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ご　案　内　状

札幌市北3条西3丁目（大同生命ビル内）

日本交通公社団体旅行札幌営業所

　不妊学会係　電話（0ユ22）23－6677

　昭和44年6月札幌市で第14回日本不妊学会総会が盛大に開催されますことを心からお祝い申しあげます。

　つきましては学会参加の市内宿泊および学会終了後　エクスカーションのお取扱を弊所がいたしますの

で若葉かおる絶好のシーズンでございますので下記により早目にお申込みくださるようご案内申しあげま

す。

1．　札幌市内の宿泊ご案内

イ）　ホ テ　　ル　　A

ロ）　日　本　旅　館

B

C

記

￥3，　OOO　シングルバス付（1入用）

￥5，000　ツインバス付（2人用）

D　￥2，000

｝

1泊室料のみ税金・サービス
料別

￥3’°°° ｝・泊2食つき税金・y－tfx料を含む

ご注意　日本旅館は定員制で割当ていたしますのであらかじめ，ご承知おきください。

　　　個室，同室等ご希望の方は申込書にその旨お書きください。

　　　なお，旅館で個室を専用ご希望の方は割増料金を申し受けることがございますので，お含みおき

　　　　ください。

2。　エクスカーシヨンご案内

Aコース　（阿寒・大雪山国立公園めぐり）3泊4日　￥17，000　　人員50名

月副 行 程 悔泊地
6
月

29
日

（日）

6
月

30
日

（月）

7
月
1

日

（火）

　　　22．05

札　幌＿一　急行　大雪β号＿＿
　　　2等寝台または1等指定

7，58　　　　9．00　　　　　　　　　　　　11．00　　　　12．OO

　　　　　　天都山，原生花園　　　　　美幌峠、屈岱路湖，摩周湖
網走 美幌

17．30

＝一一

阿寒湖

　　9．00　　　　　　　　10．10　　　10．30

　　　　湖上遊覧
湖畔　　　　　　　　　　　阿寒湖　　　　まりも観賞

　　　12．10　　13，30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17．30

釧北峠　　　　温根湯・石北峠・大函・小函
　　　美幌　　　　　　　　一｝　　一＝一［一一　一層雲峡

角1

劃
（水）1

　　9，00　　　　　　　　　　　　　　　　　10．00　　　　　　　　13．00　　　13．20

大雪螺岳P　一一プウエ・層雲峡上z［J－ma　JI【急か響号
15，33

札　幌

車　　中

阿寒湖

温　　泉

層雲峡

温　　泉



Bコース（知床国立公園ノサップ岬めぐり）3泊4日　￥16，000　人員　50名

朋1 行 程 険泊地［
6
月

29
（昌）1

22．05

　　　　　　急行大雪6号札　幌
　　　　　2等寝台または1等指定

6
月

30
日

（月）

7
月
1

日

（火）

　7
　月

　2
1　El

I（水）

7．58　　　9．00　　　　　　　　　　　　12．00　　　　　　12．30　　　　　　　　　　　　　　18．00

－一
網走　天都山’原生鯉＿ウトロ　　知床半島一周　　ラウス

　9．00　　　　　　　　　　　　　11．00　　　　　　12．00　　　　　　　　　　15．00　　　　　　　　　　　　　　　　　16．20

ラウス　」恨室標津　　尾岱沼　＿西別厘区＿　ノサツプ岬一＿　　＿＝」根　室

　　8．OO

根　　室 急行ニセコ3号　　　　2　　　等

17．00

札　　幌

車　　中

羅　　臼

温　　泉

根　　室

　　記入例国鉄一一一一・一一バス＿＿』＿＿＿船

　注　L　各コース共札幌を起点とし国鉄運賃，宿泊料，貸切バス料，遊覧船，食事料等の一切を含みます。

　　　2．各コース共予定時間に若干の変更もありますのでご承知ください。

　　　3．　申込人員が稀少の場合は中止することもありますのでご承知おきください。

3．　申　込　方　法

　宿泊・エクスカーション申込書に予納金を添え5月31日までに勝手ですが現金書留でお申込みください。

　※予納金　宿泊1人1泊につき一一……・一・………・…　1，000円

　　　　　　　　　エクスカーションA・Bコースとも………　 3，000円

4．　そ　　の　　他

　○　取消変更は早目にご連絡ください。取止めの場合は6月10日までにご連絡がありませんと予納金の

　　　返却が出来ませんのでご注意ください。

　○　特急券・座席指定券・寝台券をお求めのときはご乗車になる21日前から発売いたしておりますので

　　　予めお求めの上ご参加ください。
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第14回日本不妊学会総会宿泊・エクスカーシヨン申込書

氏 名

連絡先住所

男

女
同伴者名

穿
女

TEL
　　　　　　1
勤務先住所1
　　　　　　1

TEL

宿 泊

月 日

ク　ラ　ス

予納金

6月 日から6月 日まで（ ）泊（ ）Ei

ホ　　テ　　ル A・B　日本旅館：　C・D
＠1，000円× 泊分× 名分　　￥

エクスカーション

（A）　コ　ー　ス ＠　3．OOO× 名分　　￥

（B）　コ ス ＠3．000× 名分　　￥

記　　事　　欄
予納金合計￥

※　該当欄を記入またはOで囲んでください。

送付先 札幌市北3条西3丁目（大同生命ビル内）⑰060

　　日本公通公社団体旅行札幌営業所不妊学会係
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総会予告（第2回）

第14回日本不妊学会総会は下記のように開催されます・

開　催　期　日

開　催　会　場

昭和44年6月28日（土），29日（日）

札幌市北海道新聞ホール
札幌市大通西3丁目6番地
電話代⑳2111内線395

理事会並びに評議員会

　　　　　　　　昭和44年6月27日

　　　　　　　　札幌市ローヤ
総　懇　親　会

演題申込締切

演題申込資格

演題申込方法

演題受領通知

演題申込先

参　加　申　込

宿泊，観光，その他

　　　　　　　　　（金）

　　　　　　　　ルホテル
昭和44年6月28日（土）

札幌市グランドホテル
昭和44年4月15日（厳守）

本学会会員に限ります．会員以外の方（共同発表の方も）は演題申込

みと同時に44年度会費を払つて会員となつて下さい

L　本誌に挿入されている所定の用紙を必ず使用して600字以内の講i

　　演内容要旨を添付し，書留郵便をもつて送つて下さい．

2．同一教室又は病院からの出題が多数の時は順位をつけて下さい．

3．図表はすべて35mmのスライドといたします（10枚以内）．

4．演題の採決は会長に一任させて頂きます．

演題申込発送後2週間以内に未着の場合は連絡して下さい

回囹回　　札幌市南1条西16丁目
　　　　　　　　　　札幌医科大学産婦人科学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　明　石　勝　英宛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話⑪2111内線397

1．総会に御出席の方は本誌に挿入の振替用紙裏面が申込書になつて

　　おりますので各事項御記入の上参加費を払つて登録して下さい．

2．締切昭和44年4月15日（厳守）
3．大学教室などに所属の方も必ず個人別にお申込み下さい．演題提

　　出の有無にかかわらず今後の連絡やプnグラム発送等は登録され

　　た方だけにお送り致しますので御注意下さい．

本誌に挿入されてある用紙を使用して早目に予約して下さい．講演に

対する詳細な御注意や総会の御案内は，参加申込により登録された方

にプログラムを別送致しますので御参照下さい．

特別講演その他につきましては最終予告でお知らせします．多数の会

員の御来訪をお待ちしております．

第ユ4回日本不妊学会総会会長

　　　　　　　　　　明　石　勝　英

』



「日木不妊学会雑誌

第14巻第1号1969

ハムスター内性器における蛋白分解酵素と

蛋白質の組織化学的検索

Hist㏄hemical　Studies　on　the　Protease　Activity　and　the

　　　Protein　of　Female　Hamster　Genita10rgans

東邦大学医学部産婦人科学教室（主任林基之教授）

　　　　　　内　出　　洋　　道

　　　　　　　Harumichi　UCHIIDE

1 Dept．　of　Obst．＆Gyn．　Toho　University，　School　of　Medicine

　　　　　　（Director；Prof．　Motoyuki　Hayashi）

ト

卜

　ハムスターを用いて正常発情周期における卵巣，卵管，子宮，頸管および着床時における蛋白分解酵素活

性と蛋白質の動態を組織化学的に検索した．

　実験方法はクライオスタットを用いて新鮮凍結組織切片を作製し，Protease証明には蛋白銀法，蛋白質証

明にはBromphenol　Blue法を応用した．

　1）卵巣のProtease活性は性周期による影響を受けず，卵核に活性が最も強く，次いで穎粒膜細胞で，

透明帯には認められなかつた．卵胞の発育に平行して顧粒膜細胞の活性が上昇する傾向を示したが，黄体で

は卵巣実質と同様軽度陽性を認めたに過ぎなかった．

　Protein反応は卵胞膜細胞と卵巣実質に中等度に認められ，透明帯には殆んど認められなかった．子宮で

は発情期に一致して粘膜上皮を中心にProtease活性が上昇し，卵管，頸管もこれとほぼ同様の傾向を示し

た．Protein反応は性周期による影響を受けず，粘膜上皮と筋層に反応が強く認められた．

　2）着床時では反子宮間膜小嚢の着床による襖状侵蝕部にProtein反応が強くあらわれ，これは反子宮間

膜溝の内側にそつて延長し，子宮粘膜上皮に向かつているのが認められた．一方Protease活性は着床がはじ

まると，基底脱落膜を中心に急激に上昇し，壁脱落膜変化に移行しつつある子宮間質部に向かっているのが

認められた．即ちProtease活性帯に着床部が包囲された形となつた．これはProtease，　Proteinが着床現

象に何らかの関係をもつことを推測させる．

緒　言

　Proteaseすなわち蛋白分解酵素はアミノ酸相互の
　　　　　　　　　i　　　　　　l
Peptide結合一N－CH－CO－N－CHのCO－Nを切
　　　　　　　l　　　　　　I
る酵素の総称で，動植物，微生物の体外酵素として広く

