2度

　a．
I

I症例排卵
一「数　　数

　161

　26　20

118112

翻裂…b・ 周期別
排卵率

96盟期II毅卵％

1．u．

×75

　1－－

7143・8
　176．9
　1

　66．7
　1

18

33

25

8　44．5

24　72．7

16　64．0

60「3965．Ol764863．2

20

10

日不妊会誌　13巻1号

第19図　排卵iliでに要したHMG量

合　　計

い63）64）．したがつて過少投与を問題にするよりはそれ以

前の問題として重篤な副作用の危険に慎重な思慮を払う

べきであろう．このような観点から著者は所謂高estr－

ogen症に属するAnovulatory　cycleあるいは無月経第

ユ度の一部に属する症例にはfirst　choiceとしてHMG

よりもむしろestrogen，　gestagenおよびclomiphene

等が適していると考える．

　（2）妊娠

　第3表の如く7名妊娠に成功した．総投与例に対する

妊娠率11．7％，総投与周期に対する妊娠率9．2％であ

　　　　　　第3表　妊辰率

　　　　　　clomiphene投」｝群　　HMG投与群
　　　　　　　　　　　　　　　1
　　＼、
　　　x＼1症例数1周期数1症例ii　周期数
招と　与　数　　　　　　121　　　　　　　152　　　1　　60　　　1　　76

妊　娠i　11　 111717
　？6　　　　1　　9，1　　　　　7．3　　　　11．7　　　　9．2

　　　　　1

る．著者の行なつたclom，による総周期当り妊娠率

7．3％と比較し遙に高率である．この理由として最も考

えられるのはclom．の揚合と異りHMGにおいては比

較的適確に排卵時期を予測できて確実な受精の機会を得

易いことにあると思われる．

　（3）Carry　over　effect（繰り越し効果）

　初回HMG投与が次周期に如何に影響するかは興味

ある問題である．第19図は初回排卵に要したHMG量

およびその後の排卵誘発に要したHMG量を記載した

ものであるが初回排卵に成功した大多数は次回，前回以

下のHMG投与量で排卵誘発に成功している．排卵推

定時est．値においても初回よりも次回およびその後の

排卵推定目のest．値がより高い値を示している（第15

図）．この他に初回排卵不成功であつたにも拘らず少数

例では次回同量投与により排卵に成功した．これらの事

実から著者はHMGにcarry　over　effect有るを認めざ

るを得ずここにHMGのcarry　over　effectを強調し

たい．この効果は軽症例では自然排卵の可能性を示唆す

るであろうしまた広義に妊孕性にも連なるであろう．第

H．

M．

G．

36

口 初回HMG投与鼠

囮 次同HMG投与
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4表はHMG治療後congugated　estrogen　2．5mg／day

1週間および3　．　75　mg！day　1週問合計2週間投与後es－

trogen　reboundを期待した成績を示しているがこの

15例中2例も妊娠しその他にHMG投与後のclom．投

与により1例の妊娠を得たことは注目に価する．これら

の点からHMG投与後は排卵の有無に拘らず連続して

何らかの治療を反復し実施することの必要性を強調した

い．

　　第4表　HMG投与後のestrogen　rebound
　　　　　　　　　　による排卵率

＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　症例数1排卵数　　％
　　　　　　＼　　　　I　　　　　　　　　　　　I

無排卵性性器出血

無月経第1度

無月経恭2度

合　　計

3

10

2

15

IV．考　　案

2　　　　66．7

5　　　　50．0

0　　　　　0
　　1
7 43．8

　（A）　clomiphene　citrate

　（1）投与方法：clom．およびその類似体であるMER．

25が妊娠阻止作用，抗est．作用を目的とし長期間内服

投与され，その後人間に対する排卵誘発作用が発見され

たため初期投与方法は多量で長期間投与する方法であつ

た．次第にこの長期，多量投与の欠点が判明報告される

におよび最近では短期投与法が推奨されている41）62）．

　著者は経口投与であることを考慮し5日間投与を選び

最少投与量に属する50　ms　’day　5「！間内服投与を標準投

与量とし前記の如き満足すべき排卵率を得た．投与量検

討群の排卵不成功例に増量投与を試みたが初回に比し増

量に拘らず低い排卵率しか得られず日本婦人を対象とす

る場合50mg〆day　5日間を標準投与量として十分利用で

きるとの確信を得た．また150　rng・’day　5日間投与より

低い排卵率しか得られず，対象数が少いため一一MEに結論

を出すことは軽卒と思われるがるがこの辺が一応試みる

べき最大投与量であろう．KupPermannら18）は同量の

♪

｛

■
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clom．を前回排卵不成功例に繰り返し投与し，2回まで

は高率の排卵誘発を示すが3回以上より誘発率が急激に

低下することを報告しているが標準量投与後次第に増量

する場合同一量を2回以上投与した後増量することが望

ましいであろう．投与開始時期についてはすでに報告し

たが各時期で排卵率に相異を認められなかつた4）．投薬

間隔につき著者は1カ月後に再投与するを基準とし第4

図の如き結果を得たが3週間から，1カ月間隔の投与が長

短なく望ましい投与間隔であろう．clom．投与が次回排

卵に及ぼす影響，すなわちし℃arry　over　effect”につき

観察したがHMGの如き著しい効果は認め得なかつた．

　（2）　投与対象：われわれの臨床実験では無月経第2

度の投与対象に排卵を誘発し得なかつたが無月経第1度

および無排卵性性器出血では高い排卵率を得ており第5

表の平均排卵率は69％であるが各々の報告者により±

24％もの差が認められ投与方法とに相関々係は認めら

　　第5表

　　名　　　　　　　　前

G．Bettendorf

Riley　and　Evans

R．B．　Pildes

J．Zander

Kebe　Med．　College

A．L．　Southam

S．Payne

Rakoff　and　Goldfor｝）

Tokyo　Univ．

H，S．　Kupperman

Charles　et　aユ

Roy　et　al

A．H．　Naville

Weitelaw　at　al

Guderian

N．Vorys
Wall　et　al

Kistner　et　al

他の報告に見られる症例別排卵率

（67）

（29）

（49）

（68）

（71）

（70）

（69）

（72）

（73）

（18）

（74）

（41）

（75）1

（76）旨

（77）1

（78）

（51）

（79）

I

i症例叛排卵歓　％

28

34；

36i
so　i

69旨

86

631

154

113

128

28

179

36

521

　　139

32

56

501

13

16

18

26

37

48

38

95

75

88

20

139

28

41

31

26

49

47

46

48

50

52

52

56

69

62

66

68

71

78

78

79

79

82

88

94
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れない．また前述した投与量検討群（pilot　group）に於