存在する．古くはProteaseの特異性は基質の分子量の

大きさによるものと考えられ，蛋白質に作用し分子内部

のPeptide鎖を分解しうるものをPreteinase，　Peptide

にのみf乍用するものをPeptidaseと分類された、しか

しM．Bergmannらの研究の結果，　Proteinaseも適当

な構造（アミノ基，カルボキシル基の有無または位置，

Peptide結合に関与するアミノ酸の種類）であれば，低

分子Peptideも分解できることが明らかになった．そ

れゆえProteinaseとPeptidaseは本質的に異るもので

なく，Proteaseはその分解するPeptide鎖の特異性か

ら分類されるべきもので，前者をEndopeptidase，後者

をExopeptidaseとすることを提唱した．現在では狭義

のProtease，　Proteinase，およびEndopeptidaseは同一

義に扱われている．

　組織蛋白分解酵素の本態については今日なお未解決の

問題が多く残されているが，最近K．Fuhrmann等は

はじめて組織化学的に女性性器にAminopeptidaseを

証明し，個々の組織，細胞の蛋白代謝を直接推測するこ

とができると発表し，翌年さらに子宮内膜の機能を生化



2　（2） ハムスター内性器における蛋白分解酵素と蛋白質の組織化学的検索

学的に解明し，内膜機能が充進しているときは活性も高

いと報告している．Proteaseの証明法として現在に至

るまで種々の方法が発表され，β一Naphthylamide法，

Gelatin－Silver　Film法，　Protein－Silver法等が主なも

のである，蛋白分解酵素と蛋白質の関係を妊娠成立過程

を中心にその動態を追求することは，妊娠成立機序にお

ける蛋白質代謝解明に対し，重要な課題であると考え本

実験を行なつた．

1．実験材料と方法

　実験動物は体重60gr以」二の成熟雌ノ・ムスターを用い

た．雌ハムスターは生後6週間で妊娠可能なまでに成長

し，在胎期間はわずか16日間，従つて生殖生理，解剖

の研究には好都合の実験動物である．発情周期はVa－

ginal　mucusの周期性変化を観察することにより決定し

た．この方法はM．W．　Orsini21）が1961年に発表した

もので，発情周期にt致してdigital　contactにより

Vaginal　mucusが著明にstring　outするという．この

方法により正常周期を確かめたハムスターを実験に供し

た．

　実験方法はプライヤーで頸椎を切断屠殺し，別出した

新鮮組織標本を直ちに米国Lipshaw社製クライオスタ

ットにて一25°Cに氷包埋凍結固定し，厚さ12μの切

片を作製した。Pretease証明ではこの切片を1％蛋白

銀水溶液7ml，2％臭化カリウム水溶液2ml，1／5　M　pH

5．8酬酸緩衝液20ml，蒸溜水15　mlよりなる基質液中

に37°C，10時間incubate，十分水洗，次いでハイドロ

キノン現像液に5分間，2％ハイポ水溶液中に5分間浸

漬，8分間水洗，脱水透徹バルサム封入検鏡した（高松

新法）．本法の原理は組織内に存在するPro†easeによ

りあらかじめ含有している基質液中の蛋白銀が分解さ

れ，それにより遊離した銀が基質液中のプロムと結合

し，これがハイドロキノンにより還元され，金属銀とな

って，組織内の蛋白分解酵素の活性部位に一致してあら

われる，

　Protein証明では，ホルマリン固定した組織標本を厚

さ6μのパラフィン切片とし，脱パラフィン後，95％

アルコール100ml，塩化第2水銀10　gr，　Brom　Phenol

Blue　O．1grよりなる基質液に室温で15分間浸漬し，

直ちに0．596酷酸に20分間浸漬，3分間常水中に入れ，

アルコールで脱水し，キシロールを通してバルサム封入

検鏡した．原理はMercuric　Brolnphenol　Blueが特異

的に蛋白質と結合するのを利用したものである．

　Proteaseは活性度の高い部位で暗黒褐色に染まり，

Proteinは含有量の多い部位で濃紫藍色に染まる，染色

性の強弱により，軽度陽性，中等度陽性，高度陽性の3

段階に分類した．

日不妊会誌14巻1号

II．性周期による変化

　A．卵巣

　1）　Protease

　静止期，発情期ともにその活性に有意差を認めがたく，

卵巣実質では大体均等に中等度に染まる傾向を示し，

一部局在的にやや強い反応の認められる部位もあった，

卵胞膜細胞層も卵巣実質と同様中等度陽性であつた．頼

粒膜細胞層は染色性が粗であるが，細胞に一致して中等

度陽性の反応が認められた．透明帯では全く活性が認め

られなかったが，一部の切片で瓢粒膜に近い透明帯の部

位に反応のあらわれているものもあつた，卵実質は均一

な中等度陽性を示し，卵核は卵巣のうちで最も強い反応

を示した，黄体は卵巣実質と同程度に染色されているの

で，両者の識別はProtease染色のみでは困難であった

（表1，図1）．

　2）　Protein

　発情周期により影響を受けず，その染色性は卵巣の組

織学的特徴により決定される傾向を示した．卵、巣実質，

黄体，卵胞膜および顯粒膜細胞層は中等度に染まり，卵

実質，卵核は比較的軽度で，透明帯は一般に弱い反応を

示したが，中には高度陽性を示すものも認められた（表

1，図2）．

表　1

　　　　　　　1D　＿一
プロテアーゼ　　　　　　　1フロアイン

＼　　　　　　　　†生周期
　　＼、＼、
　糸且糸哉　　　　t．．’L－一一一一一一一～＿＿＿＿

卵巣

卵巣実質

黄　体

卵胞膜細胞層

穎粒1］莫細胞層

透明帯
卵実質
卵　核

静止期　　発情期

十

十

十

十

冊

　　　　上　皮

卵管　　粘膜下層

　　　　筋　層

±

十

十

十

十

十

升

十

十

升

十

性周期に
関係なし

十ト

十

十

十

十

子宮

頸管

粘膜上皮

腺上皮
粘膜下層

筋　層

上　皮

粘膜下層

筋　層

十

±

十

十

冊

十

±

十ト

±

十

十

十
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　3）　小括および考按

　G．Jung，　E．　Kides8）はモルモットにおける生化学的

実験により，最も高い酵素活性は至適pH　3．5で23％

のKathepsin活性を認めたが，　Tripsin様酵素活性は

証明出来ず，ミトコンドリァ分画に最高の活性があるこ

とを証明した．J．　Jonecki3）等はモルモットを使用し，

閉鎖卵胞，卵，放線冠を形成する穎粒膜細胞にγ一Glu－

tamyl－Transpeptidase活性が高いことを組織化学的に

証明した．これに反し，内卵胞膜と黄体，問質細胞には

酵素活性が弱いという．女性ホルモンがこの酵素に何ら

かの機序で影響を与えていると推測した．この実験でも

卵胞膜細胞，黄体よりも穎粒膜細胞に活性が高くあらわ

れたが，発情周期により有意差を認めがたく，むしろ，

卵胞の発育，成長に関連して影響を受けるように思われ

た．E．　Bontke3）は手術時に摘出した婦人の新鮮組織の

凍結切片を用いて，EstrogenとProgesteroneの合成

をしらべるために実験を行なつた結果，Leucin－Amino－

peptidase活性は閉鎖卵胞の卵胞膜重体細胞に強く，穎

粒膜黄体細胞には殆んど認められなかつたという．K．

Fuhrmannは組織化学的にはじめてAminopeptidase

を女性性器に証明し，卵巣では成熟卵胞にも，閉鎖卵胞

にも，卵胞膜細胞にも強い酵素活性が認められ，顧粒膜

細胞にはないらしいと報告した，且この証明法により蛋

白代謝を直接推測することが出来，標識Thioamin酸

の形成に関するAutoradiographyの研究や，蛋白合成

におけるRNAの役割に関するCasperssonの仮説な

どとも一致したという，その他Roemer，　H．11）の蛋白分

解酵素に関する研究があり，蛋白質証明ではLP．

Weiss18）は基質液として3－Hydroxy－2－Naphthaldehyde

を使い，卵巣の蛋白結合アミノグループを証明し，卵は

均等に穎粒状に染まり，透明帯は反応が弱く，卵丘，顯

粒膜細胞，卵胞膜細胞，胚上皮は同程度の濃度で染色さ

れたが，卵よりは弱かつたと報告した．

　このハムスターにおける実験では卵巣実質と卵胞膜細

胞にやや強かった，基質液の相違により分布に多少の差

がみられるのであろう．またProtease活性の最も高い

のは卵核，次いで頼粒膜細胞であった．いずれもその活

性度において発情期，静止期とも有意差を認めがたく，

ただ頼粒膜細胞は卵胞の発育に比例し，活性が少しく上

昇する傾向を示した．卵巣の蛋白質の濃度はProtease

活性の強弱に関係なく，常に一定して本来の組織学的特

徴を示した．卵巣の蛋白代謝は末解決の問題であるが，

ホルモン13・15）を中心に動いていることは確かである．し

かし解剖，組織学的には卵を中心に動いていると考えて

もよい．実験成績の示す通り，卵巣組織における蛋白質

と蛋白分解酵素とは同一次元での因果関係はなく，蛋自

（3）　3

代謝とホルモンが複雑に関与しているものと思われる．

卵の発育過程を中心に蛋白代謝がいとなまれているので

あろう．

　B。卵　管

　1）　Protease

　静止期の卵管粘膜上皮は反応が弱く，軽度陽陸で，粘

膜下層，筋層もほぼ同f甚三度の活性を示した，発情期では

上皮，筋層とも殆んど静止期と同様に不変であるが，粘

膜下層に活i生が強く，中等度陽性にあらわれた（表1，

図3）．

　2）　Protein

　発情周期と関係なく，粘膜L皮と筋層に軽度陽性に認

められ，粘膜下層は中等度陽性であつた（表1，図4）．

　C．子　宮

　1）　Protease

　静止期では，粘膜上皮と粘膜下層に中等度陽性の活性

を示し，筋層，腺．ヒ皮には軽度陽性であつた（図5）．

発情期になると粘膜上皮に高度陽性を示すようになり，

粘膜下層は中等度陽性で筋層，腺上皮は静止期と大差を

認めなかった（図6）、

　2）　Protein

　粘膜上皮で最も強くあらわれ，次いで漿膜，筋層が中

等度陽性，粘膜下層が軽度陽性を示した．静止期，発情

期で染色性に有意の差は認められなかった（表1）．

　D．頸　管

　1）　Protease

　静止期では上皮，筋層とも軽度陽性で，粘膜下層は中

等度陽性を示したが，発情期では上皮と粘膜下層にやや

活1生の上昇が認められた（表1，図7）．

　2）　Protein

　卵管および子宮と同様の染色性を示し，性周期による

影響は認められなかった（表1）．

　3）　小括および考按

　Protease活性の変化は性周期にほぼ一致して起り，

一般に発情期になるとその活性は上昇し，反応部位は粘

膜上皮を中心に高くなる傾向を示した．M．M．　Nachlas，

D．T．　Crawfordi9）はイヌ，　ヒトの主な鴨管のLeucin

Aminopeptidaseの組織化学的分布をしらべ，種属によ

る差異があるが腎，肝，肺，腸，子宮，前立腺，卵巣は

activeであると報告し，　K．　Fuhrmannは女陸性器の組

織について　Glycil一β一NaPhthylaminおよびdl－alanyl一

β・Naphthylarninを基質とし，ジァゾニウム塩で発色す

る方法で，酵素店性は主として結合織中に限局してお

り，特に上皮直下に多く，弾管上皮では酵素の著明な分

泌が認められたという．G．　Stark，　H．　Vorherr9）はAn－

son法によるヒト子宮内膜のKathepsin活性をしらべ，
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増殖期よりも分泌期の方に活性が高いと報告した．著者

の成績もほぼ同様であつた．更にJ．Jonek13）はγ一Glu－

tamyl－Transpeptidase　l舌性は子宮では内膜上皮の基底

層に近い部位に高くあらわれたと報告した．K．　Fuhr－

mann15）もNaphthylamin系の基質をモルモットに用

い，子宮内膜上皮および，頸管の円柱上皮にずばぬけて

強いPeptidase活性を証明し，子宮内膜の腺上皮はこ

れと対照的に反応が弱く，上皮の核には反応がみられな

かつたという．著者の成績でも，静止期の子宮内膜，卵

管には一応上皮層に反応が認められたが，発情期になる

と上皮基底層を中心にその反応は一層強くあらわれ，核

に一致した活性は認められなかつた．頸管の活性は本成

績ではK．Fuhrmannによるモルモットにおける成績

ほど著明ではなかった．K．　Fuhrmannはその後の報

告で，子宮内膜の櫟能の盛んなときに蛋白分解酵素活性

が強くあらわれるといい，殊に卵着床時に活性が高く，

これは他の物質代謝の場合と同様であると述べている．

一方，蛋白質の場合を考察すると，その量的変化は発惰

周期による変化，すなわちホルモンの影響を受けず，内

性器の組織学的特徴によつてその組織内蛋白質量が決定

されるものと考えられる．従って蛋白分解酵素と蛋白質

は直接の因泉関係はなく，蛋自代謝またはホルモン代謝

等を仲介にした非常に複雑な因果国係であろうと推察さ

れる．L．　P．　Weiss18）等は独自の組織内蛋白質証明法に

より，卯管および子宮のProtein－Bound　Amino　Group

を証明し子宮内膜上皮は高度陽性，筋層は弱陽性，結合

織は中等度陽性，卵管上皮では，原形質，核，ともに濃

染し，上皮直下のcollagenous　bundleは特に濃く染色

されたと報告している．著者も証明法は異るが同様の結

果を得た．

　卵管および子宮の発情同期に一致した蛋白分角r酵素活

i生の変化は，その主〔的が妊卵の着床のためであるとも

考えられる，すなわち，静止期に低かつた酵素活性が発

情期になると強くあらわれるという事実は，卵に対する

着床環境の整備，換言すれば蛋白分解酵素活性からみた

着才準備態芳とも云えよう．

III，卵の発育と着床時における変化

　1）　集験方法

　成熟雌ハムスタ・一一・がdigital　contactによi）発情期で

あることを確認したのち，これを雄ハムスターのケージ

の中に入れ，交尾を確認した日を第1卜1とし，第100

まで毎riの連続切片を作製し，これにProtease染色，

Protein染色，　H－E染色を行なつた．

　2）　実験成績

　ハムスターの卵胞の発育は一般にその他の署粛類の場
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合と同じく，交尾の際に丘rst　meiotic　spindleが成熟卵

胞卵に出現し，透明帯は肥厚し，空胞状となる，2時間

後Spind／eは完成し，卵のanimal　poleとなり，やが

て透明帯は水分を喪失し，薄膜となり，うすく卵を包囲

するようになる、交尾のはじまる直前では，卵丘基底部

の細胞は肥大し，分解する．この頃の穎粒膜細胞の

Protease活性は未熟卵胞卵に比較し，高くあらわれた．

更に時間が経過すると，卵とその放線冠は壁穎粒膜から

分離するようになり，排卵は5時聞程経過した頃に起

る．すなわちこの時期になると，各成熟卵は卵胞の末梢

側に位置するようになり，時期的には第2分割のmeta－

phaseに相当する．ハムスターの卵はラットやマウスと

異り，原形質全体に多数の卵黄穎粒が散在し，これらは

成熟するにつれて大きさを増し，受精すると更に増大

し，約20時間持続する，分割期に入ると卵黄はその形

状が細くなり，皮質に集合する，第4日の胞胚期では卵

黄はinner　cell　massによつて圧排され，5日目では完

全に消失する．inner　cell　massのProtease活性は非常

に弱いが，Proteinは比較的多く，増殖するにっれて濃

く染まる傾向を示した，早期桑実胚は交尾後第3日で子

宮腔に達し，その反子宮問膜側に位置する．この時期の

Protease活性は子宮内膜上皮では高度陽性を示したが，

反子宮間膜溝上皮ではさほど強くなく，微弱陽性であっ

た．Proteinは子宮内膜上皮，反子宮問膜溝上皮に高度

陽性で，腺上皮や間質部では軽度陽性であった．これら

の桑実胚はやや変形した5コないし12コの分割球から

なり，子宮内膜上皮は一定の形態をした長い円柱上皮で

ある．腺は反子宮間膜側に多数あるが，子宮間膜側にも

少しみられる．問質には毛細血管が良く発達し，一部の

粘膜下細胞は変形して初期脱落膜細胞への移行を示す．

Protease活性は粘膜下細胞には殆んど認められなかっ

たのに，脱落膜細胞に変化するに従い活性を帯びてくる

傾向を示した．交尾後4口半で桑実胚は空洞を形成して

胞胚になるが，これは子宮陀内の反子宮間膜に存在し，

なお透明帯にとりかこまれている．

　第30では子宮内膜に変化は認められないが，田質部

の脱落膜変化か徐々に拡がつて行くのが分る．この時期

のProtease，　Proteinは間質部においては未だ軽度陽性

であった．

　第4日の終り頃になると透明帯は消失し，胞胚はほぼ

完成し，胞胚腔が膨張し，着床部である反子宮間膜側の

内膜に連続して配列するようになる（図8）．

　第5日に子宮膣の反子宮問膜に着床するが，この時期

の胞胚は球形ないしは卵円形で，inner　cell　massが反

子宮間膜に向かつて輪状形成をしている．

　第6日になると着床定位は一層明瞭になり，胞胚腔は
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急速に拡大してくる．その内皮は一層の細胞により形成

され，残存しているinner　cell　massに利用され最初に

根をおろした部位に固く付着する．付着部縁よりinner

cellがTrophodermの内面に沿つて成長し，　Tropho－

blastがまず密着しているところで子宮内膜が喫状に侵

される（図9）．

　この時期のProtease活性は発育した胞胚では軽度陽

性であるが，反子宮間膜およびTrophoblastと子宮内

膜の接点である喫状侵蝕部を除いた，脱落膜変化をすで

に起した子宮内膜間質部で，基底脱落膜を中心に急激に

Protease活［生が上昇しているのを認めた（図9）．これ

に反し，Proteinは子宮間質部に向かつている侵蝕部を

中心に反子宮間膜溝の表層部に高度陽性に認め，次いで

Trophoblastと発育したinner　cell　massに中等度陽性

に認めた（図10，11）．この時期になると，子宮内膜は

一
般子宮腔より圧排されているimplantion　chamber内

の胞胚を完全に包囲した形となり，間質の脱落膜変化が

拡がるので，内膜腺は反子宮間膜付近の筋層に向かって

残存している疎な問質とともに圧排されるようになる．

5日半で胞胚は完全に着床し，inner　cell　massは反子

宮間膜の近くで胞胚の内腔に向い深く進入するようにな

る　（embolic　invagination），さらにentodermal　layer

の分化が進行すると，Embryoblastを認めることがで

き，その中央部にある亀裂はprimitive　amniotic　cavity

の出現を示している，Trophodermから発生した巨細胞

は粘膜に侵入しはじめ，子宮内膜上皮はimplantion

chamberの膜から消失する．間質部では壁および基底

脱落膜の分化が一層明瞭となり，Protease活性は基底

脱落膜を中心に強くあらわれ，壁脱落膜へと向つている

のが認められた．

　6日目の終り頃に胎芽は脱落膜に完全に着床し，inner

cell　massの上にあるTrophoblastは増殖し，　placental

coneを形成するようになる．着床部を中心にprotein

反応は強く，特に襖状侵蝕部において著しく，脱落膜変

化を示す領域では弱い反応が認められた．

　胎芽のprotein反応は着床部に比べ弱く，中等度陽

性であった（図10，11）．胎芽のprotease反応は殆ん

ど認められず，わずかに微弱反応を示したに過ぎなかっ

た．胎盤組織の外倶1」ではtrophoderm　ce】1が増殖し，

変形して巨細胞となる．巨細胞が脱落膜に移勤すると共

底膜を離れるようになるが，この基底膜はReichert’s

membraneとして知られ，　Trophodermの唯一の遺残

組織と考えられている．このPedicleの内面に均等に

entodermal　cel1が付着している．着床した胞胚の

erosionは子宮上皮の崩壊と時期的に一致しないが，や

がて隣接する脱落膜や，中にある毛細血管内皮にも及
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ぶ．この一連の変化のProtease活性は一見高いように

も思われるが，実際は低く，微弱陽性であつた．これに

反し，Protein反応は高度陽性を示した．つづいて血液

で充されたSinusoidがplacental　coneの周囲にある

脱落膜と胞胚の中間に形成され，Reichert’s　membrane

の表面に沿つて同様に形成される．この時期のplacental

coneのprotease活性は弱く，　Protein反応は高度陽性

であった．Embryonic　vesicleの上方にある子宮間質腔

は第7日になると閉塞される．Trophodermの内面に沿

つて存在するEntodermの1発達により胞胚腔は卵黄嚢

の特徴を帯びてくる．inner　cell　massが引き続き成長

するので卵黄嚢はGastrula　shapeとなる．

　第8日になるとChorionic　cystはExtraembryonic

celomの膨張により圧排されp！acental　coneに向かっ

て退縮し，placental　coneと基底脱落膜は一層緊密化す

る．付近のBlood　lacunaeは母体組織と胎盤組織の結

合性を意味するものであり，基底脱落膜は一団となり筋

層に向い浸潤し，壁脱落膜は発達の極に達し，これらの

脱落膜を中心にProtease活性は極めて高く，未だ脱落

膜変化を来していない間質部とは明らかに区別が可能で

あった．逆にProtein反応は脱落膜変化を来した部位

では非常に低く，placental　coneを中心に発育した反子

宮間膜溝…の内縁に特に強い反応を示した（表2）．

表2　着床時における変化

交尾後酬第・・
プロデプロデ
アーゼ1イン

子冨問質部

基底脱落膜1

壁脱落膜

プラセンタ
ノレコーン

胎　芽

十

十

十

十

十

十

第50 第7ri

罪那罰罪㌶野
十 十

十

十

十

冊

「～＋

十

十

十

十

　3）　小括と考按

　卵の着床時における変化として交尾後第4目になる

と，胞胚が反子宮間膜の小嚢に落ちこみ，Trophoblastを

形成し，その頃反子宮問膜を包囲している子宮間質部に

明瞭な脱落膜変化が拡がって行くのが認められる．この

時期のProtease活性は子宮間質部で着床前と同程度で

あったものが，第5日となり，脱落膜変化が更に進展す

ると，基底脱落膜を中心にその活性は急激に上昇して，

反子宮間膜溝がProtease活性帯に包囲されるような形

となった．K．　Fuhrmann17）も子宮内膜の機能の盛んな

ときに蛋111分解酵素活1生が強くあらわれるといい，特に

卵着床時に活性が高く，これは他の物質代謝の揚合と同
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様であると報告している　一方Proteinは反子宮間膜

溝内層に一致して陽性を示したが，特に着床により侵蝕

された部位に襖状に認められたのが特徴的であつた．こ

れはProteaseの活性分布とは対照的で，子宮間質部の

脱落膜変化に一致してProtein反応が弱いことが分る．

っまり脱落膜ではProtease活性の上昇とProtein反応

低下とがみられる．従ってProtease活性帯の内側では

Protein反応が強い．

　着床前では，子宮間質部のProtease活性は発情周期

により影響を受けず中等度陽性であつたが，着床という

現象が生じると，はじめてProtease活性が脱落膜変化

の進展と一致して上昇する．Proteinは子宮間質部にお

いて着床前では軽度陽性で，子宮粘膜上皮では高度陽性

であつた．着床時の変化として反子宮間膜溝が形成され

るが，これは一応，子宮粘膜上皮の変形，延長と考えて

よい．従つて反子宮間膜溝内層にProtein反応が認め

られるのは当然であろう．卵の着床した状態すなわち，

反子宮間膜溝底部の小嚢において卵が着床した時点で

は，小嚢を起点として子宮問質部に向い喫状に侵蝕され

る現象を認めた．この部位は組織，細胞学的に非常に活発

な場所であるに拘わらずProtease活性は極めて低く，逆

にProtein反応は高度陽性を示した．　Protease活性は

必らずしも細胞の形態的変化と平行しないことが推察さ

れる．しかし脱落膜変化においては形態的変化と完全に

一致する．胞胚より胎芽となる発育途上におけるPr－

otease活性は非常に弱いが，　Protein反応は胎芽細胞が

増殖し，密となるに従い強くあらわれる傾向を認めた．

IV．　総括と結論

　組織蛋白分解酵素の本態については，その反応をあら

わす基質による差異もあり，未だ不明の点が多く残され

ている．Protein－Silver法による証明は蛋白質を水解す

る組織内酵素群の活性を示す方法であって，β一Naph－

thylamide法の如く，ある種の蛋白分解酵素にのみ特異

的に反応させるという証明法とは異る．従つて反応を示

している活性部位には基質およびpHにより制約を受

けた酵素群のみが作用したと考えてよい．至適pHの

点から推察すればCathepsin様の酵素9）ではないかとも

考えられる．又実験動物としてハムスターを用いた理由

は，性周期が正確であること，発情周期をVaginal

mucusにより解i単に知ることが出来ること，卵がラッ

トやマウス等より大きいこと，在胎期間が非常に短いこ

となどであり，これらの条件は性器系の組織化学的研究

をすすめる上に最良の条件であると思われる．

　Protein－Silver法により組織蛋白代謝の一部を推察し

得るという考えのもとに正常発情周期における卵巣，卵

日不妊会誌　　14巻1号

管，子宮，頸管および着床時における組織蛋白分解酵素

と組織蛋白質の動態を組織化学的に検索した．

　まず卵巣では発情周期によりProtease，　Proteinは余

り影響を受けない，前者では卵核の活性が最も強く，次

いで顯粒膜細胞であり，卵巣実質，卵実質，卵胞細胞，

黄体は軽度で，透明帯では殆んど認めることが出来なか

った．Protease活性は卵胞の発育と一致して，穎粒膜

細胞が活性を増大させて行く傾向を示した．しかし卵核

は常に高い活性を示した．すなわち卵巣においては性周

期による影響を受けず，むしろ，卵胞の発育過程を中心

にして蛋白代謝が行なわれているのではないかと推察さ

れた．Proteinは卵巣実質と卵胞膜細胞に多く認められ，

次いで穎粒膜細胞，卵実質，卵核であつたが，性周期に

よる影響を全く受けず，本来の組織学的所見と一致し
た．

　子宮ではProteaseは発情期に一致して粘膜上皮の活

性が上昇し，他は不変であつた．Proteinは性周期によ

る影響を受けず，粘膜上皮に多く認められた．

　卵管のProtease活性も子宮程ではないが発情期に上

皮と粘膜下層を中心に活性が上昇する傾向が認められ，

Proteinは不変であつた．頸管のProtease活性も発情

期に上皮に高くあらわれる傾向を示したが，子宮の粘膜

上皮のように著明ではなかった．Proteinは不変であつ

た．

　以上の成績より，発情期に一致して性管上皮を中心に

Protease活性が充進するということは，受精卵又は精子

に対し何らかの蛋白代謝の面からも受精準備又は着床準

備態勢の整備に参与しているのであろうと考えられる，

一方Proteinは蛋白代謝とホルモンが関係した非常に

複雑な反応の結果として組織内にその分布を示したもの

であろう．

　着床時では胞胚が反子宮間膜の小嚢に落ちこみ，

Tr。phoblastを形成し，着床しはじめると，基底脱落膜

を中心に壁脱落膜に向つてProtease活性は急激に上昇

し，明らかに子宮間質部とは区別出来るようになる．一

方Proteinは着床侵蝕部を中心に反子宮間膜溝内層に

沿い強い反応があらわれた．すなわち，着床部位が

Protease活性帯に包囲される形となつた．着床と同時

に子宮間質部の，特に着床侵蝕部付近の脱溶膜を中心に

活発な蛋白代謝が行なわれるものと考えられる．胞胚か

ら胎芽となる過程ではProtease活性は弱いが，　Protein

反応はその発育と平行して増加するようである．

　稿を終るに臨み，終始御懇篤な御指導と御校閲を賜つ

た恩師林基之教授，百瀬和夫講師に感謝の意を表すると

共に，実験に際し御指導と御便宜を賜つた病理学教至福



L

昭和44年1月1日 内　出　洋　道

永昇教授並びに同教室員諸兄，生化学教室畑下敏行講師

に重ねて感謝の怠を表します．更に組織化学講座で有益

な御講義を賜つた京都大学高松英雄教授，大川欣一博士

に深謝致します．

　なお本論文の要旨は第12回日本不．妊学会総会で発表
　の
した．
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Hist㏄hemlcal　Studies　on　the　Protease

Activity　and　the　Protein　of　Female

　　　　　　　Hamster　Genital　Organs

Harumichi　Uchiide

Dept．　of　the　Obst＆Gyn．　Toho　University，

　　　　　　　　　　School　of　Medicine

　　　（Director：Prof．　Motoyuki　Hayashi）

　　　　The　activity　of　Protease　and　the　value　of

protein　in　Ovary，　Oviduct，　Uterus　and　Cervix　of

Hamster　at　estrous　and　diestrous　s亡age　were　studied。

Some　histochemical　changes　at　the　time　of　implanta－

tion　were　also　investigated．

　　　　Experimental　methods　and　materials：Mature

female　Hamster　weighing　more　over　60　gr　were

used．

　　　　1）　Protease：　Immediatly　after　the　samples

were　removed，　the　frozen　tissue　sections　were　histo－

chemically　stained　by　Protein－Silver　method

（Takamatsu）．

　　　　2）Protein；　Para伍n　tissue　sections　were　sta－

ined　by　the　Brom－Phenol　Blue　method．

　　　　Results：　Protease　activity　and　Protein　reac－

tion　were　as　follows．

　　　　Protease　activity　of　the　ovary　was　always

日不妊会誌14巻1号

constant，　no　change　of　the　activity　was　seen　in

any　stage　of　estrous　cycles．　The　activity　in　nuclei

of　the　eggs　was　highly　positive，　granulosa　cells

were　moderately　and　zona　pellucida　was　negative．

But　the　activity　of　granulosa　cells　tends　to　gradually

increase　in　proportion　to　growing　of　the　follicle．

Corpora　Lutea　was　slightly　positive．　That　was

same　as　the　storoma　ovarii．　Protein　staining　in

thecal　cells　and　the　stroma　was　moderately　posi－

tive．　In　zona　pellucida　it　was　almost　negative・

Protease　activity　of　the　uterine　mucosa　was　h三ghly

positive　during　estrous　stage．　The　stroma　and

glandular　epithelium　were　of　very　weak　activitア．

In　the　Fallopian　tube　and　cervix，　protease　activity

were　same　as　in　the　uterus．　Protein　reaction　was

not　influenced　by　the　estrous　cycles．　It　was　stained

highly　in　mucosal　epithelium　and　muscular　layer．

　　　　At　the　time　of　implantion，　protein　reaction

was　highly　positive　in　the　wege－shaped　invasive

area　at　the　bottom　of　antimesometrial　ridge．　That

reached　to　lining　of　antimesometrium　of　the　uterus．

On　the　other　hand，　protease　activity　became　highly

positive　promptly　in　basal　decidua　or　uterine　stroma

which　is　changing　to　capsular　decidua．　Consequ－

ently　implantation　site　was　completely　enclosed

by　protease　active　zone．

1

1

1
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　　　　図1　卵巣プロテアーゼ

内出洋道　　　　　　　　（9）9

論文付図（1）

　　　　　　　　図2　卵巣プロテイン

図3卵菅ザロテアーゼ（発情期）

図5　子宮プロテアーゼ（静止期）

図4　卵管プロテイン

図6　子宮プロテアーゼ（発情期）
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内出論文付図（2）

図7　頸管プnテァーゼ（発情期）
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家兎卵の電子顕微鏡的研究（特に受精，