いてclom．増量により期待されるだけの排卵率を得ら

れなかつたことからしてclom．による排卵を期待する

場合clom．増量よりも投与対象の選択がはるかに重要

である．ここで投与前尿中ホルモン値を排卵の有無よ

り検討するにest．およびG．値に著明な相異が見られ

る，排卵不成功群が卵巣および間脳下垂体障害を示す分

泌像であるに反し排卵成功群では卵巣および間脳下垂体

（59）59

が比較的良く保たれた分泌像を示している．すなわち

clom．投与により排卵が期待される対象として間脳下垂

体一卵巣機能が適度に保たれた軽症例であることが不可

欠と思われる．この意味からclom．投与前にgestagen

にて性器出血の有無を見ることは排卵を予測する上で非

常に良い方法である．

　（3）妊娠：HMGに見られた如き次回妊孕性に及ぼ

す著明なcarry　over　effectをclom．に於V・て認めるこ

とはできなかつた．同一症例に排卵を繰り返すことの

妊娠率に及ぼす影響大なるはclom．とて例外ではなく

今回の症例当り妊娠率が比較的低率であるのは主とし

て症例当り投与周期数が少いためと思われる42）46）．周期

数に対する妊娠率の報告例は少いがKUppermamは

7．7％の妊娠率を報告している1B）．今回著者の得た周期

数当りの妊娠率は7．3％であった．また動物実験と異り

人間に於いては投与量にほぼ比例した多胎の増加以外に

奇形等の異常は現在特に認められていない36”40）

　（4）　排卵誘発機序：clom．が間脳下垂体一卵巣のど

こかに作用して今日考えられる排卵誘発機序の成立を促

すであろうことは容易に予想されることであるがこの点

に関し作用機序を追求した多数の基礎的臨床的発表が見

られその詳細については既に言及した4）．これら報告を

参照し今回得た結果を合わせ考察を加えたい．

　a）　まず第1に視床下部一下垂体作用説がある．多

数の症例より結論を得る目的で著明は総G．の定量に

mouse　unitによる粗な方法を採用したに拘らず，多く

の文献の報告するところと同様clom．投与後Gの増

加を認めた．この点につき文献の諸説を大別すると，

①総G．増加説，②FSH著増説，③LH著増説，④
FSH，　LH増加説とに分けられるが18）40’48）著者の症例

においては排卵不成功に拘らずCMおよびest．の著

増を認める例が1／3以上に及んでいる事実，加えるに最

近細胞単位でのLH　hyogonadismの存在が論ぜられて

いることからも卵胞成熟を促すFSHが増加しているで

あろうしまた高率な排卵例から卵胞成熟時にLHが多

量に分泌されているであろうことを考察し，④が最も妥

当と考えたい41）．これらG、分泌の機序として，（i）

clom．の間脳下垂体直接作用説および（ii）clom．の抗

estrogen作用による間脳下垂体間接作用説との2説があ

る．（i）の直接作用説は最も考えられている説であるが

これを基礎的臨床的に明らかに（ii）の説と区別し証明し

た報告は見られなV・．現在Gの増減がfeed　back機

構によりest．の減増と関係しその中枢が間脳下垂体に

あることはほぼ定説となつている．著者は体内でのest．

増加に拘らずCMおよびVaginal　Smearから未梢組

織内での一時的な低est．症状を認めたが間脳下垂体に



60　（60） Human　monopausal　gonadotroPjn及びclomiphene　citrate
による排卵誘発について

おいてもこの様な抗est．作用の現象が見られるであろ

うことは当然想像されることである．Roy49）等はclom．

を前投与したラットにEstradiol・6，73Hを投与し下垂

体および子宮での値がコントロールに比し低いことを示

しclom．がreceptorで競合しestrogen活性を下げる

ためにG，増加を来すであろうことを推測し別な報告7）

においてFSHの増加に続くest．　LHの増加をclom．投

与婦人に認めたことを報告し，また直接的作用の可能性

性も同時に強調している．

　b）第2の説として卵巣primary　site説がある．

Smithら5・）5Dは卵巣培養等からclom．のest合成酵素

えの影響およびG．に対する感受性増加という二つの作

用を推論している．Loraine53’「）s）およびPildesら52）はG．

不変に拘らずest．上昇を認めたことよりこの説をとり，

特にLoraineはG．増加説に対し測定方法および患者

の状態，測定間隔等に不満を述べている．

　以上が間脳下垂体および卵巣のprimary　site説であ

るが正常周期におけるFSH，　LH（特にFSH）について

さえまだ定説なくG．やest．の測定についてもなお充

分精密といえる段階になくまた性ホルモンfeed　back機

構についてなお不明の域に留つている現在clom．作用機

序の詳細な解明にはなお道遠いの感を抱かざるを得な

い．但し著者は本稿に示した成績等からRoy26）らと同様

clom．の間脳，下垂体えの作用に続くG．増加それに伴

う排卵現象をclom．の作用機序と考えたい．

　（B）HMG
　i）　投与方式と頸管粘液

　正常周期におけるFSH，　LH分泌のpatternに関し

種々の説が見られるがいずれにしろ卵胞の生長から排卵

の過程において両者を或る比率で必要としている．go・

nadotropin療法に関する現状ではFSHILH　ratioを論

ずるまでの状態にはなく，ある程度LHを混じたFSH

factorを如何に最低必要量投与するかが当面の問題と思

われる．著者はFSH　factorとしてHMGを前述（第2

図）の如き任意漸減式投与法にて調節投与した．この方

法によつた理由は下記の如くである、①できるだけ正常

周期のFSH分泌状態に近似させる．②HMG感受性
に大きな個体差あり一定の投与量，投与期間を設定する

ことは不可能である．③したがつてStaemmler2i”23）の方

式の如く一定期間内にHMG、　HCG両者を一定の枠で調

節投与することは実際問題として不可能であり最初から

両者を併用調節投与することはあたかも両1］IL天秤の両方

を同時に調節すると同じく理論的にも困難である．④ま

たこれまでの報告よりHMG．　HCGの全コース重複投

与の必要は認められない．⑤HCG単独投与で過剰刺激

を来すことはまずない．⑥卵胞の成熟にはある所定の期

日不妊会誌13巻1号

間要しこの間漸増または等量投与を継続すると必要以上

に投与する危険が多い．⑦Crooke7）56）等はHPG一回

投与法により比較的良好な結果を得ている。⑨gonad－

otropinについては遷延効果を肯定する見解がみられ

る57）．以上のような観点特にCrooke等のFSH　factor

一回投与法を参考とし卵胞成熟過程の期間中できるだけ

少量を集積投与し過剰刺激を避ける意味でampoule単

位にて漸減投与を行なつたものである．その問CMを

卵胞成熟度の指標としたが，平素著者はCM検査が排

卵の予測にきわめて有力なことを痛感している．勿論

est．定量の意義も重要であるが尿中hormone中最も複

雑な操作と時間および経費を要することを考慮すれば特

別な例は別としCMは卵胞の成熟度として利用されて

良いであろう，

　ii）投与対象

　HMGの投与対象としてまず考慮されるのは比較的重

篤な無月経第2度および第1度の一部グループと思われ

る．今回の成績から知られるように比較的低G．値の群

に良い成績が得られたことから卵巣機能低下症状を示

す原因が端的な表現をすれば，①G．分泌低下による
“ dormant　ovary”であるか，②卵巣自身の機能障害に

よる‘Lwilted　ovary”かを鑑別し治療を開始すべきで

あると思われる．図10の示す如くG．値が比較的高値に

拘らず排卵成功例が見られる．測定法も問題となるが③

このような例では卵巣機能の低下が軽度でexgenous

G．により改善されたと考えたV・58）．exogenous　G．がど

の程度まで有効かは不明である．現在，G．のbioassay

が対象の鑑別を決定する唯一の方法であるが臨床的に更

に容易で的確に利用できる方法の出現が痛切に望まれ

る．次にCMの著明な改善を見，　est．の著しい増加を

示したに拘らず排卵不成功であつたグループに無排卵性

性器出血の不成功例すべておよび無月経第1度の一部不

成功例がある．この原因として最も考えられるのは，④

LH　hypogonadismである．すなわち卵巣が細胞単位で

LHに反応しないため排卵誘発機序が順調に行なわれな

い状態である．これらの詳細な作用機序についてはなお

将来の研究に属することであるが，一方ではG．inhi－

biting　factor等も論ぜられており最近は代謝的作用機序

についての伸展も見られ漸次解明されるものと思われ
る，

　iii）　妊孕性

　clom．治療では排卵時期を予測し難いのに対しHMG

治療では予測可能であり一部調節可能ですらあるがこの

ことが妊孕性に及ぼす影響は非常に大である．排卵障害

婦人の妊孕性につきKistner’・9）は長期無月経後の初回排

卵は妊娠率が低いことを述べている．clom．投与対象が

」
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軽症例であるに反しHMG投与対象は比較的重症例が

多いので当然妊孕性は低いであろう．但し既に本文で強

調したようにHMGのcarry　over　effectは充分期待さ

れるので初回治療後継続して何らかの治療を繰り返すこ

とが特に望ましい．またSoutham60）等は排卵障害婦人

は正常婦人に比し約2倍（20％）もの高率で自然流産が

頻発することを報告しているがわれわれもすでに2名自

然流産により妊娠継続できなくなった例を経験してい

る．妊娠成立後は自然妊娠時以上に注意深いafter　care

が必要であることはいうまでもない．

　　　　　　　　　　結　　語

　（1）clom．最少投与を目的とした50　mg　！day　5日間

投与により高率な排卵率を得た．

　（2）clom．投与で良好な結果を得るには対象の選択

すなわち間脳下垂体一卵巣機能の比較的良く継持された

軽症例を投与対象として選ぶことが特に大切である．

　（3）体内でのest．増加に拘らず未梢組織でのest．

に対するclom．の拮抗作用が示された

　（4）尿中est，はclom．がほぼ自然な値であるに対

しHMGはpregnanedio1と伴に一般に非常に高値であ

つた．

　（5）HMG最少投与を目的とした今回の投与法でさ

えも過剰刺激の存在が確認されたが投与量と直接の関係

を指摘できなかった．

　（6）HMG投与に際しCMが卵胞成熟の指標として

非常に有用であつた．

　（7）HMG治療前に対象が‘　‘　dormant　ovary”であ

ることを知ることが特に必要である．

　（8）HMGにcarry　over　effectあるを認めた．今後

HMG使用に当つては妊孕性をも考慮し治療面でのre・

peat　attackの必要性が強調せられるべきである．

　稿を終るに臨み．終始御懇篤なる御指導．御校閲を賜

つた恩師野嶽幸雄教授に謹んで感謝の意を捧げると共に

終始直接絶大なる御指導御鞭健を頂いた飯塚助教授に衷

心より謝意を表する．なお御協力戴いた医局員諸士なら

びにHMG，　clomipheneを提供下さつた三共．塩野義

両社に深く感謝する．

　本論文の要旨は昭和42年日本産科婦人科学会臨床大

会で発表した．
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昭和43年1月1日

Induction　of　Ovulation　with　Human

　　　Menopausal　Gonadotropin　and

　　　　　　　　　Clomiphene　Citrate

　　　　　　　　　　　　Eiichiro　Shirai

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　School　of　Medicine，　Keio　University

　　　　　　　（Director：Yukio　Notake）

白井英一郎

　　　　This　study　was　lnade　wit11181　anovulatory

female　patients　treated　with　human　menopausal

gonadotrQpin　and　clomiphene．

　　　　They　were　followed　at　least　during　the　ensuing

4weeks　after　administration．

　　　　With　1210f　the　181　patients，　clomiphene　was

adnlinistered　in　dosages　of　50－150　mg　daily　for　five

days，

　　　　600f　the　181　patients，　HMG　and　HCG　was

injected　by　the‘‘Individually　Decreasing　Method”．

This　method　is丘tted　to　each　individual　and　the

dosage　is　decreased　as　the　desired　Ievel　is　ap－

proached．

　　　　Of　the　121　women　who　recieved　clomiplユene

with　the　hope　of　inducing　ovulation，81（67％）had

One　Or　mOre　OVUIatiOnS．

　　　　Of　the　60　women　who　recieved　HMG，39

（65％）responded　at　Ieast　once　with　an　ovulation．

110f　121　patients　treated　by　clomiphene　and　70f

60by　HMG，　were　obtained　the　desired　pregnant

condition．

　　　　The　Clinical　and　hormonal　effects　were　eva1一

（63）　63

uated　by　vaginal　smears，　endometrial　biopsies，　pro－

perties　of　cervical　mucus　and　basal　body　tempera．

ture．

　　　　The　effects　were　also　complimented　by　the　de－

termination　of　24　hour　urinarv　excretion　of　estro．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ

gen，　pregnanediol，　17－ketosteroids，　17－hydroxycor－

ticosteroids　and　total　gonadotropin．

　　　　Even　after　exercising　these　precautions，　un，

fortunately，　severa1　over－stimulated　cases　were　found

in　this　series．

　　　　Therefore，　we　should　pay　strong　attention　to

the　individual　response　to　HMG．　However，　it　is

impossible　to　determine　the　proper　dosage　for　each

individual　before　treatment．　During　the　treatment，

the　minimum　HMG　dosage　for　the　desired　level

must　be　carefully　determined　to　avoid　overstimula－

tion　and　other　complication．

　　　　Icould　recognized　that　HMG　can　carry　over

its　effect　to　the　nexτtreatment　and　fertility．　It　is

then　very　necessary　and　important　to　make　best

use　of　the　previous　dosage　by　immediate　follow

up　of　treatment．

　　　　The　esfrogen　inhibltjng　effect　of　clomiphene

was　demonstrated　by　the　cytology　of　vaginal　epi．

thelium　and　by　the　disapPearance　of　the　ferning

phenomenon　of　cervical　mucus．

　　　　In　conclusion，　HMG　is　an　most　active　stimul－

ant　in　the　anovulatory　Fatient　who　has　Iatent　ova－

rian　competency．　The　type　of　patient　most　likely

to　respond　clomiphene　is　one　with　nearly　normal

pitujtary－gonadal　axis．

層
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第43回　日本不妊学会関東地方部会

日　時 昭和42年3月3日（金）午後2時

場　所　　森永本社ビル本館5階会議室

1．子宮内膜試験掻爬後も継続した妊娠早期例

百瀬和夫・木曾原宏之（東邦大産婦）

　1．昭和40年度新来の1年以上の不妊患者575例中，

同年中に当科で子宮内膜診をうけたものは247例で，う

ち全面掻爬は38例である．翌41年2．月末までに病歴で

集計した妊娠例は52例あり，掻爬後のもの24例で，う

ち12例が全面掻爬後であった．

　2．掻爬後比較的早い時期に妊娠する例があるが，と

くに3例では予定月経前に内膜診を行ない，そのまま妊

娠が継続した．これらの例では小さな早期妊娠のまわり

を掻き残したものと思われる．

　3．いわゆる機能性不妊診断の目的で，予定月経前に

子宮内膜診を行なうには慎重な考慮が必要である．例え

ば卵管閉塞とか著しい子宮の変型などが認められない揚

合には，月経第1日に内膜診を行なうなどである．

　質問

　　　　　　　　　　　　　松本　清一（群大産婦）

　私もこういう例を2，3例経験しており，組織学的に

明瞭な所見を得るためには．月経前期の内膜診査が必要と

いう意見もあるが，臨床的には不妊患者に対しては月経

第1日の内膜診査を行なつた方がよいと考えている．な

お次の2点について伺い度い．

　1．第1例は基礎体温から見て，必ずしも最初の周期

に起った妊娠が経継したとは言えないのではないか．

　2．内膜掻爬後に妊娠に成功した例は掻爬によって何

が改善されたと考えるか．

　答

　　　　　　　　　　　　百瀬　和夫（東邦大産婦）

　この患者は性交の日の記録をしてありますが，これか

らみますと，8月12日の性交により，8月17日に妊娠

反応陽性になつたとは考えられません．

　内膜ソーハにより着床に好適な内膜が再生するばあい

があるのではないか．

　質問

　　　　　　　　　　　　　矢内原啓太郎（鎌倉市）

　只今の例に就て着床が後れたものとは考えられないで

しようか．そうすれば終経後290日目に2900g位の児

を分娩したと云うことが解りやすくなります．内膜を完

全に掻爬することは極めて困難でどこかに部分的に残っ

ていることが多いものです．

　答

　　　　　　　　　　　　百瀬　和夫（東邦大産婦）

　内膜が完全にソーハされていたら，たとえ着床がおく

れていたにしても着床しにくいのではないかと思いま

す．全面ソーハしたつもりでも，小さな妊卵のまわりが

かきのこされたのではないかと考えています．

　追加

　　　　　　　　　　　　　塩崎　敏夫（群大産婦）

　妊娠0期高温相，8～9日目に内膜診として一がき掻

爬を行なつたまま妊娠継続した例がありますので追加し

ます．

　（1）　機能性子宮出血の患者33に対しB．B．　T高温

相9目目に一かき内膜診を行なつたが妊娠継続．

　（2）　続発不妊患者2例に同様，高温．相9目目に内膜

診を行ないそのまま妊娠を継続した例あり，夫々黄体期

の内膜診はつつしみH経初日12時間内に行なう様にし

ている．

　2）　受精卵着床までの期間

　11－12日間と之うのに対し1945年Hertig．　Rockに

よると4～5日間の期間が出ているが如何お考えです

か．

　答

　　　　　　　　　　　　　　　　百　瀬　和　夫

　着床の時期に関しては，実験的ならびに臨床的に確実

なDataをもつていません．一応排卵から数日（4～5

日）という説に従がつていなます．

　追加

　　　　　　　　　　　　　飯塚　理八（慶大産婦）

　（1）内膜をとるには，Mens第1日でもよい．ま

た，内膜をとつてからヒステロをとった方がRoutine

Werkとしてよいのではないか．一かきソーハである

（次いでMensがあって機能膜は脱落して影響は後まで

残らない）から後障害はない．

1
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　全面ソーハは診断として行なうのか，治療なのか，治

療ならば必らずしも分泌期でなくてもない，

　答

　　　　　　　　　　　　百瀬　和夫（東邦大産婦）

　①内膜を採取する時期をPremensesとしたのは，

この時期が着床という子宮内膜の機能をもつともよく反

映すると考えたからである．また，月経第1日に来院す

るように日を指定することも患者の住所などから必らず

しも容易ではない．

　②造影法で子宮の形態を知ってから内膜診を行なう

方が合理的と思う．子宮内膜ソーハら行なつたあとは1

・一・2月経周期をおく方がよいとするものもある．ソーハ

後は脈管像なども出現しやすいのでHSGの禁忌となる

考えもある．また不妊患者では腔部が小さく，頸管も細

いので，内膜診が困難なものが少なくない．診断に必要

な内膜をうるためには，子宮像をみてからの方がよい．

　③全面ソーハはSlideで示したように治療的な意味

をもたせている．時期はPremensesに困執していな

い．月経1～2日のこともある．

2．　Ink　Stain

中　村　幸　雄（慶大産婦）

　Ink　Stainは1960年N．　Sagilogluによつて始められ

た．われわれは1966年来原法を一部改良し発表してき

たが，今回はその方法，Ink　Stainの検討，2・3の応

用について発表する．

　①方法：Scheaffer　permanent　red　ink＃221容，

blue　black　ink＃02，10容を混じた液を蒸留水にて5

倍に稀釈し染色液とした．塗抹標本は採取後固定するこ

となく10分染色，直ちに鏡検する．原則として新鮮標

本のうち観察するが，自然乾燥後バルサムにて封入すれ

ば半永久的に保存可能であるが，微細構造はやや不鮮明

となる．表層角化細胞は赤色，中間．深層細胞は青色に

染まる．

　②判定法：Ink　Stainの最大の長所たる迅速簡便性

を生かすべくAcidephilic　Indexを用い，特にInk

StainによるAIをInk　Stain　Index（ISI）と命名し用

いた．

　③Inkの混合比，稀釈度，染色時間を種々検討した

がInk混合比赤：青＝1；5～20，稀釈度5～10倍，染

色時間5～30分のものは，ほぼ同様の染色性を示した．

　④同1人より翌目Smear採取，　Papanicoloau法，

RakoffのRapid　Method，　Ink　Stanの3者を行ない比

較検討したが，Ink　Stainは他2者にくらべ酸好性指数

が高いが，3者ともよく平行関係を示した．
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　⑤ISIと尿中エストロゲン定量値との間には，採