分割を中心として）

The　Electronmicroscopic　Studies　on　the　Rabbit　Eggs（with　Special

　　　　　　　Reference　to　Fertilization　and　Cleavage）

東邦大学医学部産婦人科学教室（主任　林　基之教授）

　　　　　　館　花　　明　佳

　　　　　　Akiyoshi　TACHIBANA

Dept．　of　Obst．　and　Gynec．，　School　of　Medicine，　Toho　University

　　　　　　（Director；Prof．　Motoyuki　HAYASHI）

　棘皮動物や両棲類については卵実質に精子が進入し，受精後，卵分割が生起する機序が電子顕微鏡によつ

て確証されているにかかわらず，哺乳類卵においては透明帯を精子が貫通し，分割に到る道程の電顕的考察

がなされていない．本研究では家兎を用い，ホルモン処置を施して採卵，また自然交尾による受精直後卵，

分割卵を採取し，電子顕微鏡でその超微細構造をとらえ，以下の如き新知見を得た．卵原細胞の糸粒体クリ

ステの配列は従来いわれている如く偏在性を示さず又空胞形成もみない．受精直後卵では卵細胞実質と透明

帯に明僚な膜様構造を認めない．透明帯に進入した精子を電顕的にとらえ，卵に進入する精子が1個のみで

ないこと，2分割卵にては特に分割部位を詳細にとらえ，分割部位の細胞膜が嵌合（interdigitat玉on）する如

くであり，糸粒体は円形でクリステは輪状，小胞体系に属する細胞内小器管が豊富に発達し，大きな集落を

なす小胞集合体の異常発達という特異的な所見をとらえ，意義は不明であるが，卵黄腔に出現する不定形の

構造をみとめ，又第2極体の像から第2成熟分裂がはやくとも受精後におこなわれると推定した．

緒　言

　卵子は1個で1個体を形成しうるpotencyを有する

点で，形態的にも，機能的にも特異な細胞である．魚

類，棘皮動物，両褄類等においては原則的に海水又は淡

水中で受精し，発育しつつ個体を形成していくので，そ

れらの過程の微細構造の研究は数多くなされてきた．し

かし哺乳動物にあっては妊娠成立機序の基本的な現象と

しての四つの過程，即ち排精，排卵，受精及び着床は，

そのいずれもが膣，子宮，卵管等の臓器内で，不可視的

環境の中でおこなわれていくために，卵子の研究がより

困難なものにされて来たが，それらの現象の研究は生殖

生理学解明の上の重要な点の一つといえよう．

　この研究においては，最も生理的に近い状態として自

然交尾による受精直後の卵と，卵に進入した精子を電顕

的にとらえ．又卵管内での受精後2分割卵の微細構造と

動的形態を，卵胞及び卵管卵と比較しっつ，電子顕微鏡

によつて明らかにしたものである．

実験材料及び方法

　実験に使用した動物は生後5～6カ月，体重約2．5～

3．Okgの成熟雌性家兎で，開腹4日前より隔離し第1

日目より第3日目迄の3目問，妊馬血清性ゴナドトロピ

ン（PMS）を2501．U．皮下に注射し，第4日目，ヒト

絨毛性ゴナド1・ロピン（HCG）2501．U．を耳静脈より

注入し前処置とする．

　i）　未受精卵管卵の採取

　1－ICG静注後約24時問にて開腹し，卵管を子宮角部

の約5mmの部位で切断，鈍針を付した注射筒をもち

い，生理食塩液で卵管釆より卵管内部を時計」IIL上に洗浄

する．洗浄液を実体顕微鏡下で紗察し，卵を認めたら，

毛細ピペットを用いて卵をただちに固定液中にうっし入

れ，その後の操作にうつる．

　ii）　受精直後卵の採取
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　HCG静注後，あらかじめ隔離してあつた3kg以上

の成熟雄性家兎と同じ飼育箱に入れて自然交尾させる．

交尾を確認して約12時闇後に開腹し，i）と同様の操作

の後，実体顕微鏡で卵とその周囲の精子の存在を確認し

た後ただちに固定にうつる。

　iii）　2分割卵の採取

　ii）と同様に交尾させ24～36時間後に開腹し，同様

に実体顕微鏡下に図12のごとき2分割卵を得たら，た

だちに固定する．

　一方，ホルモン処置をしない成熟雌性家兎を開腹，卵

巣を摘出し，細切して卵胞の観察に供した．

　それぞれの試料は低温で2％オスミウム酸リン酸緩衝

液（pH　7．4）により約工～2時間固定をおこない，上昇エ

タノール系列による短時間脱水後，卵を1コづっゼラチ

ンカプセルをもちいてエポキシ樹脂包埋をおこなつた．

ポーターブルームMT　1型及びライヘルト型ミクロト

ー ムで超薄切片を作製し，酢酸ウラニール染色をなし，

HUB　11－B型電子顕微鏡で観察撮影をおこなつた．

観察所見

　i）　耳ド冴（糸田Il包

　幼若な卵細胞は比較的小型で，扁平な卵胞細胞にとり

かこまれ，核は円形であるが，かならずしも中央に位恒

せず細胞の大部分を占め，3層の核膜によって細胞質と

境され，核膜孔（nuclear　membrane　pore）が比較的多

数認められる．核質は均質ではなく，微細な穎粒が不規

則に集まつている像がみられる．核小体は更に電子密度

高く，紐状構造（Nucleolonemata）を示すこともある（図

1，2）．卵細胞質内には大小さまざまな数多くの円形の

糸粒体が散在し，明瞭にその特徴的な3層の膜構造を示

し，基質は比較的密で，糸粒体櫛（cristae　mitochon．

driales）一以下クリステと書く一の配列は一定ではない

が，不規則な開大や腫大はなく，偏在もせず，空胞も認め

られない．糸粒体に混在して，糸粒体大あるいはそれよ

りやや小さめで限界明瞭であるが形状の不定形を示す頼

粒状の内1室を有する構造が認められる、数においては糸

粒体より少数である．小胞体は細胞質全体に拡がつて多

数存在し，比較的小形で小空胞状を示し，明瞭な1層の

限界膜に1’cされている。内部顯粒を含むものはすくない．

糸粒体よりやや小形で少数のリゾソームが認められ，グ

リコーゲン瓢粒と考えられる電子密度の高い小頼粒も比

朽的多数散在し，細胞質はリボソームに富んでいる．い

わゆる粗面小胞体には乏しい．多面小胞体，ゴルジー装

置は豊面ではない．

　ii）　未受精卵管卵，受精直後卵

　この時期の卵には大きな変化があるが，受精直後卵と
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未受精卵管卵では形態的には大きな差異はない．透明帯

と卵黄膣，細胞実質とに明瞭な膜様構造が認められなか

った．核は比較的不正形で，核質は一檬に電子的に濃い

頼粒を含んでいる．細胞質は多くの糸粒体を含み，糸粒

体はその形態において全く不規則で，クリステもあるも

のは輪状に又あるものは平行に走り，内部に濃い瓢粒を

含むものがあるが含まないものもある．いわゆる小胞体

系に属する構造が不明となり，所々単なる境界不明の空

胞を呈することが多く，電子的に密度高く然も形状の不

規則な微細頼粒が，細胞質全体に拡がつて散在している

のが特徴的である．ゴルジー装置はその存在すら明らか

でない，この時期では卵に進入した精子のさまざな形態

がとらえられている（図5～11）．

　穎粒膜細胞層は卵管内での受精前，すでに粗な配列を

示しているが，これらの間隙をぬつて卵に到達した精子

は透明帯，卵黄腔に進入する．このとき卵細胞膜はすで

に明瞭な膜様構造を示していない．穎粒膜細胞にはこの

時期にその細胞質中に変性を示す電子的に濃い物質の存

在がみられる，又いわゆる粗な粒子が多く存在し，核は

大型で不正形となり，核質にもその変化を示す濃い物質

の出現がある，

　此の時期において，透明帯，卵黄膣に進入した精子は

その特徴的な形態をたもつたままとらえられている．精

子の頭部は核のクロマチンで濃くはつきりと区別され，

1層のうすい細胞膜がその上をおおっているのがみられ

る．又精子の中間部は糸粒体のsheathによつて軸糸の

まわりをラセン状にとりまいているのがみられる．線毛

の場合と全く同様な配列を有する外側9対と2本の中心

部のものとより成り，ここでは9つの粗大な末梢軸糸が

尾部の中間での横断面として得られ，主軸より最尾部に

到つて徐々に細くなつてゆく過程がとらえられている．

図では1コのみでなく数コの精子が透明帯をつらぬき卵

黄腔に到達している像が得られ，しかもその配列は決し

て一様に頭部が卵の中心部にむかつているのではなく又

一定の角度をもって卵に到達しているのでもたい

　iii）　2分τtrll卵

　核は不正形で核質は比憤的に一襟な微細頼粒の存在を

示し，霞子密度の高い核小体の存在が認められる．細胞

質には多数の糸粒体が存在する．糸粒体は円形のものが

大部分をしめ，楕円形，不正形のものはほとんど誇られ

ない，大きさもある乱度一定となり，クリステは同心円

性をしめしている．糸粒体大あるいはそれ以下の大きさ

で，1層のうすい明僚な限界膜につつまれ，内部に密な

微細穎粒を含む構造が糸粒体よりはるかに多数存在す

る。細胞質にはいわゆる小胞体に属する構造がみられ，

その内膣に微細な瓢粒を含むものが多い．弍ルジー装置
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はその典型的な3要素即ちゴルジー層板あるいはゴルジ

・－ rS膜（Golgi　lamella），ゴルジー小胞（Golgi　vesicle），

ゴルジー空胞（Golgi　vacuole）が明らかに観察され，核

に近く多数存在する．細胞質にはその他，限界膜の明瞭

でないリゾソームと考えられる構造の存在もみられる．

　細胞質は明瞭な膜構造によつて塊されている．2分測

部位を示す図15，16にては完全に2分割した部位と，

しつつある部位とに形状の相違がみられる．2分割しつ

つある部位では，はじめは膜隊構造というよりは，むし

ろ微細穎粒を豊富に含む小胞の集団として現われ，それ

がやや平行にならび更に突起状に互いに組み合い重なり

合いながら徐々に2分割し，細胞質の増大と共にその両

側からの突起が次第に離れ，波状になり，っいには平坦に

なつて通常の卵細胞膜になつてゆく過程が観察される．

又細胞質には多面小胞体の集合ともみられる小胞の集落

が存在し，小胞の中には細胞質に豊富に含まれる微細な

穎粒と同じ様な構造を有するものが多い．

　2分割卵の卵黄腔（Perivitelline　space）には精子尾部

の横断面がその特徴的な形態を保つたまま存在してい

る．他方2分割卵に接して第2極体と考えられる構造が

みられる（図18）．第2極体に接する卵細胞質には糸粒

体及び小胞体の集まりがみられる　第2極体は1層のう

すい原形質膜におおわれ内部に比較的大型の円形で且っ

同心円性クリステを有する糸粒体が存在し，それと同大

あるいはやや小形の，明瞭な限界膜にっつまれ，内部に

微細穎粒をいれた構造が数においては糸粒体より多く存

在している，又大きな空胞や，ゴルジー装置も観察され

る．

　卵黄睦にはこの他，不規則な形態を示し，内部に糸粒

体，小胞体，微細頼粒を含む構造がみられる（図20）．進

入精子の頭部が一層の細胞膜を明瞭に見せて存在してい

る像もみられる．

考按と総括

　i）　実験方法について

　本実験でこころみたごとく，生理的条件に近い状態で

の受精卵を得るために自然交尾によったが，ここでは交

尾から受精，卵分割にいたる時間的な問題についての解

明がなされていない．Greenwald，　Heap，その他は，家

兎においては通常交尾又はその他の排卵刺激後約10時

間で排卵が起こり，卵は最初の12時間で卵管の約半分

を下降すると報告している．過排卵誘発に対する前処置

については天野は，PMSとHCG処置群に最も多く卵

管卵を得たと報告し，過排卵処置家兎における卵子の性

器への下降速度及び卵分割進行速度にっいては佐久間ら

の詳細な研究があり，前処置としてPMSとHCG処

（13）13

置をした家兎卵は交尾後12時間後に92．3％，24時間後

に2細胞卵が62．396採取されたと報告しているが，本

実験にてもほぼ同様の数値を得ている．

　ii）観察所見について

　卵細胞糸粒体の光学的顕微鏡による観察では初期卵胞

の糸粒体は核の周囲に存在し，発育するにつれて細胞質

に広く分散することが知られている．電子顕微鏡による

卵細胞糸粒体の研究は多くはない，卵の発育が進むにつ

れて糸粒体の形状が変化するという所見は，山田はマウ

スに，Odorはラットに，河崎，辻は家兎に，　Hopeは

猿に，Wartenberg，　Stegner，川瀬はヒ1・にそれぞれの

卵細胞で観察している．山田は原始卵胞期に特徴的な糸

粒体の配置及び空胞（vacuole　intramitochondriales）

についてのべ，辻は空胞を形成する糸粒体をその時期に

は認めず，卵原細胞については少数認め，且つ偏在性を

しめすクリステをもつ糸粒体については多数認めてい

る．然しながら著者の観察では卵原細胞糸粒体のクリス

テに偏在性をしめすものはみられず，比較的定型的な配

列を示し，且つ大型で，しかもこれらの糸粒体は卵胞の

成熟にともなつて減少し，未受精卵管卵，2分割卵では

全く認められず，円形に形がととのい，然も同心円性の

クリステを認めた．

　機能的に蛋自合成と密な関係を有すると考えられる小

胞体については，卵原細胞期に明瞭な限界膜に包まれた

小空胞状に観察され，内部に頼粒を含むものがすくない．

これが発育をかさね卵管卵として独立した1個の卵とし

て卵管に出現し安定した状態におかれると，細胞質の所

々に境界不明の空胞を呈するのみとなる．2分割卵にて

はより小となり，再び限界明瞭なやや厚い膜によつて境

され，その膜に電子密度の高い小穎粒（いわゆるPalade

の頼粒）の付着がみられ，内部にも同じような小穎粒を

含むようになる，Odorらは卵管卵の時期にゴルジー装

置が位置も存在も不明となるとのべ，この時期にあらわ

れる小胞集合体に含包されているのであろうと想定して

いる．一般的に言えば，たしかに糸粒体は卵細胞のす

べての段階に観察されるが，ゴルジー装置はその位置は

おろか存在すら明らかでないのは本実験にても同様であ

る．

　小穎粒をもつかもたないかについてChauveauらは

Paladeの穎粒をもつた小胞体分画と，穎粒をもたない

小胞体分画とが同じRNA含量を示すことから，　RNA

はPaladeの頼粒に限らず小胞体の限界膜の中にも含ま

れており，小胞体における穎粒の有無はかならずしも

RNAの有無をそのまま示すものではないとのべてい

る．又これら小胞体が同種の細胞においてもその機能相

にしたがつて幅の広い形態的変化をしめし，一定の形に

一
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固定した構造ではないため，その像のとらえかた，解釈

のしかたによって，さまざまな論議がおこなわれるので

あるが，ここに観察した卵細胞における小胞体は，細胞

内の蛋白合成の場として又物質の運搬路としての機能的

性格が比較的はつきりと形態的にとらえられている．

　受精直後の卵管卵においては，本実験では進入した精

子の種々な形態がとらえられている．時間的推移，形態

その他について，Austin，　Blandau，　Odor，　Dickmann，

Hadek，柳町らの詳細な研究があり，又Colw三n，　Szol－

10s｛，　Zamboni，　Mastroianniらが電顕的に観察してい

る．

　本実験では進入していく精子の種々な形態が電顕的に

とらえられている，変性をきたしている穎粒膜細胞と透

明帯の問および，透明帯内に進入した精子の尾部の縦断

面が，その特徴的な形態をたもったまま観察される．即

ち外側9対と内に2本の主軸を有し，それらはらせん状

・にとりまく糸粒体のsheathによつてかこまれ，更にす

べてが一層のうすい細胞膜によつてかこまれている．こ

こにみられる精子がこの受精に参画したものであるか否

かは不明といわざるを得ないが，この時期および2分割

卵卵黄腔にても同様に精子尾部が特徴的な形態をもつた

ままその横断面として得られていること，すなわち少な

くとも精子が受精後24ないし36時間をへた時点におい

てもなお，その形態をたもつているということは，はな

1はだ興味深い点である．

　家兎2分割卵の電顕像については未だ文献的にその例

をみない．

　同種細胞間あるいは異種細胞間の接触ないし接着とは

意味は異なるとしても，個体発生途上の細胞分割の観察

は，個体発生的に又，悪性細胞の転移という点からも重

要な問題を含んでいる．

　細胞相互接触についてはFawcett，　Farquharらの研

究があり，形態的には①細胞間セメント物質（inter－

icellular　cement　substance），②デスモゾーム（Desmo－

some），③接合堤（terminal　bar），④嵌合（interdigi－

tation）が考えられるが，少なくとも2分割卵をこれに

あてはめて考えるとすれば，その進行している形態から

嵌合という概念にもっとも近く，細胞間物質の輸送にも

つとも効果的な接触のしかたで分割が平等におこなわれ

るのであろう，その明らかなあらわれとして，その部位

に糸粒体，小胞体，その他リゾソーム等の小器管が豊宙

に集まつているのがみられる．

　此の時期において核は未だ円形をしめさず2重膜にて

細胞質と境され，外膜のユ部が小胞体と連絡している部

分がみられる．

　各成熟分裂の時期については不明な点が多いが，すく

口不妊会誌14巻1号

なくとも第1成熟分裂は卵胞内にて排卵前におこなわれ

ることは可能であるが，一般的には排卵直前におこなわ

れると考えられる．しかしながら第2成熟分裂の時期に

ついては全く不明とされ，排卵直後の第1成熟分裂にひ

きっづきおこなわれるか，卵管内での受精直後におこな

われるか，又は更にそれ以後におこなわれるかという点

については，この実験で，第2極体が2分割卵と共に得

られたという事実から，受精後2分割がはじまる段階に

おいて第2成熟分裂がおこなわれたと考えられる．

むすび

　卵胞卵，受精直後卵，2分割卵について電顕的に観察

し，以下のごとき知見を得た．即ち

　1）　卵原細胞糸粒体クリステに定型的な配列をみいだ

した．

　2）　受精直後卵にて卵細胞と透明帯との問に明瞭な膜

様構造をみとめなかった．

　3）　卵に進入した精子の電顕像から，受精後透明帯，

卵黄膣に達する精子は1コのみでないことが推測され

た．

　4）進入した精子はある期間（本実験ではすくなくと

も2分割が完成する迄）は，その形態に変化をきたさな

い、

　5）　2分割卵分割部位の喧顕像をとらえ，細胞膜が互

いに突起状に組み合わさつた様な形，いわば嵌合のごと

くになり，分割が進むにつれて波状に，次いで平坦な．

Oolemmaとなつていく過程が得られた．

　6）　2分割卵糸粒体はほぼ円形，輪状のクリステが特

徴的であり，小胞体系に属する細胞内小器管の発達，特

に小胞集合体の集落は特異的である．

　7）第2成熟分裂は早くとも受精後おこなわれる．

　稿を終るに臨み，終始御懇篤なる御指導，御校閲を賜

つた恩師林基之教授に謹んで感謝の意を捧げます．

　本論文の要旨は昭和42年第19回fi本産婦入科学会総

会にて発表した．
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The　Electronmicroscopic　Studies

　　　　　oll　the　Rabbit　Eggs．

　　　（with　Special　Reference　to

　　　Fertilization　and　Cleavage）

　　　　　　　　　　　　　Akiyoshi　Tachibana

　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　School　of　Medicine，　Toho　University．

　　　　　　（Director：Prof．　Motoyuki　Hayashi）

　　　　The　electronmicroscopic　observations　on　the

developing　rabbit　ova，　particulary　on　their　fertiliza一

（特に受精，分割を中心として）　日不妊会誌14巻1号

　　　　　tion　and　cleavage　in　vivo　have　been　done．

　　　　　　　　　In　　just　fertilized　　tubal　ova，　there　is　no

　　　　　membraneous　structure　between　zona　pellucida　and

　　　　　cytoplasma．

　　　　　　　　　Several　spermatozoa　in　zona　pellucida　and

　　　　　perivitelline　space　were　observed．

　　　　　　　　　The　two　cell　stage　ova　have　also　been

　　　　　studied　electronmicroscopically．　In　the　cleaving

　　　　　portion，　the　row　of　vesicles　were　clearly　seen　in

　　　　　parallel　with　each　other，　which　colnbined　promi－

　　　　　nently　like　interdigitation　and　then　divided　into

　　　　　two　individual　cells．

　　　　　　　　　The　cytoplasma　contains　spherical　mitochond－

　　　　　ria　wlth　ringed　cristae，　several　typical　Golgi　area

　　　　　near　indeterminately　formed　nucleus，　diffusely　scat－

　　　　　tered　small　vesicles　and　characteristic　conglome－

　　　　　rates　of　multivesicular　bodies．

　　　　　　　　　In　perivitelline　space，　the　second　polar　body

　　　　　is　seen，　which　contains　large　vacuoles，　spherical

　　　　　mitochondria　and　other　small　vesicles．　It　seems

　　　　　that　the　second　maturation　division　might　occur

　　　　　after　the　fertilization　in　the　oviduct．

　　　　　　　　　Sometimes　several　tails　of　the　spermatozoa

　　　　　were　seen　in　perivitelline　space　of　the　two　cell

　　　　　stage　ova．

L
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家兎卵の電子顕微鏡的研究（特に受精，分割を中心として）
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写真説明
1）～2）　卵細胞原

　偏在あるいは空胞状構造を有しない糸粒体のクリステ．（×16，000）

3）　未受精卵管卵

　透明帯と卵細胞に明瞭な膜様構造をみとめない。（×6，000）

4）～11）　受精直後卵

（23）23

4）　普通顕微鏡写真

5）　穎粒膜細胞と透明帯との間に進入した精子尾部の縦断及び横断面．（×20，000）

6）　透明帯内に進入せる精子．特徴的な形態が保たれている．（X30，000）

7）　透明帯と卵細胞に明瞭な膜様構造を示さない．進入した精子の横断面がある．

8）　核の濃いクロマチンとしてみられる精子の頭部がみられる．（×6000）

9）　進入した精子の頭部がなお一層のうすい細胞膜におおわれ，尾部はらせん状にならぶ糸粒体によつて囲

　　まれている．（×12，000）

10）　卵細胞実質はグリコーゲン穎粒が豊富である．（×15，000）

11）　進入した数個の精子．（×1，　？“OOO）

12）～22）　　2分害IJ耳日

12）　普通顕微鏡写真

13）～14）　円形の糸粒体，ほぼ同心円性のクリステ，豊富なゴルジー装置．（×12，000，×20，000）

15）　2分割部位（x8，000）

16）　分割しつつある部位（×20，000）

17）　大きな集落をなす特徴的な小胞集合体．（×12，000）

18）　　第2極体

　大きな空胞を有し，小型で円形，同心円性のクリス子をもつ糸位体がみられる．

19）　この時本においてもなおその形態を保つ透明帯内の精子の頭部及び尾部の横断，卵細胞膜突起．

　　（x20，000）

20）　透明帯内に存在する不定形の構造，内部に糸粒体を入れているものもある．（×20．000）

21）～22）　糸粒体と典型的なる要素を示すゴルジー装置，細胞膜突起．
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AConsiderration　of　Successful　Pregnancy　Cases　of　Male　Sterility

　　　東北大学医学部泌尿器科学教室（主任　宍戸fl【1太郎教授）

臼井将文　松下鉱三郎　一条貞敏
Masafumi　SHIRAI，　Shozaburo　MATSUSHITA，　Sadatoshi　ICHIJO，

竹　内　睦　男

Mutsuo　TAKEUCHI
佐々木桂一
Keiichi　SASAKI

The　Department　of　Urology，　Tohoku　University　School　of　Medicine、　Sendai

　　　　　　　　　　　（Director：　Prof．　S．　Shishito）

　昭和34年4月より昭和43月3月末までに当科不妊外来を訪れた397例の男子不妊症患者の内データーの

完備している118例について妊娠の有無を検索したところ25例（21．2％）に妊娠の成立をみた，これらを更

に未治療群と治療群に別けてみると末治療群47例中妊娠成功者9例（19．296），治療群71例中妊娠成功者16

例（22．596）であり，治療群で妊娠率が高く治療の効果があt）たものと判定した．又高度の乏精子症の患者

でも妊娠成立を認めた者があり，これは妊娠が女性側の性機能に大きく影響されることを示すものであり，

女性側の性機能が極めて良好であれば男性側の機能が多少悪くても妊娠は可能であることを示している，更

に興味あることは無精子症の患者より妊娠成功者が出たことである、このことは睾丸生検或は精液所見で無

精子症であっても軽はずみに妊娠の可能性を否定すべきでなく，必ず一定期間治療を行い経過を観察する必

要のあることを教えるものである．

1緒　言
第1喪　不妊主訴患者年度別来院数

　妊娠が成立するためには両性が健全なる性機能を有

している必要があり，いずれか一方でも性機能障害があ

れば妊娠は成立しない

　然し従来，不妊の原因として女性側の機能r．F害のみが

指摘され，男性側の原因はとかくうやむやにされている

傾向があつたが，最近にいたり，ようやく不妊における

男性側の障害が強調されるようになり，不妊外未を訪れ

る患者も年々増加の傾向がみられる（第1表）．

　一方男子不妊症の治療成績についての報告も数多くみ

られるようになつたが，その予後までillpj査した論文は意

外と少なく酒徳らP，石神ら2），山本3），三軒ら4）そのほ

か少数の文献を認めるに過ぎない．

　男子不妊症の治療の究極の目的は妊娠を成功させるこ

とであり，いかに精液所見が改善され，薬剤の効果あD

と判定しても，それが妊娠成立と結びっかなければ何等

の意味もないわけで，ここに男子不妊症の治療の困難さ

があるわけである．

年　度

昭和34

　　35

　　36

　　37

　　38

　　39

　　40

　　41

　　42

1　不妊主訴
　患者1，〈

男子1’ト実

患者総数
百分率

17

32

20

36

48

60

36

71

77

932

880

857

1014

1158

1109

1159

1130

1183

計 397 9422

1．8

3．6

2．3

3．6

4．1

5．4

3．1

6．3

6．5

4，2

　当教室の不妊外来では過去9年間に397例の男子不妊

症を経験しているが，その内資料の完備している118例

について妊娠の有無を検索したところ25例に妊娠の成

立を認めた　そこでこれら妊娠成功症例に対していささ

かの検討を加えたところ興味ある成績が得られたと思わ

れるので多少の文献を加えて妓に報告するj
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第2表　未治療群