尿後2，3日後に相関関係がみられた．

　⑥正常性周期に於いてISIは排卵前より排卵期に

かけ大きなピークをつくり，月経期にも小さなピークを

っくる．

　⑦妊娠各時期のISIは，いずれも50％以下で，妊

娠2カ月にやや高いが以後平行状態である．

　③AIDを施行しっつ月1人のSmearを逐日採取，

妊娠成立後に至るまでのISIを2例に於いて追求した．

　質問

　　　　　　　　　　　林基之（東邦大産婦）

パパニコロウとInk　Stainとの比較について．

　答

　　　　　　　　　　　　中村幸雄（慶大産婦）

　ほぼ平行関係を示すがPapanicoloau法よりInkと

Stainの方がAcidophilic　ce11の出現がやや多い．

　質問

　　　　　　　　　　　林基之（東邦大産婦）

　青インクの成分について．

　答

　　　　　　　　　　　　中村幸雄優大産婦）

　Ink成分は，特許のため，未発表である．

3． 排卵性不妊婦人に対するMetharmon　Fおよび

Rearpineの効果

　松本清一，五十嵐正雄，久保　洋

○品田孝夫，小泉　浩吉，瀬山博義

　　　　　　　　　　　（群大産婦）

　鈴木　善雄（愛育会産婦）

　無月経や無排卵周期では卵巣機能不全があることはた

しかであるが，排卵性周期を示す婦人の卵巣機能不全症

とか子宮内膜不全症とかが不妊の原因として重要視され

ているが，その診断規準は必ずしも明確でなく，従って

ホルモン療法の適応の決定も診療する医師の経験に頼っ

ている場合が少なくない．

　私共はこのような排卵のある婦人の卵巣機能を客観的

に評価し，その結果を卵巣機能指数として数字で表現す

る新しい方法を考えた．この方法によれば，治療前の卵

巣機能を客観的に把握できると同時に，治療法の治療効

果も客観的に表現できるので便利である．今回この方法

を紹介し，次いで排卵性不妊婦人にMetharmon　F（月

経周期第5日より1日2錠次回月経発来迄）とReser－

pine（1日0．5mgを基礎体温上昇後或いは排卵前期よ

り7日間）とを投与したとき，排卵機能指数がどのよう

に変化し，それが臨床効果とどのように関連したかにっ
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いて報告した．

　検討した結果は治療前に卵巣機能指数の高い排卵機能

正常と考えられる例ではMetharmon　F投与により機能

指数が少し低下する傾向がみとめられたが，治療前の卵

胞期および黄体期の機能指数が低い症例ではMethar・

mon　F投与により機能指数の改善がみとめられ，23例

中3例に妊娠が成立した．すなわち機能指数が悪い不妊

症にはMetharmon　F治療の適応があること，他方機

能指数の良い症例には適応がないことがこの研究により

明らかとなった．

　又Reserpine投与により17例中2例に妊娠がみとめ

られ，5例に黄体機能の改善がみとめられた．又投与中

止後の次周期の卵胞機能指数が7例中6例で改善され
た．

　以上のような結果からしても私共が考案した卵巣の機

能指数は，薬剤の治療効果判定に客観的な指標として非

常に有効である，

　最後にMetharmon　FおよびReserpineの作用機序

の可能性について論じた．

4．頸管縫縮術失敗に技術的分析

官　川 統（東大分院）

　習慣性流早産に対する頸管縫縮術の効果は絶大であり

信頼度の高い治療法であることは贅言を要しない，しか

しその成績が60～90％の問にあり，失敗例も多数認め

られているのも事実である．東大以外の施設において同

手術が行なわれ且つ失敗に終った85例にっいて諸種の

検討が行なわれその結果を次に示す．

　（1）前回の手術々式別に分類するとMcDonald法

52例（61．2％），Shirodkar法33例（38．8％）であり，

本邦に於いてMcDonald法が汎く用いられている傾向

を示す．

　（2）　既往の流早産型式については，妊娠4カ月以降

に流早産を繰返すもの56例（65．9％），流早産時期の一

定しないもの29例（34．196）である．この比率は東大

での1964迄のShirodkar法施行272例に於ける比率，

61．4％：38．6％と殆んど一致している．

　（3）失敗例の手術実施時期はMcDonald法では3

カ月1，4カ月42，5カ月3，6カ月6，Shirodkar法

では3カ月1，4カ月22，5カ月9，6カ月1でほぼ両

者とも4カ月に集中している．

　（4）　同上にっいて，頸管縫縮術失敗の流早産時期は

McDonald法は4カ月1，5カ．月13，6カ月12，7カ月

11，8カ月15，Shirodkar法は4カ．月2，5カ月4，6

カ．月9，7カ，月10，8カ月8である．
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　（5）　又，頸管裂傷は84．496，子宮膣部短縮は52．4

％に認められた．

　（6）　非妊時の子宮造影法では頸管拡大は81．4％で

あり，東大に於ける手術例の52．6％よりも高率である．

　（7）又，同じく失天的子宮奇形率は2．3％であり東

大の4．5％に比較される．

　（8）同上の失敗例について次回Shirodkar法により

86％の成功率が得られた．

　追加

　　　　　　　　　　　　飯塚理八（慶ノく産婦）

　御指摘の通りMcDonldt法には限界もあり，　case　by

caseで手術法を考えて行なうのがよいと思います．し

かし，開業医家の手術としてfirst　choiceとしての使命

は十分果しているようです．

　追加

　　　　　　　　　　　　岡　村　　泰（新大産婦）

　1）　従来の頸管縫縮術の術式による新潟大学の成績を

検討したところ，意外に失敗例のあることに気付いた．

当初は術式に対する未熟のためと考えていたが，解剖学

的に内子宮口の働きを考察して，従来の術式では内子宮

口の縫縮に不十分であるとの結論に達した．よつて膣式

に行ない得る内子宮口部縫縮法を考察し，昭和40年4

月頃より実施して来た．未だ少数例ではあるが，症例を

重ねるにつれよりすぐれた術式であるように思われるの

で，すでに発表したものであるが，術式の一部を紹介

し，諸賢の御批判をこの機会に御願いしたい（スライド

供覧）．

　2）手術時の出血に対する危惧であるが，出血量は極

めて，少なく，手術時間も20分位ででき，殆んど心配

はないものと思う．頸部のFasciaの中の筋層のみをす

くうようにすれば，先生の御考えになるような出血の危

険はないようです．「血管群は頸管筋層より離れると多

いので，その部分を通すことは避けるべきである」こと

は云うまでもないと考えます．

5．IUDの現況と将来の見通し

長野　正男（中央鉄道病院産婦人科）

　現在程世界的な人口増加の恐怖にさらされている時代

はない．特に低開発諸国ではその加速度は急速であり人

口抑制が急務とされている．

　避妊法としては，安全，自然，安価且つ効果的方法が

理想であり，かかる点から旧来の方法に代つて経口避妊

薬と子宮内避妊器具（IUD）とが新方法として脚光を浴

びるに至った．

　IUDとしては各種の型が考案され，種々の材質が利

1
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用されている．その効果，障害と型，材質とはかなりの

関係があり，今後この方面の研究が必要である．

　妊娠率は2～4／100婦人年で，軽度の一過性の副作用

は比較的多いが，除去を要するものは少い，子宮癌の発

生とは無関係のようであるが，子宮筋腫の発生乃至発育

と関係ありとするものがある．外妊，分娩異常はむしろ

偶発的と考えられる．

　子宮穿孔は技術的失敗によるものが多いが，子宮筋の

収縮による場合もありうる．

　IUDの効果を高め障害を少くするためには，対象患

者の選択，技術の向上，術後管理をよくすることが必要

であるのみならず，型と材質の改良も亦必要である．

　IUDは臨床が理論や基礎より先行しており，避i妊機

序にしても未だ定説はなく，現在，Pessenの流産説，

Packsonの内膜変化と子宮筋の充奮説，　Tietzeの卵の

卵管通過充進説の三説が有力である．動物実験の成績を

もつて直ちに人類に当てはめえない．

　今後基礎的実験が進められ，理論的，統計的に本問題

が論ぜられ，器具の改良が行なわれれば，理想的な避妊

法の開発も可能であろう．

　追加

　　　　　　　　　　　　　桜林元夫（横浜市）

　IUDの現況と将来の見通し，　IUDに依る局所の変化

（繊進化と云われて居る）もあるでしようが，子宮内の異

物を排出させようと云う性器の努力もあると思います．

　ポリエチレンは陽イオンの発生が無いので人体に無害

であると思います．
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45°Cでは7．93であった．Ω02co2は25℃4．65，33°C～

35°Cにてやや下降し，そこから温度上昇に伴いやや上

昇，45°Cでは12．86と高値を示す．ΩN2co2は25°C

4．45を最低とし，温度上昇と共に上昇し，45°Cで最高

値14．07を示した．45°Cおよび25°CでW．　9．＞1で

あった．温度平衡期間を長くすると，上記の測定結果は

多少異る．33°C～40℃迄のΩ02ΩN2co2，Ω02co2はほ

とんど変化がない’45°CでW．Ω．＞1であるが，25℃

ではW．Ω．＜1であつた．著しい変化は，29°C～31°C

で，902およびΩN2co2の差は少いが，Ω02cc2が0に近

い低値を示す．すなわち，鋭敏なるPasteur効果を示

す．この温度はHarrisonの報告にもある様に，ラッテ

睾丸温度と一致する．

　質問

　　　　　　　　　　　大越正秋（慶大泌尿器）

　造精機能と代謝充進と平衡関係がないとすると，御研

究の結果が臨床的にどういうふうに結びつくか，御想像

でもよいからお聞きしたい．45℃の値が40°Cに比し

曲線が急上昇しているようにみえるがこれはグラフ上の

45°Cを40℃の両ポイント間が近すぎるためと思われ

る．

　答
　　　　　　　　　　　長山忠雄（千大泌尿器）

　臨床的にどのような意昧をもつかはわからない．今後

更に検索する予定である．

特別講演（50分）

剣

6．睾丸組織の代謝一温度の影響

長山忠雄（千大泌尿器）

正常成熟Wister系雄性ラッテ睾丸組織のVitro温度

変化（25°C＾・45°C）による呼吸および好嫌気的解糖量の

変動をWarburg検圧計を用いて測定した．温度平衡期

間20分では，Qo2は25°C最低値2．81より温度の上昇

に伴い上昇，37℃で最高値11．07を示し，その後下降

ラット睾丸の組織培養

　　　　　　東大分院泌尿器科　講師　熊本　悦明

カラー映画16ミリ（25分）

ホルモン研究の進歩

　　　　　　　東大産婦人科　小林 隆教授監修
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日　時

場　所

昭和41年5月7日（土）午後2時より

科学技術センター一　8階小ホール

1．雌性生殖器道における家畜精子の代謝について

入谷　明・西川義正（京大濃）

　精液が雌の生殖器道内に射出または注入されたのち，

種によっても異るが，比較的精漿に含まれる基質を離れ

て上昇する場合と少くとも子宮内まではかなり精漿を伴

っている場合とが考えられる．いずれにしても代謝基質

としては，精子の内在基質としてのPlasmalogenおよ

び精漿中の糖，乳酸，クエン酸が考えられ，また子宮や

卵管内容液に微量に含まれる糖，乳酸があげられる．こ

の他とくに生殖器道に入つてから代謝基質としての働き

をもっグリセリン酸コリンに焦点をあててみた．

　牛と豚を使つて精液と人為的に採取した子宮，卵管液

を混合して，12時間37℃にincubateした結果，牛，

豚いずれの場合も子宮内容液を添加した精子浮遊液の揚

合に著しいfree　cholineの増加がみとめられ，卵管液

を加えた場合にはほとんど変化はみられなかつた．

　なお牛，豚ともに生殖器道内容液中にかなりの量の乳

酸や糖の含まれることが明らかにされたN

　質問

　　　　　　　　　　　西村敏雄（京大産婦）

　子宮のCholinesterase活性は豚，牛等でCyclusと関

係ありますか？

　答

　　　　　　　　　　　　入谷　明（京大農）

　雌生殖器道内容液のcholine－esteraseのactivityは牛

や豚の場合にも当然sexual　cycleと関連をもつと思わ

れる．

　この実験では牛の子宮，卵管液は発精中のものから採

取した．

　但し豚の場合とくに供試雌豚のcycleに留意しなか

った．

2．既往感染症と卵管疎通性との関連について

藤森速水・山田文夫・森村正孝・杉本修一

川口貞之（大阪市大産婦）

本学外来の昭和38年および39年度に於いて，373例

の不妊症にっいて反復卵管通水を行ない，卵管疎通性と

既往感染症との関連性を検討した．非結核性感染症既往

例の頻度は卵管疎通性との関連は認められなかった．し

かし結核性疾患既往例の頻度は卵管疎通性が悪くなるに

従つて高くなつている．すなわち正常型では6．4％，高

圧型では17．596，閉鎖型では22．4％の頻度で結核性疾

患既往がある．以上のことから卵管疎通性には結核既往

が重要な因子を占めておりさらに非結核性感染症を合併

するときには重大な影響が及ぼされていることが認めら

れた．

　質問

　　　　　　　　　　　　西村敏雄（京大産婦）

　結核云々はAnamneseだけですか、実際の卵管の結

核は入つていないのですね．

　答

　　　　　　　　　　川　口　貞　之（大阪市大産婦）

　‘‘症例の結核既応例”にっいては卵管の結核の存在

を確認したのではなくて，結核を既応した例と云うだけ

である．

　質問追加

　　　　　　　　　　　杉本　修（京大産婦）

　われわれの教室での通水治療成績については，2～3

回前の本集談会で発表したが，既往に関係なしに，卵管

閉塞がある場合は，反覆通水後狭部閉塞が最も改善され

やすかつた．Rubinで閉塞を示す場合も相当例の改善が

認められたb

　答

　　　　　　　　　川　口　貞之（大阪市大産婦）

　卵管通水反覆例の治療成績に関しては，

　1）　閉塞型例に対しては有意を以て有効ではないが，

疎通性の回復をみたものもある．

　2）　高圧型例に対しては有意を以て有効である．

　3）正常型例に対しては疎通性に関しては増悪せず，

正常に保たれる．以上

’
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3．卵管疎通性と既往感染症について

小島　秋・西川　潔・大田尚司

藤本　昭（大阪医大産婦）

　不妊症の原因としての卵管疎通障害について今回は

H．S．　Gと既往感染症との関連性について検討した．

不妊外来患者688名中290名にH．S．　G．を施行し，そ

の内既往感染症を有するものは166名57．796に認めた．

又既往を有するものの疎通障害は26．8％で有しないも

のは25．8　°／oでその差は196であるがその内容をみると

婦人科的疾患の既往を有するものは45．796に疎通障害

を認め，結核性疾患は14．396，外科的疾患は16．1％，

内科的疾患は37．2％に認めた．又罹患時期は初潮後の

ものに疎通障害を多く認め，続発性不妊では最終妊娠後

に罹患したものに障害が多く37．896に認め，最終妊娠が

自然流産のものに28．6％に障害を認めた．又H．S．　G．

とRubin　Test結果にて不一致例は大多数痙攣型のもの

であつた．

　追加

　　　　　　　　　　　　椹木　勇（関大産婦）

　人工妊娠中絶術の予後について，我教室の調査成績で

は，自然分娩後，自然流産後に比べて優生保護法施行前

では不妊を訴える者が多かつたのに対し，保護法施行後

では，子宮外妊娠罹患率が著しく高かつた．したがつて

この事から人工中絶術は不妊への機会を多くする事は事

実であろうが，それ自体が本質的に関与するのではな

く，むしろその後の摂生等の付随的な事が感染を促し或

いは局所修復機転を妨げる等の事から不妊あるいは子宮

外妊娠への羅患率を高めているのではないかと推察して

いる．

　質問

　　　　　　　　　　　　石神裏次（神大泌尿）

　1）　一側性の卵管疎通性障害で不妊の場合，卵管の疎

通性以外に何等かの感染症の影響が加わっておらぬでし

ようか．

　2）婦人科の揚合感染そのものの障害と卵管疎通性と

どちらが重要ですか．

　答
　　　　　　　　　　　　　　　　　西　川　　潔

　1）　子宮内膜の炎症，頸管の炎症等の影響も充分考え

る必要があると思います．

　2）　どちらも重要なものでありますが婦入の不妊原因

に於いて卵管性不妊が重要なものであると考えます．勿

論両者は切り離して考えられないものと思われます．

　質問

　　　　　　　　　　　　椹木　勇（関大産婦）

　原発性不妊患者に卵管疎通性障害が意外に多い事，卵

管造影術後の妊娠例が多い事等から造影術の施行時期を

結婚2年後として，おられる点に再検討を考慮しておら

れないでしようか．

　嫁

　　　　　　　　　　　　　　　　　西　川　　潔

　HSGを結婚2年以内のものにも行なう事にはHSG

のKrankeに与える影響等を考慮してもまだかく検討

する予地があると思われます．勿論既感染症を有するも

のには結婚2年以内のものにも行なうが，カルテ上に現

われていない既応感染症がある事も充分考えられるの

で，この点を充分考慮して更にHSG施行の範囲を広げ

る事は今後充分検討する必要があると思います．

　質問

　　　　　　　　　　　藺守竜雄（大阪府大農）

　世界とくに西欧諸国に於いて卵管閉塞とか不完全閉塞

の頻度は我が国と比べてどうか．もしも我国に於いて高

い事実があるのならば法律で人工流産が認められている

国家は極めて稀であることから一応人工流産手術による

影響に大きな関心を持ってみる必要がないか？

　答

　　　　　　　　　　　　　　　　　西　川　　潔

　卵管性不妊の頻度は外国文献では20～40％我国では

20～4096と云う報告が多い様ですが70％前後と発表し

ている人もあります．人工妊娠中絶の影響はわれわれの

今回の調査では，14．7％に卵管疎通障害が認められ，分

娩後の17．4　96よりむしろ低い，むしろ自然流産後28．6

％に障害を認めた．然し勿論人工妊娠中絶又その後の管

理等に充分注意する必要のある事は勿論であります．

　追加

　　　　　　　　　　小島　秋（大阪医大産婦）

　人工妊娠中絶術後卵管通過性の障害を来す機会を多く

することは一応考えてよいが，私共の成績では自然流産

の方が感染の機会が多いように考えている．勿論今回の

報告は即往症を中心として統計をとつたもので個々の症

例について精細な検討をしたものでありませんので，こ

の報告の内容は唯その傾向についてのものであります．

然し大体の傾向は伺い得たものと考えます．

　追加

　　　　　　　　　　浜田春次郎（大阪医大産婦）

　1）　妊孕に関して卵管の疎通性が重要な，役割をもっ

ていることは明らかで文献にも見ることができる．

　2）　演者の報告の中にHSGで通過障害があるのに妊

娠した例も見られる．思うに卵管の疎通性にっいで

Hysterosalpyngograhbieに通過の障害のある場合，卵
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管における器質的な変化のあるものおよび機能的な変化

のあるものと2つが考えられる．

　後者の機能的な変化の起るもの，例えば痙攣等の起る

者に対しては，それの起らない様な前処置の下に疎通性

検査をすることが望ましいと思う．

　質問

　　　　　　　　　　　　　　　　杉　本　　修

　1）既往の感染症を有していない群で，卵管疎通障害

を有していない例の卵管閉鎖部位は何処が最も多かった

か．

　2）これらの症例に対して通水治療を，行なっておら

れたら，その治療効果について御教示願いたい．

　答

　　　　　　　　　　　　　　　　西　川　　潔

　1）今回はその点にっいては，調査していませんが，

検討の必要があると考えますので今後検討します．

　2）通水治療を行なつていますが，その成績について

は今後検討報告する予定です，

特　別　講　演

トキソプラズマ症と妊娠異常

高　田　秀久（大阪市大医動物）

　不妊をはじめ流早死産や先天性異常児出産等の妊娠異

常の原因については，古くから広範な研究が進められて

V・るが，Wolf，　Cowen，　Paige等により1937年から

1939年にかけ初めて人トキソプラズマ症が発見されて

以来，本症の研究が進展するにつれて，トキソプラズマ

症（Tp症）が前記の各種妊娠異常の原因として重要な

ものの一つである事が明らかにされる様になり，にわか

に重要視される様になって来た．すなわち，Ingollus

（1950）らはTp症は梅毒，風疹と共に感染症による先

天異常発生の3大原因の一つとしてとり上げ，又Fel－

fdmanら（1956）は妊娠中に母体がTpに感染した場合，

その時期によつて流産，死産，早産や先天性Tp症児の

出産等が招来されるものと想像した，

　勿論Tp症はこの様な産婦入科領域における異常のみ

ならず，その他に網膜脈絡膜炎，淋巴腺炎，脳炎，心筋

炎，腸炎を惹起したり，又先天Tp症では網脈絡膜炎，

脳石灰化，脳水腫，小頭症，智脳発育不全等の原因とも

なるものである．

　この様な多彩な病態を示す理由は，元来本原虫は，

Obligate　intracellular　parasiteであってその増殖はすべ

て生細胞内においてのみ行なわれるものであり，その上

すべての動物細胞に親和性を有しているためである．

口不妊会誌13巻1号

　したがって本原虫が生体に感染した場合，宿主の抵抗

性や原虫の毒力によつて，急性致死感染から慢性感染又

は不性感染に至るまでの種々な経過を示す様になる．前

述した各種の症状は主として亜急性又は慢性感染時に示

される症状であるが，われわれ人類は幼弱なものを除き

一般にTpに対する感受性は比較的低し，感染してもか

なりの者が不顕性無症状感染として経過するものの様で

あつて，我国の一般健康人における血清学的な調査で

も，約1096前後の不顕性感染者の存在が想像されてい

る．

　これに反して胎児や幼弱児が感染した場合はかなりは

げしい症状が示され，特に胎児が母体より胎盤を通じて

感染した場合は，その時期および母体の抗体産生の度合

に応じて種々な妊娠異常が示される様になる．すなわ

ち，一見全く健康に見える母体の不顕性Tp症が母体お

よび胎児に対し極めて重大な結果を示す様になるわけで

ある．

　さて本症が不妊はじめ種々な妊娠異常とどの様に関連

性が深いかについては，これも古くから血清学的な調査

が進められ，これら妊娠異常を示した婦人や，奇形児等

に高率な抗Tp抗体の存在が示されており，　Tp感染と

の関連性が認められている．最近のわれわれの実施した

大阪地方における調査でも，一般健康人の抗体保有率が

色素試験で3．8％であるに対して，習慣流産の婦人では

11．5％，早産婦人では27．1°／o，死産婦人では9．1％，

又奇形児分娩婦人では16．1　％と明らかに高い抗Tp抗

体保有率を示し，又皮内反応においてもほぼ同様の傾向

を示している．

　すなわち，前述した原虫の性質から考えて，原虫が正

常妊娠経過に必要な卵巣，子宮，卵管等へ侵襲するのは

勿論，妊娠成立に必要な内分泌諸臓器への侵襲も当然考

えられるところであつて，実際に異常を示した婦人の内

部性器等からTp原虫の栄養形やCystがしばしば検出

されており，又動物実験等によつても証明されている．

　さてここで一つ問題となつているのは，従来から，細

胞外に出た栄養形原虫は抗体作用に対して非常に弱い事

や，経験的に今まで1人の婦人が2回以上続いて先天性

Tp症児を出産した例が少ない様な点から考え，胎内感

染は主として妊娠中に母体にTpの初感染が起った時に

成立するものであつて，慢性感染の母体ではあまり問題

にならないとする考えがあつた．この様な考えに対し，

Kemp（1950），　Ruchman（1951），　Weinman（1952），

Remington　et　a1（1958，1960），　Werner（1960）らは

強く反対し，たとえ慢性感染であつても，子宮にCyst

が形成されている場合は胎児への移行が考えられるし，

又慢性感染でも流血中に栄養形原虫がしばしば検出され

’

，
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る事等から，妊娠と云う一つの刺戟によって局所から原

虫が全身に撒布される可能性もあつて，決して胎内感染

の成立は否定できないとしている．

　事実Remington（1960）は23人の婦人の摘出子宮を

検査し，その内3例から原虫を検出した．そしてその内

のユ名は8回妊娠したが，すべて流産に終った婦人であ

ったとしている．

　われわれも動物実験によつて，慢性感染中にもかなり

（71）71

高率な原虫血症が見られたり，又性器，内分泌臓器内に

原虫の侵襲を認めているし，その上これらが卵胞および

黄体ホルモンによつて誘発される事を証明している．こ

の様な事実から，理論的には抗体の少ない初感染妊娠が

最も危険率が大である事は認めるとしても，慢性感染婦

人と云えども決して油断のならない事をここに改めて強

調するものである．

日本不妊学会関西支部第42回集談会

1

日　時

場　所

昭和41年9月3目（土）pm　2．00より

京都大学医学部婦人科学産科学教室講堂

京都市左京区聖護院川原町

Tel．（77）8111（内線405～407）
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1．不妊と子宮内膜

杉本　修（京大産婦）

　子宮内膜は受精卵着床および発育の場として重要な意

義をもつていることは論を侯たない．女性不妊診療の領

域において，子宮内膜が問題になるのは主として次の揚

合が考えられるが，不妊の原因が内膜自体にあると決定

するには極めて困難なことがある．①内膜の慢性炎症，

とくに子宮内膜結核②子宮内膜癒着症③腫瘍または

子宮内異物．④いわゆる機能不全内膜と称されるもの．

　このうち機能不全内膜はHughes，　Lloyd，　Noyes，

Gillam，　Gユassらにより注目されてきたもので，今回は

この問題にっいて検討した．最近の我が教室不妊患者の

内膜組織診458例のうち，BBT二相性で排卵周期を有

する303例の経験から，組織診の内膜採取時期は，最も

日附診が行ない易く，分泌機能が盛んであり，受精卵の

着床に直接関係のある排卵後5r－・7日目に行なうのが適

当であり，日附診はBBTの陥落日を基準に行なうべき

であることを強調し度い．

　排卵性周期を有する303例のうち，BBT陥落後5～

7日目に採取された155例の内膜についての日附診では

適合しているものが82例あり，残る73例中43例は口

附診の遅れを示し，この中の半数は，腺組織間質共に

遅れを示しているが，その他は腺のみ，または問質のみ

が遅延像を示していた．更に28例は，かえつて周期日

附よりも進んだ像を呈しており，多くの動物実験におい

て分泌像の促進した子宮内では卵の生存率が低く，偽妊

娠時の子宮内膜には着床し難いという報告などをも考え

合わせると，ヒトの揚合においても，過剰発育内膜の着

床障害については，今後更に注目検討の余地があると考

える．

　受精より着床に至るまで，卵は卵管あるいは子宮分泌

物からも栄養をうけっつ分割を続けていると考えられて

いる．子宮内膜よりの分泌物中Alcian　blue－PAS染色

により識別される多糖類産生の程度を組織化学的に比較

すると，glycogenは，形態学的変化にほぼ比例して産

生分泌されるが，酸性ムコ多糖類はこの関係があまりは

っきりしないということが分つた．

　その他排卵後5～7日目内膜のalkaline　phosphatase，

acid　phosplユatase，　ATP－ase，　DPN　diaphorase．　lactic

debydrogenase，　Succinic　dehydrogenaseなどの組織化

学像を供覧した．

　質問

　　　　　　　深　井　達　也（大阪日生病院婦人科）

　子宮内膜陛不妊の治療について．過度掻爬，或は，子

宮内膜結核等で子宮内膜がverodenした場合どの様に

治療すべきか？

　子宮内膜移植とは

　答

　1）　高度子宮内膜結核や過度掻爬による不妊の治療は

内膜移植などが，文献的に見られるが，私の処では禾r：

経験例がない．

　2）　久保先生への答

　i）　内膜性の不妊についても，妊卵の因子についても
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常に考慮を入れておかねばならぬことは，全く同感です