症例　　　　　　　結婚より来院
　　　年齢
番号1　　　　　　　までの期間

既往歴
　精液所見

精子数運動率

来院より妊娠　　出血児の性別
までの期間　　　その他

1129
2　144
　1
3　134
4　　32

5　　32

　r
6　　33

7　　36

8　　42
　1
9　　24
　1

1年未満
3

6

3

1

〃

〃

〃

〃

2　　〃

2

5

4

〃

〃

〃

　な　　し

　肺結核
　な　　し

　な　　し

　淋　疾

両側ソケイヘ
ルニァ手術

　淋　疾

　な　　し

　な　　し

68×106／cc，　65％

84×106／cc，　81？る

78×106／cc，　89％

56x106／cc，　65〔，6

36×106／cc，　　0～’∴

1　　　　　0

140×10・／c。，41？〔，

「　72×106／cc，　　0？6
1

　68×106，！cc，　79G∴

　1年
工年7ヵ月

　6年
　1箏

　1年

　7年

2隼4ヵ月

1ヵ月

7ヵ月

　妊娠中

　　〃

子宮外妊娠

♀（2入）

　　♀

　　♀

♂

　♀

妊娠中

II調査成績

　予後の明確な118例の男子不妊症の内25例（これら

にはAIDによる妊娠成功例は含まれていない）に妊娠

の成立を認め，その妊娠成功率は212％である　又こ

れらを未治療群及び治療群に分けてみると118例の男子

不妊症中47例は何等の治療も加えずに経過を観察した

患者であり，この内9例に妊娠の成立を認め，妊娠成功

率は19。2％である．一方f可等かの治療を行なった症例

は71例であり，その内16例に妊娠の成立を認め，その

妊娠成功率は22．5％である．尚同一一人が2回以上妊娠

させることに成功してもこれは1例として計算した．又

これら症例の妻は婦人科的に正常であることが確認され

ている．

　1）　未治療群（第2表）

　先づ未治療群9例の年令分布についてみると29才よ

り44才で平均年令は34才である，又結婚より来院まで

の期問は1年未満より6年であり平均3年である．次に

既往歴についてみると症例5及び7は淋疾に罹患してお

り，症例6は両側ソケイヘルニアの手術，症例2は肺結

核の既往歴を有している，即ち9例中4例（44．496）に

既往を認め，残る5例（55．6％）には何等の既往も認め

られなかった．

　次に来院時の精液所見についてみると1例に無精子症

を認めた以外はすべて精子が認められ，しかも50×106／

cc以下の者は2例のみであつた，又運動率についてみ

ると症例5，及び症例8では運動精子が全く見られず，

症例7では運動率は41％とやや低下していた．然しそ

の他の症例ではすべて運動率は良好であつた．次に来院

よP妊娠成立までの期間は1カAより7年，平均2年3

ヵ月であるが症例3及び6を除いてほとんど2年以内に

妊娠していることが判る，

　最後に出生した子供の性別であるが女児が5例（この

内症例4の2児が含まれている），男児1例で，3例は

目下妊娠継続中であり，他の1例は子宮外妊娠例であ

る．これら出産児のうち性器系その他の先天性奇形を合

併している者は1例も認められなかつた、

　2）治療群（第3表）

　次に治療群の16例についてみると来院時の年令は25

才より38才（平均32．4才）である．又結婚より来院ま

での期間は2年より12年であり平均4年半である．

　これら症例の既往歴についてみるに両側ソケイヘルニ

ァ，淋疾，流行性耳下腺炎，精系静脈瘤等半数に何等か

の既往が認みられた．

　次に来院時の精液所見では無精子症が4例（25％），

精子数が50x106cc以下の症例は10例（62．596），51×

106／cc以上はわずか2例（12．596）のみである，一方

精子の運動率では60％以上は6例（37．596）のみであ

る、

　これら症例に対して各種治療剤で投与を行つたが男性

ホルモン単独投与療法が6例でもつとも多く，その使用

法も症例10の100mg　1カ月1回総計700　mgのケー

スを除いてすべて週100mg　1回の大量投与によるRe－

bound　pheoomenonを利用し使用量も最高36001ngに

達した．

　次に男性ホルモンに核酸前駆物質の併用を行つたもの

は3例であり，男性ホルモンの使用量は週或は10日に

100mgの割で1200　mgより1800　mgであり，核酸前

駆物質としてアイカミンを1日0．69の割で連日3カ月

より6カ月にわたり投与したt

　次にtestosterone　10　mg，　dehydroepiandrosterone　10

mg，　gonadotropin　HCG　100単位，　PMS　100単位の混

合剤であるゴナステロンの投与を行つたものは2例であ

り週2本の割で23本より133本にわたり投与した，そ
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．｝」3表治療群

症年結婚tl
例　　　り3托院

番　1までの

号齢期間

既往歴

莱院時粘液妊娠時精液来院k
所見　　　所見　　　1り妊娠1
精子　迂動精子　運動までの

数　率放　率期間

治　　療　　法
出生児の性
別その他

1・13・藩年未I

lI

11343〃：

1232　3〃
　　1

1331　2〃
　　i

1437

1525

1632
　1

1729

1838

1933
11

2035

　口
21311

2229

7〃

2〃

2〃

な　　し 0

　　　　13×106／cc，34×106／cc，
な　　し
　　　　　　47c．　　　　　　81？∴

両側ソケイヘ
ルニア手術

な　　し

な　　し

淋　疾

な　　し

　　ミ充行’性：目二下且泉

5〃
　　炎

12〃

4〃

7〃

3〃

4〃

2329　4〃

　　0

52×106／cc，

　34％
26　×　106，”cc，

　85°∪　1

36×1061cc，1

　80％

0

0

　なしl
　　　　　I
　なし　44％　85％
肺炎，左腎破16×106／cc，59×106／cc，

裂

な　　し

肋1漠炎

…瞬：淋ンデポー1°°1ng　1ヵ月1回の割

41朔デポ男性1・・m・週1回のlll・」で計・・本

　　　ト
　　　1テストビロンデポー100mg週1回の割で　3年
11カ，月言十81sc

I2年雛繍瀞（他病院に1台鮮馴

12年テストビロンデポー100mg週1回の割でl
I1ヵ月1計36本

4ヵ月デポ男性100mg週1回の割で計12本

25×106／cc，

　35〔　　1

26　×　106／cc，59×106／cc・2年1ゴナステロン凋P本の割で計133本

70∵6

・2蹴1年1誹崇・9囎1号罐罐本その
　　　　　1年1デポ男性100mg　10日に1回の割で18本
　　　　　4ヵ月アイカミン0．6g連「i　6ヵ月間投与
　　　　　　　　　　　　
51 毛lll／cら1・・1・讃舞1聖曙翻群I」で12本アイ