が，実験方法の困難性に問題があると思います．

　ii）

　3）林先生への答

　不妊の原因が内膜にあるとの決定は非常に困難であ

り，本日のデータは，一応外来検査で男性，卵管，卵巣

などに異常のないと考えられたものからとつたもので

す．

　4）　東山先生への答

　先程も述べたように形態学的にoverdevelopedの症

例もあることであるし，又動物実験でもGestagen投与

や，偽妊娠時に着床陸・書が起るという成績もあるので，

Gestagenの投与には検討を要すると考える．先程のデ

ー タで，少量estrogen投与例は，　overdevelopedのも

のである．

　5）　森村先生への答

　1）我教室でも，トランスジューサを子宮膣内に入れ

る持続性通水装置を考察中で，近い中に発表の予言であ

る．流体力学的にみて圧の測定部位による誤差は常に考

慮に入れねばならぬと考える．

2．合成pregestinと不妊

東山秀1盤（京府医大産婦）

　昭和31年より約10年間に外来へ不妊を訴えて訪れた

もののうち，基礎体温曲線，その他から6カ月以上無排

卵が確実に続いている患者を選び，各種のprogestinを

投与してその排卵誘発効果にっいて検討した．計166例

中28例，16．9％に排卵が認められ，うち10例が妊娠し

た．progestinによる排卵誘発効果はanti－estrogenic

activityの強いcolnpoundに高く，　progestinのantie－

strogen王cityと何らかの関係があるのではないかと考え

られる．しかし，長期間の無排卵症ではprogestinによ

る誘発率は高くないから，無月経の患者に投与して，無

月経の診断，分類に使用するのを第1の目的とすべき

で，いたずらに排卵誘発を求めて長期にわたり使用すべ

きではなく，他の方法にきりかえるのが良いと思われ

る．黄体期機能不全へのprogestinの応用は，排卵期か

ら黄体初期にかけての投与による妊娠の促進に対して，

投与後の子宮内膜の改善傾向から考え，ある程度の有効

性が認められるのではないかと推定される．

　杉本先生への答

　1）頸管粘液量がO．2ml以上に増量し，2）牽糸性

が5cm以上になり，3）B．　B．　T曲線が高温期に移行の

以上3条件を満たした日よりProges　tinの投与を開始

しています．

日不妊会誌　13巻1号

　1．久保教授への答

　われわれも黄体機能不全患者の推定排卵日以後に6・

clehydroretroprogesterone　10　mg×10日の投与終了後4

日目にごく少量の性器出血を来した症例をもつていま

す．この例ではそのまま高温相が持続し，妊娠反応も陽

性で，妊娠に移行しました．次に黄体期にprogestinを

投与すると，progestinの種類によつては着床陀書を起

こしますが，non－estogenic　progestinでは妊娠維持に良

い影響を与えるのではないかということと，投与期間が

問題になり，われわれのように8～10日間投与では着床

障害は起こらないのではないかと考えられます．10rTを

こえて投与するとestrogenとの合剤proges　tinではや

はり良い結果がえられないと推定され，子宮内膜像から

も同様の成績をえています．

3．Clomidの作用に関する研究の現況

林 要（神大産婦）

　無排卵症婦人に対する排卵誘発へのapproachとして

Clomidを使用し，現在迄に得られた臨床内分泌学的成

績より本剤の作用機序の一端を述べた．対象は81例の

無排卵婦人で131周期に亘りClomid　50～100　mgを短

期間（5日間）および長期間（14日以上）投与し臨床効

果を比較した．

　次に投与時の性機能の変化をみるとCM．　CIは服用

中漸減を示し，この頃にBBTには一過性の体温上昇

（IR）を示すものが多いが，この際のpregnanediolおよ

びetiocholanolQneには有意の増加をみないことよりこ

のIRは本剤のantiestrogenecityを示すものと考え

る．一方尿中estrogenは減少しない点より体内estrogen

との競合作用を示唆するものであろう，又排卵成功例で

は排卵頃に一致して急激なestrogenの増加に特にEo－

fractionの増加があり，これに先立ってFSH，　LHの

両方が増加した．一方LHの増加をみない症例では無

効であること，無排卵周期症には非常に高率に排卵が誘

発されることからClomidがLH－triggerとして作用す

ることが強く示唆された．

　また本剤が卵巣へ直接作用していることも否定するこ

とはできないとしても，Clomid無効の第二度無．月経婦

人がHMGによっては排卵に成功した症例があること

よりみて本剤の卵巣直接刺戟能はあつても弱いと思う．

　質問

　　　　　　　　　　藤森速也（大阪ili大喧帝）

　クロミフニ［ンのMultiple　ovulationは心配になる事

ですが，果してクロミフェンのために起つたものである

か或は偶然な現象であるかこれについてContr〈）1との

’
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比較があれば御知らせ願い度い．

　答

　Controlのmult三ple　ovulationによるtwlnの頻度に

就いてのDetaは持つていない．けれども，　Clomidの

長期投与により，可成り高率にOvariumのOversti－

mulationが見られることは前述した通りであり，本例

もClomidのinduced　Ovulationで妊娠した2卵性双

胎であるので，Clomidに起因するものと考えたい．

　質問

　　　　　　　　　　　　森　常英（京大産婦）

　①Clomidが中枢に作用してLHの放出のみなら

ず，TSHの放出をも促進すると云うデーターを出して

おられましたがその中でovarian　dysgenesisの症例

にestrogenを投与しTSHの増加を示しておられます

が，この揚合in　siteでgonadotropin値の高いこの様

な症例ではcontrolをとる事が是非必要と思われます．

この点如何でしようか．

　②Clomidの投与形式と下垂体の反応様式との間に

何か相関関係がありましたら御願示下さい．

　③ClomidのAnti－estrogenic　Actionの発現機序に

ついて先生のお考えをお聞かせ下さい．

　答

　①症例のin　situのgonadotrpoinは2～3回測定

している．御説の通り，ovar三an　dysgenesisのin　situ

のgonadotapin値も，症例によつて，非常に強いTa－

geschwankungを見る例があるので，この様な症例で

は，この際実験は，評価がむつかしい．

　②Sofortに排卵した例は100　mg　x　5日間投与法に

多い様に思う．これらの症例は，再投与時にも，前回と

同一傾向が見られた．この際の尿中LH　Patternを今後

検討したいと思っている．

　③個人の中枢側の準備状態の如何によって，可成

り，modifyされると思うが，　Clomidの排卵誘発の最大

因子はLHであり，　FSHへの影響も無視できぬと考え

ている．ある一定期間持続する生体のエストロゲン欠乏

状態が排卵を誘発するのに不可欠で，あるか，それとも

瞬時的に中枢に，Clomidが中枢に作用するかどうかは

更に今後の検討に待たなければならない．

　質問

　　　　　　　　　　　　西村敏雄（京大産婦）

　Clomidの卵巣への直達作用，論的には下垂体別除動

物の卵巣に対するeffectは分つていないのですか．

　答

　Clomidは元来，ケッシ動物に対しては，　Ovulation－

　mmendのみに働くと考えられていたためか，この種

　実験は少い様です．
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　下垂体別除動物を使用した実験は，東大（？）でやら

れていた様にも思います．

4．不妊症研究えの免疫学の導入

礒i島晋三（徳大産婦）

　今迄われわれが行なつて来た睾丸免疫による不妊症の

発生およびその機序の研究に引きつづき，最近の知見と

しては，精子特異抗原の出現をラットを用いて調べた

所，幼若睾丸には存在せず，生後10日で未だ精子が見

出されない時期に己に一種出現し，成熟するに及んで別

な抗原が段階的に出現することが判明した．この精子特

異抗原は卵と結合後直ちに消失する模様である。臨床的

には，原因不明の不妊婦人について血中精子不働化抗体

を検索したが，現在迄のところ72名中2名（2．8％）に

強力な精子不働化因子を発見した．この因子が抗体であ

ることは，1）透析内液に残る高分子物質，2）γ一グロブ

リン分劃中に来る．3）補体の共働を必要とする．4）精

子によつて吸収すると，その作用が消失する．5）吸収

に用いた精子より，Heat　Elutionによって作用が再現

する．6）患者および対照血情γ一グロブリンに1131をラ

ベルし精子によつて精製後精子えの局在性を調べると，

患者血清グロブリンの方が明らかに精子に局在する物質

を多量含有していた．

　以上の事実よりこの精子不働化因子は抗体であると思

われる．精子凝集試験は非特異的凝集が多く抗精子抗体

の検出法として不適当であり，精子不働化試験が簡単

で，且信頼性があり今後原因不明の不妊症の検査法とし

て用うべき方法である．

　質問

　　　　　　　　　　　　笠井意司（京大産婦）

　①精子不働化因子が抗体である証明の中でComp－

lemntの共働が必要というが，　ComplementがAut－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
oimmune的に考えると1つの証明法ではあるが，その

Complementの存在をどうして確認したか．尚それは

humanのcomplementであるかguinea－pigのCom－

plementが用いられたか．

　②i3ili－io　cl　inat　ionの結果，1311結合物質のpurifi－

cation（物質の原濃度）はどの程度か，　r・glとの反応

に於いて，6．396と3．6％の差は原濃度に依存すること

が大きいと考えるが，この差異では断定できないのでは

ないだろうか．

　答

　1）補体共働の下に不働化が残るということは，本反

応が，非特異作用でなくて，抗原一抗体反応であるとい

う有力な傍証になるA
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　2）補体は，動物の種類が変つても，作用は同じであ

るが，人間に比して，モルモットでは，力価が高く安定

している為に，患者血清を一旦非働化して，別にモルモ

ットの補体を加えている．自家免疫疾患の揚合は勿論人

間の補体が作用を発揮する．

　3）　理想的に云えば患者血清r－910bulinを1311対照

血清7’－glubulinを1311にlabelして，　purificationも

1311と1251を混合した後行なつて，1311と1251の混合

したpurified　Autibodyを用いて，精子えのIocalizat｛on

を1311と1251を分離Ceunt，すれば，わつかの差でも

特異的なlocalizationを云うことができる．併し，　pa－

ired　label　techniqueを使えぬ場合一応，各々のloca－

lizationの差でものを云う必要があるが，患者血清γ一

globulinが約2倍精子に向つて行くことは，対照に比し

てtissue　localizingが存在している傍証になる．これの

みで抗体という証拠に貧しいが，前述のいろんな性質よ

りみて，抗体であることに問違いないと思う．

5．卵管疎通法の現況と将来

森村正孝（大阪市大産婦）

　卵管疎通法は観血的療法と非観血的療法に大別され

る．観血的療法は術式の改良，ポリエチレン管，抗生物

質，抗炎症作用薬剤等の応用により療法成績は飛躍的に

向上した．非観血的療法として現在反復子宮卵管通水法

薬液注入法が行なわれて居り手術療法を凌ぐ治療成績を

示している．しかし乍らこの何れも未だ完全に満足すべ

き治療成績を挙げるに至らず又疎通性が完全に恢復して

も子宮外妊娠の頻度が高くなる等卵管機能が平行して改

善され得ない．これらの今後の研究目的を示すものと考

えられる．卵管疎通障害は個々の症例によりその原因程

度部位等に大きな差の見られるものであり症例に応じて

種々の疎通法を組み合わせ最大の効果を挙げる様努力す

べきである．尚通水法の治療効果についてポァジュイー

ルの定理より考察を加えた．

　質問

　　　　　　　　　西川　潔（大阪医大産婦）

　1）Polyethylen　Tubeを用いての卵管疎通手術の成

績並びにその術後管理について．

　2）　通水時の圧の測定部位並びにその圧の測定導入方

法について，どの様な方法をとつてをられるか．

　答

　　　　　　　　　　藤森速也（大阪市大産婦）

　ポリエチレン管使用による卵管開通手術を今迄に10

例位経験しました．術後管理として，ポリエチレン管を

抜去後直ちに通気或は通水を反覆施行する事が必要で

口不妊会誌　13巻1号

す．然し，われわれの教室の成績では残念ながらこの方

法で妊娠に成功した症例を持っておりません．

6．男子性腺異常に関する研究の現況

石神袈次（神大泌尿盟）

　男子性腺異常については，女性同様，性染色体の臨床

的応用が可能になり，急速の進歩をとげつつある．特に

Klinefelter’s症候群にっいてはXXY，　XXYY，　XXXY等

異常染色体の発見と共に，XあるいはYそのものの構造

上の異常によるものも発見されている．又XYYといっ

た所謂Supermaleの存在も指摘された。副腎性器症候

群中，肥厚による場合はコルチゾンによるSuppression

therapyが主となるが，副作用を伴う場合，側全別，他

側亜全別の必要な揚合もありその自験例を報告した．停

留睾丸に対する性腺刺激ホルモン療法は今日でも一般化

された方法であるが，生後2～3年の睾丸で既に全ホル

モンに対する感受性の存在する点，性早熟のiatrogenic

な面は充分に考慮すべきである．又思春期のアクセル化

は男子においても認められる最近の傾向であるが，これ

と病的性早熟とは厳重に区別すべきである．

　質問

　　　　　　　　　　　水谷修太郎（阪大泌尿器）

　AGSによる女性仮性半陰傷に対する副腎別除術に関

して．Adrenalectomy前に，　Oral　corticoidによつて

Suppressionを続けた揚合，良好な結果を得られたか？

　答

　一応CortisonによるSuppression　therapyを行なつ

たが，男性化を防ぎうる有効量ではCushing様副作用

が強く，別出術を施行した．

7．家畜精液の生化学的研究の現況

入　　谷 明（京大畜産）

　精液成分のうち現在もなお検討の加えられている2，

3の成分につき紹介する．

　1）　精子の内在基質としての燐脂質の大部分はcho－

lineplasmalogenであることが確認され，その大部分を

精子の中片・尾部に含有することが明らかにされた．ま

た無基質好気条件下で，精子はplasmalogenより遊離す

る脂肪酸を利用しうることが明らかになり，脂肪酸の種

類も同定されている．

　2）　精子の核酸については，現在2つの主なる研究方

向があり，1つは核酸を指標として精子の形成過程を研

究するものであり，1つは個々の精子の核酸含量をしら

べて精子の授精能との関連性を検討することである，

’
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　3）精漿中のGlycerylphosphQrylcholineは雌の子宮