88％

3力刀

2年 ゴナステロン週2本の割で計24本

144×106／cc・68×106／cc・4ヵ月1 アイカミン0．69連i－14ヵ月投与
　60∵0　　　　　32？6

　　　　　　　　　　　　　L
1311｝91℃c、　8・恥ベラ・B・連日3・月投与
i　　　　　　I
11×106！c・・13×106／cc・1．・．F：

♂

　　　♂
先天性心疾患に肺
炎合併74口で死亡

左精系静脈瘤手術，術後7ヵ月間放置そのi

蜥系梛瘤14896G｛テ形 鞄g脳5・礁訟～鶴゜禦撫講総ミ1

24357〃　　1、IL立且泉多乏

25371

率24％）

131×106／
cc，　8096

4“1淋痴i∫立鰐1託1撫1・4×1・・／

精嚢腺炎， i液症） cc，60％

51晶触腺マ・サーヂ・捲瀕投与

2年腸鋸フ・一ゲンC2本ごと16本抗生

の他症例21ではアイカミンO．69連日4ケ月使用し，

症例22ではビタミンEとしてユベラ0．39連日3カ月

投与した．又症例23では左精系静脈瘤の手術後7カ月

放置した後男性ホルモン100mg週1回の割で1200　mg

使用，更にその後アイカミン0．6g及びビタメジン（ビ

タミンB125　mg，ビタミンB625　mg，ビタミンB12

250μg）6錠連日投与6カ月間使用した．

　次に症例24は前立腺マッサージと抗生物質の投与に

より前立腺炎の改善と共に妊娠の成立を認め，症例25

は前立腺精嚢腺炎による血精液症であるが強力ミノファ

ー ゲンCと抗生物質の投与で血精液症は改善し妊娠に成

功している。

　一方これら症例の妊娠時における精液所見は検索し得

た8例についてみるといずれも治療前に比して改善がみ

られた．

妊娠中

♀

女壬瓦i　・中

〃

〃

〃

♂

♂

♂

妊娠中

〃

〃

〃

〃

　一般に精子数が20×106／cc以下及び運動率4096以下

では妊娠成立は困難iであるとされて来たが私達の症例の

如く精子数12×106／cc，運動率30％でも妊娠が成立して

おり，更に興味あることはこれら25例の妊娠成功例中

5例はいずれも来院時無精子症であり睾丸生検にても症

例16のspermatogenic　arrestを除いてすべてgerminal

cell　aplasiaであった、

　次に来院より妊娠成立までの期間は4カAより3年1

カ月でありその平均は1年5カ月である．

　最後に出生児の性別であるが男児が5例，女児1例，

他の10例は目下妊娠継続中である．又出生児の奇形の

有無について検索したところ症例11に先天性心疾患が

認められ，本症例は生後74日目に急性肺炎を併発して

死亡した．その他の症例では性器系等の奇形の合併は認

められなかつた．
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III考　按

　戦後医学の目覚しい発展により数々のすぐれた業績が

発表されている中で男子不妊症の治療は相変らず困難を

極めており，その理由として次の如き点が指摘されてい

る．即ち睾丸の精細管上皮は一度障害されると回復が困

難であること，しかもこれら男子不妊症の大多数が無精

子症か高度の乏精子症であること，例えば私達の397例

の不妊症患者中無精子症は42．0％，又精液1cc中の精

子数が20×106以下の高度の乏精子症も含めると実に

59．296にも達する（第4表）．更にこれら不妊症の内原

因が全く不明のものが大半を占めていることも治療をよ

り一層困難にしているものと思われる（第5表）．

第4表　精液所見

精　子　数 症　例　数

　　　0

1～10×106／cc

11　一　20　×　106／cc

21～50×106／cc

51～100×106／cc

　　101×106／cc＞

154　（42．og6）

31　（8．596）

32　（　8．7？6）

79　（21．596）

58　（15．89b）

13　（　3．5？6）

（27）27

計 367

未施行（採取不能含） 30

総　計 397

第5表既往歴の有無

何等から既往あ！ 121　（30．5り6）

全く既往歴なし 276　（69．5％）

計 397

　男子不妊症の妊娠成功率はその報告者により又治療法

によつてもまちまちであるが，三軒ら4）は9，3％に妊娠

の成立を認め，又薬剤別の妊娠成功率については山本3）

は1－triiodothyronine投与例で6．896，　gonadotropin

と1・triiodothyronine投与で6．6％に妊娠の成立を認

め，石神ら2）もCoΩ7の投与で13．3％に妊娠の成立を

認めている，一方酒徳ら1）は精子数40×106／cc未満の乏

精子症及び無精子症のみを対象として治療群と未治療群

に別けて観察すると治療群では妊娠率は12．596で未治

療群の22．0％より明らかに低い成績であり，現段階で

は男子不妊症に対する薬物療法は効果がないと結論して

いる．しかし私達の成績では治療群ではその妊娠率は

22．5％と未治療群の19．2％より高値を示しており，し

かも治療群では未治療群に比して精液所見が悪いにもか

かわらず妊娠率が高いことは少なくとも薬物療法が無意

味でないことを示すものと思われる．又治療群において

妊娠したと思われる時期に採取し得た精液所見でも治療

前の精液所見と比較していずれも改善がみられ治療効果

のあつたことを示している．

　一般に精子数が20×106／cc以下では妊娠の可能性は

低いといわれているが，私達の症例では精子数12×106／

cc，運動率30％で妊娠の成立を認めており，これは先

にも述べた如く妊娠成立には女性側の機能が大きく影響

し，男性側の機能が多少低下していても女性側の機能が

極めて良好であればこの程度の精液所見でも妊娠は充分

可能であることを示している．

　更に興味あることはこれら25例中5例の無精子症患

者より妊娠成功者が出たことである，酒徳ら1）も治療群

の無精子症15例より1例の妊娠成立を認めており，こ

の患者は精液検査にて無精子状態で，しかも睾丸生検で

germinal　ceH　aplasiaであつたと述べている．私達の

症例も来院時の精液所見ではいずれも無精子症で睾丸生

検にてもspermatogenic　arrestの1例を除いていずれ

もgerminal　cell　aplasiaであったbこれらの事は現在

の検査法の不備を考えさせる問題である．即ち睾丸生検

は睾丸のごく一部の組織を採取しているに過ぎず，この

一部の組織をもつて睾丸全体の組織像を想像しているに

過ぎないという事に実は問題があるわけである．したが

つてこれら症例の場合，たまたま採取した組織以外の睾

丸のどこかに造精機能がなお存在したと考えるべきであ

り，精液所見で無精子状態でしかも睾丸生検にてger・

minal　cell　aplasiaであつても，患者に対して将来妊娠

の可能性がないと宣告するべきではなく，一応ある一定

期間治療を行うべきであると考えられる．

　次に妊娠成功例の治療法であるが酒徳ら1）は各種薬物

投与による妊娠率について述べており，それによると

Gonagen－forteでは1896，　AICA　orotate使用では22

％，Vitamedinでは896，　vitamin　Eで14％，　Coen－

zymeΩ，では妊娠率は0と云う成績になつている．又

昭和42年10，月の日本不妊学会総会におけるシンポジウ

ム‘‘ 男子不妊症の治療に関する基礎と臨床5）”の中で

各種薬物療法による治療成績が述べられたがいずれも同

程度の治療効果であり特にすぐれた療法はみい出されな

かったようである．

　私達の妊娠成功例では男性ホルモン大量投与療法がも

つとも多く，その他ゴナステロン，アイカミン，ビタミ

ンE，ビタメヂン或はこれらの併用療法などである．

　近年婦人科領域で流産防止の目的で合成黄体ホルモン

が使用されるようになってから非進行性の男性化症を示

す女性半陰陽が報告されるようになつた，そこで私達は



28　（28） 男子不妊症の妊娠成功例の検討 日不妊会誌14巻1号

各種療法後に出産した子供の奇形の有無について検索し

たところ症例11に先天性の心疾患を認めた．

　然しその他の症例では何等の異常も認められなかっ
た．

　最後に未治療群と治療群の出産児の性比を比較してみ

ると治療群，特に男性ホルモンを大量投与した群で男児

の出産が目立つた．然しはたしてホルモンによる影響か

どうかは全く不明であり今後症例をつんで更に検討を加

える予定である．
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IV　結　語

　昭和34年1月より昭和43年3月末までに当科不妊外

来を訪れた397例の男子不妊症患者の内データーの完備

している118例について妊娠の有無を検索したところ

25例（212％）に妊娠成立をみた．これらを更に未治

療群と治療群に別けてみると末治療群47例中妊娠成功

者9例（19．2？6），治療群71例中妊娠成功者16例（22．5

96）であり，治療群で妊娠率が高く治療効果があつたも

のと判定した．又高度の乏精子症の患者でも妊娠成立を

認めた者があり，これは妊娠が女性側の性機能に大きく

影響されることを示すものであり，女性側の機能が極め

て良好であれば男性側の機能が多少悪くても妊娠は可能

であることを示している，更に興味あることは無精子症

の患者より妊娠成功者が出たことである．このことは睾

丸生検或は精液所見で無精子症であつても軽はずみに妊

娠の可能性を否定すべきでなく，必ず一定期間治療を行

い経過を観察する必要のあることを教えるものである．

　（稿を終るに臨み，御懇篤なる御指導と御校閲を賜つ

た恩師宍戸／llレk郎教17受に深甚なる謝意を表しますの

AConsideration　of　Successful

　　Pregnancy　Cases　of

　　　　Male　Sterility

Masafumi　Shirai，　Shozaburo　Matsushita，

　Sadatoshi　Ichijo，　Mutsuo　Takeuchi

　　　　　and　Keiichi　Sasaki

Frorn　the　Department　of　Urology，　Tohoku

　University　School　of　Medicine，　Sendai

　　　のirector：　Prof．　S．　Shishito）

　　Among　118　cases　of　male　sterility　25　succes－

sful　conception　cases（21．2％）were　found．

　　These　118　cases　were　consisted　of　47　untreated

casea　and　71　treated　cases　with　some　medicaments．

　　The　occurrence　rate　of　conception　t22．5％1

follQwing　therapies　with　some　medicaments　was

higher　than　that　of　conception〔19．20／6）in　the　group

which　had　not　received　therapy．　It　was　then　coll・

cluded　that　these　medical　treatments　had　given

significant　ilnprovement　in　male　infertillity．
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　従来わが国における太田リングの使用についてはそれがかなり以前からある程度使われていたにもかかわ

らず，種々の制約のため，まとまつた統計的観察はほとんがみられなかつた．この欠点を補い，その客観的

な評価を狙いとして著者らは昭和41年からフィールド調査を始めた．

　初年度には2つの保健所地域をえらんだが，これは比較的濃密に古くからリングを使いはじめた婦人の含

まれている地域である．個人面接によつて過去のリング経験についての1青報を集め，また対照グループにつ

いても詳しい面接を行なつた．

　本稿はこの調査の一部についての中間報告であるが，ここでは面接時からさかのぼつて少なくとも5年前

にはじめてリングの挿入を受けた婦人，合計575名を集計対象とした．

　観察の項目として2つを考えた．1つは初回挿入後経年的にリング保有率はどう変つてゆくか（ただし初

挿分のみの分折）であり，その2は長期継続使用は婦人の健康，月経に影響を与えるか，どうかという点で

ある．

　第1の項目については累積保有率を計算し，第2の項目については，Kuppermanの更年期指数，月経の

順・不1頂，出血持続日数をリング使用者と対照群との間で比較した．

　リングの経年保有率では地域間の差異が著明である．良い成績を示した地域では，3年たつと73％，6年

たつても50％の保有率であるのに対して，もう一つの地域では1年たつと6796，3年たつと30。6以下とな

る．また，リング交換の年次に使用をやめる例が多発する傾向がみとめられた．一応の結論としては，相当

医師がリングに対してもつ信念，熱意と，何年おきに交換するかという交換の条件が，リング保有率を左右

する重要な因子であることがあげられる．

　一方，更年期指数，．月経周期の順．不順，出血持続日数の3指標でみる限P，リングの長期継続使用は婦

人の健康，月経に悪影響を与えない．

序言、調査の目的

　近年低開発諸国における出生抑制の必要は時とともに

大きくなつている．しかし社会経済的条件が急速な出生

制限に対して不利なため従来の避妊方法では問にあわな

いうらみがある．このため避妊技術の上で新しい観点に

たったものが求められるようになり，1959年以来世界

的に関心のたかまつた子宮内挿入避妊器具（IUD）はそ

の最大のホープとなつた．とくにこの傾向はアジア諸国

に顕著である，

　ところが最近にいたつてこのIUD使用によつても必

ずしも初めのような大きな期待どおりの成果があがらな
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いことがわかってきた．その最大の問題はIUDは使用

を継続すればよい成績があがるけれども挿入をうけて間

もなく使用を中止してしまう婦人がかなり多いという点

である．使用をやめる理由には医学的理由によつて除去

する場合の他，個人の心理的理由によつて除去を求める

場合，妊娠を希望してとってもらう場合などがあるが，

IUDが入つていて失敗妊娠したり，使用中自然に脱落

したりする場合もある．

　現在台湾，韓国などではこういつた問題について統計

的検討がすすめられている．またアメリカでも4年前ぐ

らいから大がかりなIUDの統計的観察が行なわれてい

る．

　これに対しわが国では避妊リングは昭和の初期から一

部で使われだしたという歴史の古さにもかかわらず，種

々の事情からまとまつた数についての客観的調査はほと

んど見られていない．

　私どもはこのような状況を考え，ことに実際には相当

数の婦人がかなり以前からリングを使用した経験がある

点を考慮して，今日他の国では存在しない長期観察の出

来る例を中心として，少しまとまつた標本について統計

的観察を行ない，わが国におけるIUD経験のかたよら

ない評価をし，同時に他の国々に「挿入したあと長くた

つとどうなるか」の例を示したいと意図した．

　これまでわが国では避妊リングにともなういろいろな

制約があつたために，過去の資料は容易に集まらなかつ

たり，観察はretrospectiveで時には20年も以前の事

件にっいて調べるため事実の確認は困難である点など調

査，集計の条件に問題点があることは否定出来ない．ま

たわが国独特のリングの一定年毎の交換も扱い方は一つ

に限らないと思う．しかし，とにかく，集められる範囲

内で一応まとめようということで本調査は企画された．

　本調査は米国ニューヨークのPopulation　Counci1の

資金援助をうけて行なつた．またこの調査は群馬大学医

学部産婦人科教室と国立公衆衛生院衛生人口学の協同作

業である。

　なお，本稿は現在まだ引続き進行中の調査の一部につ

いての中間発表であることをはじめにことわつておく．

調査の対象，経過

　かなり以前から比較的多くの婦人が太田リングの挿入

をうけたことのある地域として秋田県と岡山県の各一保

健所地域をえらんだ．いつてみればこれらの地域は古

いリング経験者が濃密に入つている地域ということにな

る．昭和41年8月と10月に，それぞれこの二地域に群

大，公衆衛生院の職員（医師）が出張し，過去のリング

使用の有無にかかわらず，中年以後の婦入の健康につい

日不妊会誌14巻1号

ての調査，相談ということで原則として30才から49才

の既婚婦人と面接を行なつた，対象となつた婦人で面接

可能のものは大半これで面接を終ったが，一部の面接未

了の分はそれぞれの保健所の協力を得て保健婦の面接に

よつて補つた．結局面接可能なはずの婦人のうちで面接

をし，調査のできたものは約80パーセントである．

　このような調査方法をとつたのはリング使用経験者に

対する対照として多数の婦人の既往の経過を知りたいた

めと，リング使用経験者の中でかたよつたものとのみ面

接するのを避けるためである．面接によつて聞いた項目

は一般社会的状況，家族の状況のほか，妊娠歴，避妊，

入工妊娠中絶の経過，既往産婦人科疾患，現在の健康状

態，月経の様子などであり，とくにリング使用経験につ

いてはその時期，状況などをくわしくたつねた．

集計対象

　上記のようにして面接した婦人総数は秋田で1，922

名，岡山で744名である．大半30～49才の婦人である

が，例外として20～29才のものが17名，50－　59才が

16名あった．

　ところでこれらの婦人のうち太田リングをはじめて挿

入してもらつた時が面接よりさかのぼつて「5年または

それ以上」いいかえると観察可能年数が満5年またはそ

れ以ltのものは秋田で454名，岡山で121名であつた．

表1はこれら575名の観察年数別の分布である．

　表2は同じくこられ575人について，初挿時の年令，

結婚年数，妊娠回数，生存児数，人工流産経験回数によ

る分布を示したものである．

　　　　表1

　　年　数

5～6年（6年組）

6～7
7～8
8～9
9｛げ10

10～11

11～12

12～13

13～14

14～15

15～16

16～17

17～18

18～19

19～20

20～21

観察年数別婦入数

（7〃）

（8〃）

（9〃）
（10〃）

（11〃）

（12〃）

（13〃）

（14〃）

（15〃）

（16〃）

（17〃）

（18〃）

（19〃）

（20〃）

（21〃）

秋　田

　49

　39

　69

　83

　84

　64

　39

　8
　9
　7
　2
　1

454

岡　rls

　21

　12

　18

　8
　9
　12

　4
　7
　7
　12

　6
　1
　2
　1
　0
　1
121

注：ここにいう6年組とは観察が初挿後第6年
　　目まで及んだ例という意味である．
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表2　初挿時における年齢，その他の分布
　　　（575人につき）

初挿時年齢 秋　田 岡　山

（31）31

19歳以下

　20～24

　25～29

　30～34

　35～39

　40～44

（平均年数）

結婚年数

　0～4年

　5～9
　10～14

　15～19

　20年以上

（平均年数）

妊娠回数

　　0回

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　6

　　7回以ヒ

（平均回数）

生存児数

　　0人

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5人以上

（平均児数）

人工流産数

　　0回

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5回以上

（平均回数）

　　2
　　23

　146

　176

　　90

　　17

（31．7歳）

　　51

　158

　166
　　54

　　25

（10．8年）

　　1
　　13

　　30

　　78

　124
　　91

　　69

　　48

（4．6回）

　　5
　　30

　　92

　172

　106
　　48

（3．4人）

　166

　207
　　66

　　14

　　1

　　0
（0．85回）

　　0
　　26

　　43

　　39

　　12

　　1
（29．2歳）

　　41

　　53

　　18

　　7

　　2
（7．4年）

　　2

　　9
　　25

　　35

　　31

　　8

　　4

　　7
（3．4回）

　　4
　　21

　　57

　　30

　　8

　　1
（2．2人）

　　53

　　40

　　20

　　5

　　2

　　1
（0．91回）

454 121

　岡山は秋田に比べて初挿時平均年令がやや若く，した

がつて結婚年数，妊娠回数，生存児数も少ない，平均値

を示すが，ただ人工妊娠中絶だけはむしろ秋田より多

い．

　また特に注意を要する両者のちがいは秋田はこのリン

グ例を扱つた病院医師の数が合計で8人と比較的少なく

しかもその中の370例（約8割）はある一人の医師（3

年毎交換を原則とする．）の扱い分であるのに対して，

岡山ではわずか121例の扱いを33人の医師が行ない，

その交換年数も半年，1年，2年，3年とまちまちであ

る点である．すなわち，まとめていえば秋田は3年交換

の一医師の挿入が大勢をきめているが，岡山は異なる経

過のものの集りである．

集計項目

　本調査の目的とした項目は大きくわけて2つある．そ

の1は初めてリングを挿入してもらつた後そのリングは

どのような経過をたどつてそのまま保有されたり，また

は使用中止になるか，さらに再挿入はどうなっているか

などの点で，いわばリングの出入りの経過あでり，その

2はリング継続使用は婦人の健康状態月経に何らかの

影響があるだろうかという点である．

　（1）　リングの出入りの経過についてはさらに細かく

いうといろいろの分析が考えられる．例えば挿入後1年

たった時の保有の割合（逆にいえば挿入後1年未満の問

の中止例の割合）を見，これを年数を重ねて観察するに

しても，たとえば挿入時の婦人の年令，昭和何年であっ

たかといつた年次，使われた太田リングの種類，誰が挿

入したかなどの点が注意を要するだろうし，また，使用

中止例もその理由は自然脱落，失敗妊娠，除去のいずれ

であったか，除去ならばさらにそれはどういう理由で除

去したのかなどが問題となる．初回挿入後使用を中止し

て，しばらくしてまた2度目を入れた時はその再挿入分

の経過を初挿分に加えて行なう集計も加えずに別個に出

してみる集計もともにあり得る．

　こうしてみると細かい分析はかなりの項目について行

なう必要が考えられるけれど，本稿では例数の少ないこ

とと中間報告ということを考えて，とりあえず見っけ出

してみたいと思われる「年数をかさねるにしたがつてリ

ング保有者はどのように減つてゆくか」について，上記

のすべての細かいことは問わずに一括してみた時の集計

結果を，初回挿入のみについて出してみた．換言すれ

ば，ここに示す結果は調査地域において面接を受けた婦

人の経験にもとずいてみた場合，100人の婦人がはじめ

てリングを入れてもらうと，何年たつとその中何割がま

だそのまま使用をっづけているかという，初挿リングの
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経年保有率である．