分泌液中のDiesteraseによりPhosphoglycerolになり精

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（75）75

子に利用される．これに関連して雌生殖器道液の生化学

的性状が検討されている．

日本不妊学会関西支部第43回集談会

日時

場所

昭和41年12月17日（土）午後2時～5時

関西医科大学病院新館大講堂

x

4

一般演題

1．免疫学的妊娠反応L‘ゲステートA”の使用経験

　　　　　　　関西医大産婦人科

　　　　　　　　　水野潤二・椹木　勇・田幡義郎

　　　　　　　　　井上武文・江藤勝磨・岡田祐一

2．Estrinex　testの使用知見

　　　　　　　神戸大産婦人科

　　　　　　　　赤堀和一郎・林　要・大沢悦二

3．無月経患者に対するMestrano1（Devoein）およ

　　びChlormadinone　Acetate（Lutorad）順次使用療

　　法の効果について

　　　　　　　大阪医大産婦人科

　　　　　　　　　小島　秋・西川　潔・大田尚司

　　　　　　　　　星本幸夫・内藤啓ニ

シンポジウム「避妊」

1．統計

　　妊娠中絶希望者における避i妊に関する調査成績

　　　　　　　関戸医大産婦人科

　　　　　　　　　水野潤二・塚原英克・横山真明

　　　　　　　　　桑名忠良・蒲生松助・伊藤治生

　　　　　　　　　三田　稔

2．経口避妊

（1）Gestagen投与時のFSH．　LHの推移

　　　　　　　神戸大産婦人科

　　　　　　　　赤堀和一郎・林　要・望月真人

　　　　　　　　岡村　博行・西川義視・前田明成

　　　　　　　　三浦義正・鷲尾元夫

（2）Norethindrone　2．Omg，　Mestranol　IOO　r混合

　　　剤による経口避妊

　　　　　　　神戸大産婦人科

　　　　　　　　赤堀和一郎・林　　要・岡村博行

　　　　　　　　西川義視・近藤千里

（3）　MestranolとChlormadinone　acetateの

　　　sequential　methodによる経口避妊への応用

　　　　　　　　　京府医大産婦人科　東山　秀声

（4）　経口避妊剤の副作用に対する考察

　　　　　　　阪大産婦人科

　　　　　　　　　足高善雄・鈴木俊作・美並義博

　　　　　　　　　坂口静子

　　　　　　　大阪逓信産婦人科

　　　　　　　　　竹村　喬・高山克己・浦田　瀞

　　　　　　　愛染橋病F完

　　　　　　　　茨木健二郎・柳田隆穂・山口　泰

3．　1．U．D．

（1）1．UD，の家兎子宮および卵管に及ぼす影響の

　　　電気生理学的検討

　　　　　　　　　　　関西医大産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　水野潤二・開田宏一

（2）　1．UC．D．の臨床経験一特にリング抜去症例に

　　　ついて一

　　　　　　　大阪市大産婦人科

　　　　　　　　　藤森速水・山田文夫・杉本修一

　　　　　　　　　豊田長久・田川哲生　竹下　正

　　　　　　　　　稲本英治

精子免疫

精子免疫による避妊の可能性について（30分）

　　　　　　　　　　　徳大産婦人科　礒島　晋三
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日本不妊学会関西支部第44回集談会

日時

場所

昭和42年2月25日（土）午後2時～5時

目本生命中之島ビル研修所2階

1．Citrullineによる男性不妊の治療成績

　　　　　　　　　大阪医大泌尿器科　谷村　実一

2．男子尿道形成術

　　　　　　　阪大泌尿器科

　　　　　　　　楠　隆光・生駒文彦・水谷修太郎

　　　　　　　　森　義則

3、卵管疎通検査と自律神経機能検査の関係について

　　　　　　　大阪医大産婦人科

　　　　　　　　　小島　秋・西川　潔・太田尚司

　　　　　　　　　星本　幸男・内藤啓三

4．SC　11800，　Volidan錠による経口避妊成績

　　　　　　　神戸大藍婦人科

　　　　　　　　赤堀和一郎・林　 要・岡村博行

　　　　　　　　西川　義則・三浦義正

5．Duphastonの臨床経験

　　　　　　　大阪市大産婦人科

　　　　　　　　　豊田長久・田中暁暎・田中寿文

　　　　　　　　　山村博道・赤嶺武夫・藤田義昭

6．6－dehydro－6－chlor－17α一acetoxy－progesterone投与

　　時における内膜反応について

　　　　　　　京府医大産婦人科

　　　　　　　　　村上　旭・東山秀声・小畑　義

7．HMG－HCG療法による妊娠分娩例

　　　　　　　阪大産婦入科

　　　　　　　　　足高義雄・倉智敬一・尾崎公己

　　　　　　　　　広田大造・宮崎正敏・谷　俊郎

　　　　　　　　　三井　磐・鈴木真水

8．着床期子宮内膜，特に妊娠例についての検討

　　　　　　　京大産婦人科

　　　　　　　　　杉本修・中堀等・林章子

9．妊娠例の検討

　　　　日本バプテスト病院産婦人科ト部宏

’

日本不妊学会関西支部第45回集談会
■

日時

場所

昭和42年5月27日（土）午後2時～5時

大阪府立大学農学：部中講議室（4階）

1．2，3の精液処理条件と豚精子の凍結成績

こ長沢成吉・高田雄祥・西川義正

　　　　　　　　　（京大農学部）

　従来，豚精子の凍結保存に関する研究はかなり多くの

人々によつてなされているが，凍結精子で受胎したこと

を報告した例はきわめて少ない．つまり豚精子の凍結能

は他の家畜精子のそれに比べてきわめて低いことが定説

となつている．演者らは豚の体外精子の凍結後の生存性

におよぼすと考えられるいくつかの凍結操作について検

討した．

　その結果，精子濃度は1m1当り8億に比べ20億の濃

厚精液がよい成績を示した．また希釈液に添加されるグ

リセリン濃度は8％が最適であつた．グリセリン平衡時

間は8時間までの範囲では短いほどよい結果を示した．

グリセリン平衡を行なう温度は30°C，15°Cより4℃が

よい．また凍結速度については窒素ガスによる簡易急速

凍結または錠剤化による急速凍結よりもドライァイス，

アルコールを用いる基本凍結の方がよい成績がえられ

た．

　質問

　　　　　　　　　　石神裏次（神戸大泌尿器）

　凍結精液を溶解する時の条件は如何ですか．

　答

　融解温度が凍結後の精子の運動性回復におよぼす影響

に関する報告はかなり多くあるが，研究者によつてかな
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らずしも一致しておりません．ただ豚精子の如く弱い細

胞においては＋4℃の氷水中で融解することが凍結後の

精子の運動性回復率からみると最もよい方法と考えられ

る．

　質問

　　　　　　　　藺守竜雄（大阪府大農学部）

　1ml中の豚の精子濃度はどれくらいか．

　答

　種類，個体等によつて精子濃度は異なりますが，大体

2×108～3，5×108／！1　mlと考えられる．しかし精子濃度

は7～8，月の夏季においては高く10～5月にかけて精子

濃度は低下する傾向があります．これは副生殖腺分泌の

季節変動によるものと考えられる．

　質問

　　　　　　　　　蘭守竜雄（大阪府大農学部）

　1ml中20億程度の濃度が凍結に都合がよいというこ

とであるがどういうように濃縮されるか．

　答

　市販の豚用ネオセミナンを用い稀釈遠心し上澄液を取

り去り，さらにネオセミナンで適度に稀釈することによ

り任意の精子濃度とした．

　質問

　　　　　　　　　市川　茂孝（大阪府大農学部）

　精子を濃縮する場合希釈衝撃の影響はないのか．

　答

　Krebs，　Linger，　Phosphate（K　R．　P．）および卵黄を

主剤とする卵の液の場合でありますと殆んど精子に影響

がないようです（2回洗瀞まで）．

　質問

　　　　　　　　　　浜田泰次郎（大阪医大産婦）

　凍結精液を用いた場合，その仔の奇型乃至形体的な所

見について変つたことはないでしようか？

　答

　残念ながら，豚精子を凍結保存するというところまで

いたつておりません，また凍結精子を用いて受胎試験を

行なつた例も少なく，ただドイツの報告で1例受胎した

という報告があるにすぎないが，その報告では仔豚は正

常であつたといつています、牛等では凍結精子による仔

の形態的変化はまつたくみとめられません．

　質問

　　　　　　　　　　山　田　文夫（大阪市大産婦）

　グリセリン添加の揚合，滲透圧が問題になると存じま

す．ことに14％にもなると滲透圧の影響が出ると存じ

ますが，如何でしようか．

　答

　豚精子ではグリセリン濃度が20％以上になりますP
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グリセリンの影響が現われるようにもおもわれる。しか

しそれ以下の濃度においてもグリセリン平衡時間が長く

なりますとやはりグリセリンの影響が現われます．1496

程度も多少グリセリン平衡時間によつては現われます．

豚精子ではグリセリンの至適濃度は7％・一　10％であると

考えられます．

2．精子の凍結保存に関する研究，とくに凍結牛精子

　　の形態に関する2，3の検討

　　　　　　　○宮本　元・西川義正（京大農学部）

　精子の形態は種々の要因によつて変化すること知られ

ているが，ここでは凍結条件とacrosome異常の関係に

っき検討した．得られた結果はつぎのとおり．

　2）　グリセリン添加によつて凍結後のacroso　me異常

の出現が抑えられる．

　2）凍結後の精子の生存性の良いものほどacrosome

異常が少ない．

　3）凍結保存期間の経過とともにacrosome異常が増
す．

3．交叉性睾丸転位症の2例

○酒徳治三郎・北山太一・山下奮正

　　　　　　　　　　（京大泌尿器）

　交叉性睾丸転位症の報告は本邦では岩崎が第1例を報

告して以来，われわれは自験例2例を加えて32例を蒐

集し得た．われわれの症例2例は4歳と11歳の男子で，

臨床診断は，夫々，両側停留睾丸，尿道下裂の合併症と

両側停留睾丸および左鼠径ヘルニヤの合併症であった．

この2例につき，手術所見を中心に述べると共に，本邦

報告症例32例につき（1）頻度（2）年齢（3）患側

（4）合併症（5）診断（6）治療（7）発生原因の7

項目に就いて，簡単な統計的観察を行ない，その臨床に

ついて考案した．

4．男性不妊症にCoQ，，　CoQ，，　CoQgの応用

　友吉唯夫・福田泰久・斉藤　博

　　　　　　　　（神戸大泌尿器）

正司　武夫（大阪医大泌尿器）

　Coeuzyme　Q4，　Co　Q，　CoΩ，を男性不妊症患者，主と

して乏精子症患者に投与しその精子数，運動率を指標と

して3者の効果を調べた．CoΩ・9例中稻々有効1例の

み他は無効，Co　97　36例中効果ありと認めたもの29例，

無効7例，C。Ωgの7例中全部無効であった．
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　質問

　　　　　　　　　　酒徳治三郎（京大泌尿器）

　この様な酵素剤を利用するにあたつての投与量，投与

日数などはどの程度がよいかお教えいただきたい．また

投与終了後，どの程度の経過観察を続けたらよいか御教

示いただきたい．

　答

　投与量としては生理的状態で生体内にあるべきCoΩ

の濃度から考慮している．

　投与期間，はね返り現象の有無等については今後の研

究に待ちたい．

　質問

　　　　　　　　　　吉田重雄（京大農学部）

　面白い研究だと思う．

　CoΩの投与はSpermatogenesisの改善を目的として

投与されたのか．あるいは形成されたspermに対する

影響を目的としているのだろうか゜

　答

　精子そのものより造精機転への作用を期待している．

　質問

　　　　　　　　　　吉田重雄（京大農学部）

　人の揚合はよく判らないが，牛の揚合にはSperma－

togenesisに約4週間を要するので，投与後の観察はも

う少し長い方が良くはないのかと思う．

　質問

　　　　　　　　　浜田泰次郎（大阪医大産婦）

　CoΩを用いた揚合酵素自体として効くのか，あるい

は何か生体防衛的なneben　mercurindeなどに影響を与

えるようなことはないでしようか．

　答

　本剤による効果は，内分泌臓器その他への影響のない

点から，代謝課程に直接作用するものと考えられてい

る．

5。子宮卵管内反復薬液注入法の治療効果について一

　　特に描写式子宮卵管通水曲線および描写式子宮卵

　　管造影法による検討

藤森速水・山田文夫・森村　正孝

杉本修一・川口貞之・○岩田汎夫

　　　　　　　　（大阪市大産婦）

　卵管疎通障害は女性不妊の重要な因子でありこれに対

する治療として現在子宮卵管内反復薬液注入が行なわれ

ている．この効果については数多くの報告がありわれわ

れも従来より描写式子宮卵管通水器を用いてこれを施行

している．薬液は生理的食塩水20cc当りα一一キモトリ

日不妊会誌　13巻1号

プシン500単位を溶解したものを用い対象は描写式子宮

卵管通水法および描写式子宮卵管造影にて卵管閉塞と診

断された患者とし基礎体温曲線低温相の時期に2～3日

毎に反復注入を行なつた．反復注入約10回を1クール

とし描写式子宮卵管造影法にて効果を判定した所卵管閉

塞患者37例中6例に疎通性の回復を認め2例に閉塞部

位の変位を見た．

　質問

　　　　　　　　　西　　川　　　潔（大阪市大産婦）

　200mmHgにてストップ後，液が徐々に入つて行く

時，圧は下るのですか，又は圧が下つた分だけ又液が入

る様になつているのですか．

　質問

　　　　　　　　　　　杉本　修（）」〔大産婦）

　通水治療の限界，何回施行後，手術療法に切換うられ

るか御教示願いたい．

　答

6．各種薬剤の描写式子宮卵管通水法の描写波形に及

　　ぼす影響について

藤森速水・山田　文夫・森村正孝

杉本修一・○川口貞之・岩田汎夫

　　　　　　　　（大阪医大産婦）

　卵管筋の運動機能は自律神経系に支配調節されている

と考えられ，各種自律神経剤の投与はこれを変化させる

ことが推測される．われわれはこれを観察するためにわ

れわれの教室で開発した描写式子宮卵管通水法で正常型

および高圧型を示した不妊婦人を対象として自律神経剤

の投与を行ない，描写曲線に及ぼす影響を検討した．諸

家の報告が同一薬剤についても異つているのと同様にわ

れわれの成績も同一薬剤の全症例に同一結果を示さなか

った．しかし，ブスコパン，アトロピン，クPt・一一ルプロ

マジンの投与例に於いて，正常型よりも高圧型に通水圧

の低下を高率に見たことは高圧型曲線の成因の一つを示

唆していると考える．

　質問

　　　　　　　　　友吉唯夫（神戸大泌尿器）

　月経周期と卵管の薬剤反応性との関連もお考えでしよ

うか．

　質問

　　　　　　　　　太田尚司（大阪医大産婦）

　ヒデルギン，ブスコパン等交感神経遮断剤，副交感神

経遮断剤等を使用されていますがこれ等の遮断剤は，交

感神経緊張症，副交感神経緊張症等検査をされ，これ等

に対して投与されたのですか．

」

唱

，
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7．　‘‘ESTRINDEX　’，　Testの使用経験

小島秋・西川潔・太田尚司

星本幸男・内藤啓三

　　　　　　　（大阪医大童婦）

　不妊症患者の治療に際し排卵期の判定は重要な事であ

る．われわれは頸管粘液中に含まれるクロール量により

排卵期を判定する6‘ESTRINDEX”Testを使用した

経験を報告する．すなわちBBT2相性患者では頒管粘

液量の変化と」’ESTRINDEX”Testの％の値とは相関

を有する．然し一相性患者でgonadotropin筋注のもの

では頸管粘液量と‘‘ESTRINDEX”の値とは必ずしも

相関を有しないが，頸管粘液の所見とESTRINDEXの

値とをみれば排卵期の推定は可能である．ESTRINDEX

と尿中Estrogen値の問にはあまり相関は認められなか

つたが，この点は今後更に検討する．いずれにしても

一 ESTRINDEX”Testは排卵期の判定には補助的診断

法として有効なものであると思われる．

8．放射性同位元素ラベルによるHexestrol

　　dieaprylateの代謝と残存性の検討

○藺守竜雄・中問実徳（大阪府大農学r紛

　Estrogenic　Activityが弱く，　Feed・Back作用が強力

な新しいHexestrolの誘導体，　Hexestrol　dicaprylate

（H8と略）はニワトリの肥育と雄イヌの去勢効果が高

く，長い持続作用が認められている．

　tritiumと14Cを各々ラベルしたHsを合成し，各安

定したラベル化合物を得た．これを10　mg（ユ4C・H80．68

μCi，3H－H8の場合33．oμCi）ニワトリに筋注して組織

中の代謝物と残存量を検討した．

　Hsの血中濃度のピークは40時間目位で得られ，持続

型DES製剤の8時間に比べて長く，それ以後は低濃度

が持続する模様である．

　血液，筋肉，肝中の残存は第21日目以降は問題なく

低いが，独り脂肪内の残存量が第28日目においても注

目された．H8は体内でH8に，さらにその抱合体を形

成し，主として胆汁を経て排泄される模様である．イヌ

に経口投与すると12時間で大半はHo抱合体となつて

糞中に排泄された．

　10mg筋注を行なつたニワトリを30日目でヒトが食
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べても，残存量によリヒトが害作用を受けることは無い

であろうと推定した．

　質問

　　　　　　　　　　浜田泰次郎（大阪医大産婦）

　エストロジェンを動物に注射すると肥るかやせるか．

　答

　①量にもよりますが，家畜の肥育に一般にEstrogen

が用いられていますから肥る方が多いと云えます．

　②　但し肥育の内容は，筋肉内の水分がふえ，脂肪が

増加するのがその大部分で，蛋白の増加は著明でありま

せん．

　③　フィードバックの強いもの程この効果は高いよう

に思えます．

9．牛LHで免疫したラットの黄体機能

市　川　茂孝（大阪府大唯学部）

　NIH－LH－B4で免疫して繁殖障よを誘起した雌ラット，

40周期の正常ラット，偽妊娠および妊娠ラット，初生

時にAndrogen注射して持続発情になつたラット総数

114匹の雌ラットの卵巣静脈血中のGestagenを測定し

た結果から次のことが推察された．

　ラットの交尾慾の発現には黄体ホルモンを必要とす

る．ラットの卵巣は黄体組織がなくてもgestagenの少

量を分泌しうる．ラットでもLHはluteotrophic　ho－

rmoneであるが，ある状態の下では20α一Hydroxy　st－

eroid　dehydro　geneseに抑制的に働らいてProgester－

one側に平衡を保っ．黄体の形態と機能は異つた機序に

より支配されている．

　質問

　　　　　　　　　藺守竜雄（大阪府大農学部）

　ラットにおいては処置を行なつたLHが働らいて卵

巣静脈血中のProgesteroneと20α一〇1のバランスはP

の側にシフトすると話されたのは酵素系の働らきによつ

てP→20α一〇1のmetabolism力雪抑制せられて，進みに

くくなるということですか，

　答

　この酵素系にLHが抑制的に働らいて20α一〇1とpr－

ogesteroneの平衝をprogesteroneの側に傾けると考え

ている．
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日本不妊学会関西支部第46回集談会

日時　　昭和42年9月9日（土）午後2時より

場所　　大阪市酉区靱公園内

　　　　科学技術センター　8階小ホール

L　猿（macaca　mulata）の雌性器における精子の上

　　昇

真鍋幸夫・他（，1汰産婦）

　月経周期の第5日，15日，25日の3期において，雄

猿から電気刺激法により採取した精液を膣内にinsemi－

nateし，1時間，2時間，24時間，48時間と経時的開

腹により，子宮内，卵管内からの精子の回収をここ

ろみた．その結果精子の上昇はinsemination後すでに

数時間で卵管に及ぶこと，性周期15日目の排卵期にお

いて他の2時間に比して精子の上昇が良いことがわかっ

た．特に25日目には精子の上昇はほとんどおこらな

い．精子上昇を高める因子についてはなお，不明であ

る．Oxytocin　s　LUを静注した結果では精子の上昇率

に変化はみられなかつた．精子数は上昇にしたがつて急

速に減少するが雌性器のどの部分が特に障害因子となる

のかは不明な点が多い．

　質問

　　　　　　　　　　浜田春治郎（大阪医大産婦）

　実験動物の開腹時間，回数等についてお教え願いた

い、

　答

　実験の性格上多くの法を使用した，同一法を数回開腹

した場合も多い．

　質問

　　　　　　　　　　　林　　　　　要（神戸大産婦）

　精子上昇のmeehanismについてどの様に御考えです

か？　非常にむずかしい問題ですが．

　答

　①精子の上昇には頸管粘液の性格，子宮筋の作用な

どが関与すると思われる．

　②　子宮内が交接時に陰圧になり精子がこれにより吸

い上げられる可能性は馬で示された．

　質問

　　　　　　　　　　　加　藤　篤　二（京大産婦）

　精液中のPlasminogen　activatorあるいはprosta－

glandinが精子上昇を助長するというが如何ですか．

　答

　Prostagユandinの作用についてはどの程度問題になる

か疑問である．

　追加

　　　　　　　　　藤森速水（大阪市大産婦）

　只今，論議されました子宮頸管の精子吸引機能につい

てはストックホルムのべmノスキンが馬で数年前発表し

その論文を私は贈られてました．彼は現在，健在で，私

は彼と交際しております．

2．副腎摘出後自然排卵し，満期分娩した

　　Cushing症候群の1例

鷲尾元夫・古結一郎・福西秀信

林要・東条伸平
　　　　　　　　（神戸大壷婦）

　症例は30歳の2回経産婦で無月経，肥満，脱毛等を

主訴として来院した患者である．

　尿中ホルモン測定，各種負荷試験，後腹膜気体撮影の

結果よりCushing症候群を疑い，昭40年9月29日本

学外科で試験開腹し，左副腎亜全別出術を施行，術後の

経過は良好で，術後107目目に月経が再来し，170HCS．

3．7　mg．，’day，17　KS，8　．　7　mg／day，血圧も120／78となり，

体重も55kgより47　kgと減少し，以後30日周期で規

則正しく月経を見る様になった．

　本例は昭和41年9月1日より3日問の月経を最後に

妊娠し，妊娠の経過は順調で，昭和42年5月30日，妊

娠第38週4日目に3100gの男児を分娩した．われわれ

は本症例の術前術後，妊娠中，分娩後の尿中ホルモン推

移と各種負荷試験の結果も併せて報告した．

3・PMS－HCG誘発排卵後妊娠し，満期分娩した2例

古結一郎・鷲尾元夫・福西秀信

林　　要・東条伸平

　　　　　　　　（神戸大産婦ノ

PMS・HCG誘発排卵による妊娠例は従来，極めて稀

’
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であるとされている．私達は今回，PMSの単独投与，

あるいはPMS・HCG投与による誘発排卵で妊娠し，無

事満期分娩した症例を経験したので報告する．

　症例1は28歳の万年不妊婦人で第二度無月経婦人で

ある．1日PMS　20001U．を4日間投与したところ，

誘発排卵し，妊娠した．妊娠5カ月初期に，茎捻転を起

したが，その後の経過は順調で，無事満期正常分娩し，

男児2400gを得た．症例2は31歳の6年間不妊の無排

卵月経周期症の婦人である．本例は種々の排卵誘発法に

よつて排卵したが，その後，約4カ月間にわたる無月経

後，PMSの投与に引き続きPMS，　HCGの同時投与を

行なつたところ，基礎体温は上昇，妊娠し，無事，満期

に2600gの女児を正常分娩した．2例共に単胎で，外

部奇型なく，現在も他の児と何ら変る所はない．

　質問

　　　　　　　　　　前山昌男（奈良医大童婦）

　PMS，　PMM・HCG療法にて排卵，妊娠して成功し

たその時のホルモンミリコーはどうようなものでござい

ましたか．

　答

　　　　　　　　　　　　林要（神大産婦）

　非常に難しい問題と思います．私共のこの症例では，

初診時に，簡単なHormone　assayを実施しております

が，誘発妊娠時直前のHormone　assayは実施してお

りません．

　追加

　　　　　　　　　　　東条伸平G申戸大産婦）

　人の排卵誘発，妊娠の成立には今日HMGが甚た有

効であることは勿論でありますが，その効果が，比較的

すぐれているところから，従来使用されて来たPMS

が，この面の臨床効果であたかも無効であるかのような

意見が最近主張されているようであります．

　然し，PMSにより，排卵満期分娩にもつて行けた症

例も私は相当数もつているのでありまして，今日なお，

その臨床使用の価値は決して否定し去るべきではないと

考えます．

4．IUCD使用症例の精神身体医学的検討

藤森速水・○山田文夫・森村正孝

杉本修一（大阪市大産婦）

　（研究日的）　IUCD使用例は，避妊の目的を達せられ

るという安心感と共に子宮腔内に異物を装着しているた

めの不安感があると考えられる．またIUCD使用例で

は，しばしば腰痛，下腹痛などの訴えをみるが，一部は

心因性ではないか，とも推定される．よってIUCD使

用症例の精神身体医学的検討を試みた．

　（研究方法）　多数の方法のうち臨床的に便利であり，

かつ身体的因子並びに心理的因子の双方をほぼカバーす

ると考えられるコーネル・メディカル・インデックスを

用いた．分類整理は深町の法によつた．現在検討例数は

約50例である．

　（研究結果）　深町の分類1に属するものは健常初妊婦

よりも多いが，一般健康人には見られない皿・IV分類に

属するものも散見された．この結果より，IUCD使用例

の一部では心理的に正常の域を出るものがあることが分

つた．したがつてIUCD使用時には心理的ケァーが大

切と考えられる．

酒徳治三郎・吉田　修・小松洋輔

高山　秀則・上山秀磨

　　　　　　　　　（京大泌尿器）

　1964年8月にわれわれは精管欠如症9例を報告した

が，以降3年間にさらに10例の本症例を経験したので

報告する．本症の発現頻度は男子不妊患者の1．2％，無

精子症患者の3．5％を占める．

　これらの症例に対して，陰嚢部精管のみならず，鼠径

部および骨盤部精管，精嚢について検索を行なつた．そ

の結果精管の完全欠如のみならず，部分的欠如にとど

まるものか精嚢発育不全の合併などの所見も少なくない

ことを知つた．

6．Klinefelter症候群のphenotypeとGeontype

　　との相関関係について

田村峯雄・○新　武三・平林国男

　　　　　　　　（阪市大泌尿器）

　過去8年間において，明かに先天的で内分泌学的およ

び睾丸の病理組織学的所見から本症と診断し得た症例は

22例である．これらのうち，細胞遺伝学的に異常を認め

たものは12例，genotyeは何れもXXY〆47であり，他

の10例は正常男子と同様XY／46であった．以上より，

所謂true　typeとfalsetypeの種々の臨床症状を比較し

た結果をまとめて述べた．すなわち，体型では類官宙型

のものが，　false　typeに多くみられた，又，知能発達の遅

延を含めて精神々経科に異常を認めたものはtrue　type

に多かつた．思春期後における二次性微の発現は，両型

とも同様の傾向で全般的に不全のものが殆んどあつた

が，その程度はtrue　typeでは寧ろ軽度と考えられ，特

に合成男性ホルモン剤の投与による外性器の発育反応
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はJfalse　typeはtrue　typeに比し梢々良好と考えられ

た．その他，尿中FSH量，17・KS総量又は分劃測定で

は，両型の問に有意の差を認められず，寧ろ年齢的な相

違を認め得たに過ぎなかつた．

7．インターセックス症例の過去10年間における

　　経験

水谷修太郎・森義　則（阪ノく泌隈器）

　故楠隆光教授が大坂大学泌尿器科教授に就任されて

10年になるが，その間の入院患者総数3600名中，イン

ターセックスの占める割合1266名（1．996）を占める．

真性半陰陽6例（うち2例は1歳と2歳の同胞例），go－

nadal　dysgenesis　O1例，　true　Klinefelter症候群4例（但．

し外来患者を除く），女性半陰陽25例（CAH　10例，

hormoneinduced　12例），および男性半陰陽18例，そ

日不妊会誌　13巻1号

の他若干例となつている．

　追加

　　　　　　　　小野利彦0｝（府医大泌尿7・鼻）

　最近経験した真性半陰陽の1例を追加報告する．

　症例は水尾某，3歳戸籍上の男児，初診昭和41年6

月23日．生下時より外性器の異常に気付かれている．

妊娠経過中に特別の薬剤を使用した既往はない．

　全身所見異常なく，外陰部は尿道下裂および両側停留

睾丸の様相を呈し，外尿道口は会陰部に開き，陰のう皮

膚は2分し，陰のう内，鼠経部に性腺を触れない．又外

陰部異常は生下時から変つていない．尿生殖洞造影にて

尿道，膀胱の他に腔，子宮，卵管および卵管采を認め

た．Sex　Chromatin陽性，性染色体構成はXXであつ

た．開膜所見では一側卵巣，他側はovotestisであり，

後者を別除し，外陰部の成形手術を行なつて，戸籍上の

性を女性に変更した．

’

、
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第9回日本不妊学会東北支部総会

日　時

場　所

昭和42年5月27日（土）

盛岡市岩手医大　学生食堂 二階ホール

1．Stein－Leventhal症候群の妊娠例

関本昭治・高橋享平（福島大産婦）

　本疾患は臨床像も多様であり，その概念も明瞭性を欠

いた点が多く確立した疾患名とは云いがたい．しかしな

がら，その治療方法すなわち襖切に関しては好成績を報

告するものが多く，一般にも認められている．われわれ

は昭和38年10月から42年4Eまで当科不妊クリニッ

クで取扱かつた月経異常患者のうち特に無月経又は稀発

月経を主訴とし，各種ホルモン療法無効例に懊切を加え

10例に多嚢胞性卵巣を認め，術後妊娠したもの5例，2

例は月経発来，2例は失敗，1例は不明という成績を得

たので報告し検討を加えた．尿中17－KS，　OHCS．　Thorn

テスト，BMR，　Triosorb，肥満，子宮発育，乳房発育，

多毛，卵巣の腫大度等に特定の関係をつけることは困難

であったがPMSにより腫大したと思われる例では全例

とも妊娠している．

　質問

　　　　　　　　　　　　篠田秀男（山形市）

　昔から卵巣発育不全に対して卵巣表面の肥大卵胞を穿

刺してある程度の効果をみとめておりますから，巨大卵

胞の部分をクサビ型に切除したほかに残存部分の肥大卵

胞を全部穿刺しておくことも必要だと思います．

　答

　乱切はわれわれの例でも，喫切の他に肉眼的にみとめ

得るすべての卵胞に加えております．

　質問

　　　　　　　　　　　国本恵吉儲大産婦）
　1）　喫状切除後の17－KSの変化と予後とに関係がみ

とめられるか．

　2）多嚢胞性卵巣症候群についてのBaileyの期の分

類と予後とに関係があるか．

　3）　卵巣の乱刺と襖状切除法との問に予後に差があ

るか．

　答

　成功例と失敗例における17－KSの相関関係はわれわ

れのデータからは論ずるのは困難である．術後の17－KS

は1例は上昇，他の2例では低下している．乱刺法と襖

状切除法の比較はわれわれの場合全てが両法を併用して

いると言つてよいので比較はできない．

　追加

　　　　　　　　　　　永山正剛（弘大産婦）

　私達の教室でも最近Stein－Leventhal症候群の患者に

卵巣襖状切除を行ない妊娠例をみとめたので追加した

い．

2．最近10年間の当病院不妊患者の治療成績

明城春弥・安達国雄・清水孝一

　　　　　（仙台鉄道病院産婦）

　仙台鉄道病院産婦人科において，昭和31年から昭和

40年迄の10年間に173例の不妊症患者を治療し37例

（21．4％）の妊娠を得ました．

　1）　一次不妊と二次不妊の両者とも治療により約20

％の妊娠率を得ました．

　2）　不妊年数満3年以内に治療を行なつた者の方が不

妊年数満3年以上に治療を行なつた者の約2倍の妊娠率

を得ることができました．

　3）治療はホルモン療法が57例中19例の妊娠，手術

は30例中5例の妊娠を得，トリプシンと通気は57例中

11例の通過を認めました．

　4）　妊娠例の転帰は自然流早産が16．2％に見られた

ので不妊患者が妊娠した場合は妊娠経過の観察を綿密に

すべきであります．

　質問

　　　　　　　　　　平野睦男（東北大産婦）

　ホルモン療法による妊娠率33％はかなり高い値のよ

うに思われます．排卵率を33％にするだけでも大変で

あると考えますが，どのような症例が妊娠したか症例を

分類なさつておりませんか．

　答

　鮮細は追つて誌上にて発表したいと思います．単独治

療のみではないので成功率を云々できません．

　質問

　　　　　　　　　　　関本昭治（福島大産婦）

　卵管形成術の術式を御教示下さい．トリプシン通水療
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法を行なわれているようですが，卵管癒着剥離術と比較

して成績はどのように考えられますか．

　答

　卵巣移植術，人工卵管造設術を行なわないのみで他は

すべて行なつております．癒着剥離術とトリプシン通水

療法との比較は不明瞭です．

　質問

　　　　　　　　　　　　只野　宏（盛岡日赤）

　私達の場合，不妊症および習慣性流早産の患者の

HSGでは約3％の奇形子宮を発見したが貴院では何96
位か．

　答

　余り多数はなかつたと記憶しています．

3．閉経期婦人尿中ゴナドトロピンによる無排卵症の

　　治療成績

平野睦男・高橋克幸（東北大産婦）

　当科ホルモン不妊クリニックを訪れた不妊を主訴とす

る持続性無排卵症5例，第1度無月経症7例，第2度無

月経症2例，計14例の16周期にhuman　menopausal

gonadotropin（HMG）製剤Humegonを投与し，頸管

粘液量，羊歯葉状結晶およびSmear　indexを指標とし

て次いでhuman　chorionic　gonadotropin（HCG）にきり

かえ，排卵ついで妊娠の成立について観察した．その結

果14例中11例の排卵に成功し，その中4例はそのまま

妊娠に移行し，更にその後の周期で2例が妊娠した．

150　iuを8日から10日間注射した群で成績がよく，排

卵例9例中7例がHcG　3000　ipt　1回で排卵しており，

中3例が妊娠している．排卵不成功の4例のHMG－

HCG療法前後のestrogenおよびpregnanediol値には

殆んど変動がみとめられなかつたが，成功例ではest－

rogenが2～10倍に増量し，　pregnanediol値は10　mg以

上に達した症例もある．又卵巣のoverstimulationと思

われる副作用も経験した゜

　質問　　　　　　　　　菅　原　士　郎（東北メく農）

　1）HMG投与によつてsuperovulationが起つたと

推察されておりますがどんな根拠によるものでしよう

か．また黄体とかbloodfollic】e等は？

　2）　HMGのみで排卵した例はあつたでしようか．

　答

　superovulationの可能性は特にpregnanediol値から

の推定であり，開腹例はありませんので実証はありませ

ん．おつしやる通り卵胞成熟の段階でとどまり，排卵ま

ですすんでいない卵胞がみとめられるのかも知れません

が，それ以上の論拠はもつておりません．

口不妊会誌13巻1号

4．哺乳ラットにおける受精卵子の着床について

三浦源三郎・菅原七郎・竹内三郎

　　　　　（東北大学農家畜繁殖）

　哺乳中，あるいは泌乳中の繁殖生理を解析するため

に，ラットを用い，後分娩発情で交配し，哺乳を継続さ

せ・着床遅延を起させたものについて，受精卵子の着床

を正常妊娠時と同じ時期に起す試みとして発情ホルモン

の投与を行ない，妊娠期間，着床率，正常産仔数と乳仔

数や，その後の卵巣機能との関係を調べた．

　その結果，後分娩妊娠の場合，乳仔数を多く（12匹）

するとプラセンタルサインの出現と妊娠期間はより延長

した．しかし，後分娩妊娠の5日目から9日間エステロ

ン（1γ）を投与すると乳仔数に関係なく，ほぼ正常妊娠

期間になつた．後分娩妊娠後の黄体数，排卵数等はエス

テロンの投与によつて影響を受けないが1アのエステロ

ンを投与区における卵管内卵子数は極めて小さかつた．

この原因については現在のところ明かではない，

　質問

　　　　　　　　　　　平野睦男（東北大産婦）

　estroneをっかいestradiolをっかわないのは実験的に

何か問題があるのでしようか．

　答

　特別の意味はありません．estradiolでは約1！10の量で

同様に着床を誘起すると思われます．

5．射精障害による男子不妊症

0白井将文・松下鉄三郎・加賀　山学

　一条貞敏・竹内　睦男・佐々木桂一

　　　　　　　　　　（東北大泌尿器）

　症例：27歳，農業

　主訴：不妊並びに射精障害．

　現病歴：4年前に結婚したが結婚後3目問は正常な射

精を認めたがそれ以来正常な射精がみられない．性欲，

勃起も正常で射精感もある．当科外来で性交直後の尿中

より多数の精子が発見され逆行性射精の診断のもと精査

のため入院した．尚妻は23歳で婦人科的に正常である．

　諸検査成績：膀胱鏡検査でシユラム氏現像が見られ，

精阜は発赤，腫脹している．又膀胱内圧測定では最少尿

意発現と共に強い尿意を訴える無抑制の傾向があり尿道

圧は65cm水柱と低下していた．膀胱造影像で膀胱頸部

および後部尿道の開大がみられる．脊椎麻酔下で同検査

を行なうと膀胱容量400ccで後部尿道の開大がわずか

に認められ神経性要因も否定出来ない結果であつた．治

！
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療：膀胱頸部縫縮術を施行したが結果は良好で以後正常

な射精をみるようになつた．

9．破壊性奇胎の子宮筋層内侵入部切除後，

　　妊娠分娩例

品川信良・永山正剛（弘大産婦）

　私達は最近非常に冒険とは思つたが，患家の切なる希

望により，開腹子宮切開により筋層約1！2まで侵入した

破壊性胞状奇胎組織を切除し子宮を保存したところ後に

妊娠分娩に成功した1例を経験したので報告する．

　患者は29歳の未産婦，1964年3月当時26歳で某医に

おいて奇胎妊娠の内容除去術をうけたが，その後1カ月

を経るもMainin玉反応は陰転せず子宮は軟く肥大し，

かつ両側卵巣は鷲卵大に腫大していたため当科に収容さ

れた．子宮内膜組織診で妊娠脱落膜を確認，良性のもの

も考えられ，開腹子宮切開を行なったところ筋層約1／2

まで侵入していた破壊奇胎組織であつたのでこれを摘出

し，子宮はそのまま保存した．

　術後Mainini反応陰転，卵巣黄体嚢胞消失，約ユ年

半経過観察，順調なので妊娠許可し，間もなく妊娠した

が某医で心なくも人工妊娠中絶された　2度目の妊娠は

当科で管理し，1967年4月帝王切開により女児2，800g

を娩出した．

　質問

　　　　　　　　　　　山　口　竜　二（東北大産婦）

　子宮前壁切開で幸いにもMoleを発見できたが，発見

できない場合はどうすればよいか．またMTXによる化

学療法を行なわなかつたのはなぜか．

　答

（85）85

　御質問のような場合には子宮全別を行なうつもりであ

つた．又術後妊娠反応が陰転しない場合は子宮全別を行

なう予定でおりました．

　質問

　　　　　　　　　　　貴家寛而（福島大産婦）

　1）　6例の単頸双角子宮はすべて手術をされたのでし

ようか．

　2）手術はStrassman手術とJohnes＆Johnes変法

とどちらを多くされましたか

　3）　子宮成形手術により妊娠率は増加するとお考えに

なつていますか．

7．奇胎子宮と妊娠（第2報）

只野宏・坂井博i毅（盛岡赤＋字病院産婦）

　奇形子宮で習慣性流早産，不妊を訴える6例にStrass

mann氏手術，　Jones＆Jones氏変法を行なつた。・術前

では妊娠回i数13回のうち満期産1例（7．6％），流産9

例（69％）であつたが，術後では妊娠回数4回のうち妊

娠継続の2例（50％），流産2例（50％）と改善された．

　以上から

　（1）　第1報でも報告したが，不妊症，習慣性流早産

患者に弓状又は双角単頸子宮が発見されたならばStr－

assmann氏手術，　Jones＆Jones氏変法を積極的に行

なうべきである．

　（2）　頸管拡張症が併存せる場合は同時に縫縮術を行

なうのがよい．

　（3）手術は不妊症より習慣性流早産に対してその効

果が著しいと思われる．

t
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