　なおこの際当然問題となるのはわが国に特有な一定年

数ごとのリング交換の扱い方で，それを医師の判断によ

る中止ととることも可能であろう．しかし，本集計では

新旧交換はその除去と挿入の間がたとえば半年以上もあ

いて交喚とは考えにくいものの他はこれを交換とし，扱

いの上からは継続使用と見なして集計した，

　（2）　リング継続使用が婦人の健康，月経に及ぼす影

響については「リング以外の受胎調節経験者」と受胎調

節の経験の全くないもの」の2グループの対照をとつて

比較することとした．ただこれで問題になるのは面接に

よつて得られた健康についての主観的な申立をどのよう

に量的な判定をするかという点である．本集計では

Kuppermanの更年期指数の考えを借り，婦人に自記し

てもらつた各種自律神経系の症状を一定の方式にしたが

って点数化した．30才代の婦人に対してもこのような更

年期指数を用いることの可否や，症状の訴え方における

個人差などがあつて，この方法には多少の疑問がないで

もないが数量化の必要からこの方法を採用した．また，

月経への影響についてはリング継続使用者と他の2対照

グループ間の月経周期の順・不順，出血持続日数につい

て比較してみた，

日不妊会誌14巻1号

図1　観察年数別ルング保有率（秋PH　）初挿時

　　　年齢30～39歳，初回挿入分のみの経過）
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集計結果

　（1）初回挿入後の年次別リング保有率

　上述のように面接の時点からさかのぼつて5年または

それ以上以前にはじめてリングを挿入してもらつた婦人

は秋田で454名，岡山で121名，計575名ある．

　さて，これらの婦人の経過を一括してつかつて初挿後

何年たつと何割のこるかという計算をしてみたいのであ

るが，その前にも（この群の中で「6年組」7年組」・・

－h が夫々リングの年次的経過においてちがつていてひど

く異質なものであればこれらをまとめて計算につかうの

ほあまり妥当でない、そこでまずこの点の等質性を検討

するために，秋田，岡山両地域で初挿時年令別と扱い医

師別による6年組，7年組…・のリングの経年保有率を

個々に出して比べてみた．（初挿後経過のみ）すると該

当婦人数が少ないところでは，かなり異なった数値がで

るが，数の比較的多いところではたとえば図1，2のよ

うに，各年組の経過は大体まとまつていると見なすこと

ができよう．（図では12年組までを示した．）そこでこ

の結論にもとずいて，以下の計算では各年組をまとめて

合計したものを一括してつかうこととした．

　表3はこの一括計算の結果の数値を示し図3は累積保

有率を他国と比べながらグラフにあらわしたものである

（数の大きさの関係から秋田は11年まで，岡山は6年ま

図2　観察年数別リング保有率（秋田，A医師

　　　扱い分，初回挿入分のみの経過）
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表3　初挿リングの年次使用中止率及び累積保有率

初挿後年数（第当該年次に観察
何年目というあに入つた婦人の
らわし方） 1数

使用中止数
（全理由） 察に入つた婦人爬騒1°°当該年・欠蛛ま

驚綾黙繍年鞭用中止率載餐蕊塑

100人につき） で）及び標準誤差

秋　　田

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

432

394

357．5

305．5

266

238

189

142

103

59

27

44

32

41

63

16

18

34

8

6

10

1

2，513．0 273

　　　岡

10．2

8．1

11．5

20．6

6．0

7．6

18．0

5．6

5，8

17．0

3．7

10．2

7．3

9．4

15．1

3．5

4．1

9．1

2．3

2．3

6．2

1．1

89．8±1，5

82．5±1．9

73．1±2．2

58．0±2．6

54．5±2．7

50．4±2．7

41．3±2．8

39．0±2．9

36．7±2．9

30．5±2．9

29．4±3．0

山

1

2

3

4

5

6

104

73

50．5

41

39

32

339．5

34

28

17

2

2

1

84

32．7

38．4

33．7

4．9

5．1

3．1

32．7

25．8

14．0

1．3

1．4

0．7

67．3±4．6

41．5±5．2

27．5±5．1

26，2±5．4

24．8±5．5

24．1±5．7

での計算を行なつた．またこの計算の生命表式の計算に

よった．）

　累積保有率をみてまず目につくことはリング保有者は

かなり急速に低下することてある．秋田と岡山で非常に

ちがうが，よい方の秋田でも3年たつと約4分の3，6

年たつと約2分の1に減る．岡山の場合だと1年で7

割，3年たらずで3割におちる．使用中止の事情は問わ

ず，またこれは初挿分だけについてであるが，とにかく

かなり早く減少する．思いの外多くの婦人が使用をまも

なくやめるというIUDの問題の原則的にはわが国でも

例外ではない．（もつとも年数が大きくなり，たとえば，

初挿後10年たてば，年令の関係からリングは不要にな

るものが多数出るから，長くたつたあとの保有率が低く

なるのは当然である．）

　次に秋田と岡山の差がいちじるしいことが一目瞭然で

あ6・秋田の大部分はリングに強い自信を持ち，3年と

いう比較的長い間隔をおいて交換する医師の扱いである

のと，他方，岡山は多数のリングに対する見解のちがう

医師が短い期間で交換した例であることの差とみられ

る．医師による差異，交換年数による差のあることが考

えられる．

　比較のために韓国と台湾の例をPlotしてみた．期せ

ずして岡山とほぼ同じ傾向である．これらの国ではIUD

として主にLippes　loOPをつかつていて太田リングで

はない．しかし国策的にプログラムをたて，そのため多

くの医師が関係している点，かなり頻繁に婦人が受診し

ている点は側ている．（アメリカの例はここにplotしな

かつたが，秋田，岡山のほぼ中間に入る）

　もう一つ注目されるのは秋田の経過で4年目，7年目

10年目がはつきり急角度に保有率が下る点である、こ

れは除去をのぞんでいながら，ただそのためだけに医師

を訪れるにはいたらず，所定の3年ごとの交換が来たの

を機会に中止してしまう婦人が多いことを物語る．岡山

ではいろいろな交換年数の集成であるためこういつたは

っきりした定期的段階が出ていない．リングを長く使用

させるには交換年数は長い方がよく，極端にいえば全く

行なわない方がよいことになる．

　年次ごとの中止率では秋田で今のべた4年，7年，10

年目に特殊性のあることを除いてみると，全般に入れて

まもなくの方が中止率は高く，年を経ると低くなる，3，
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図3　初挿後のリング累積保有率，初挿分のみ，

　　net　rates（秋田，岡山及び外国）
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　この項目にっいては前述のとおりリング・グループの

他に2つのコントロールをとつて3者の問で比較した，

（数の都合から秋田の婦人のみを使つた．）

　すなわち

　①リングの5年以上継続使用者で面接時も使用中他

の受胎調節はしたことがない．調査時までに特に大きな

疾患，手術や子宮手術などをしたこともなく，ホルモン

剤の使用もない．→R（5＋）群（149人）

　②　上の群各例と調査時において年令，生存児数がほ

ぼ匹敵し，

　A．受胎調節経験皆無大きな病気，手術，不妊手

術，ホルモン剤使用なし，→BC（一）群（149人）

　B．　リング以外の方法で受胎調節をR（5＋）群の各

例とほぼ同じ年数だけ行なつたもの，大きな病気，手術，

不妊手術，ホルモン剤使用なし．→BC（＋）群（149人）

の3つの群の問の比較を行なつた．比較項目は調査時

における　「更年期指数」，　「月経周期の順・不順¶，及

表4　R（5十）群，BC（一）群，　BC（十）群の更

　　　年期指数，月経周期の順不順，出血持続

　　　日数の比較

更年期指数 R（5十）　　BC（一）　　BC（十）

6，9年目がその前年の中止率より高いのは，3年交換

の一部はこれらの年次に入つてくるためであらう．この

年を経るにつれて年次ごとの中止率が低くなることは岡

山ではもつとはげしくみられ，ことにはじめの3年間が

きわだって高い．交換がなくても経年的に中止率は減る

傾向と，1，2年ぐらいで交換する場合の交換に伴なう

高い中止率の傾向が合成されてこのようになつたと考え

られる，

　以上まとめていえば，初挿だけという限られた観察で

はあるが，リングの保有状態は医師と交換年数という，少

なくとも2つの因子に関係していることがわかる．個人

的に強い関心，長い経験がある医師ということが効果を

あげる上に望ましい．また交換については，あまり頻繁

に行なうのはそれを機会に中止を誘発する危険がある．

　最後に一言すべきは，この調査に出ている結果では，

婦人の申立てにもとずいてはつきりした中止のない場合

はリング保有としてあることで，他の国々のように婦人

自身がリングの存在をたしかめたり，定期的に医師がこ

れをチェックしているのではない・したがつて・秋田・

岡山のこのような数宇はいく分高い推計値を示している

と思う．

　（2）　リングの長期継続使用が婦人の健康，月経に及

ぼす影響
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び「月経出血持続日数」である．（ここにいう順調月経

周期とは（1）連続2周期がともに25～38日以内，（2）

連続2周期の日数の差が7日以内の2つの条件を同時に

満たすものをいう．）

　　表4はこれらの集計の結果である．

　　更年期指数の平均値ではBC（一）群がもつとも成績が

わるく，R（5＋），　BC（＋）群には差がほとんどない．

しかし，3群の分布にはX2・testで有意義な差はみとめ

られない．月経周期の順・不順では同じく，BC（一）群

で不順のものの割合が高く，R（＋5）でもつとも低い．

Z2・testでは3群の間に差は特にみとめられない．出血

持続日数はBC（一）群の平均値が小さく，　R（5十）群が

大きい．この揚合のZ2－testは5％のレベルで有意の差

を示す．

　　BC（一）群の値が他に比べてわるいのは，その中に比

・較的病弱の婦人とか，妊孕力が劣つているものなどが含

まれるためであろう．リングを長くっつけて使つた婦人

．の月経時出血日数がやや長いことは興昧がある．

　　いずれにしても，この3っの指標でみる限り，リング

の長期継続使用は婦人の健康，月経にわるい影響を与え

ることはないということになる．（村松記）

　　（本文の要旨は第12回日本不妊学会総会において発表

した．）

1）

2）

3）

4）

5）
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AStatistical　Observation　of　the

Long－Term　Use　of　Ota　Ring

in　Japan（Preliminary　Report）

Hidebumi　K皿bo，　Minoru　Muramatsu
　　　　　　　　　and　Hiroshi　Ogino

　　Institute　of　Public　Health，　Dept　of

　　　　　Public　Health　Demography

　　　　Seiichi　Matsum〔》to，　Teruo　Ito

Gunma　University，　School　of　Medicine，

　　Dept　of　Obstetrics　and　GynecolQgy

　　　　In　view　of　the　relative　paucity　of　statistical

analysis　of　the　use　of　Ota　ring　in　this　country，　a

丘eld　survey　as　to　its　IQng－term　use　was　initiated

in　1966　by　the　Institute　of　Public　Health　and　the

School　of　Medicine，　Gunma　University．

　　　　In　the丘rst　year　of　its　conduct，　two　health

center　districts　were　selected　which　had　been

knOwn　aS　COntaining　a　large　number　Of　wOmen

who　had　started　the　use　of　the　ring　many　years

before．　Through　personal　interviewing，　pertinent

data　on　the　past　use　of　Ota　ring　were　collected

retrospectively．　In　the　present　analysis　a　total　of

575women　was　used　who　had　been丘tted　with　the

ring　at　least　five　years　prior　to　the　time　of
リ　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

1nterVlew．

　　　　Two　speci丘c　items　were　chosen　for　observa－

tion．　One　三s　the　retention　of　the　ring　after　certain

years　since　the　first　insertion；the　other，　whether

the　long－term　continuous　use　of　the　device　gives

any　undesirable　effects　on　the　women’s　health　and

　　　　　　　　　menStrUat10n．

　　　　For　the丘rst　item，　cumulative　retention　rates

were　computed．　Because　of　the　smallness　of　the

total　number　under　observation，　this　was　done　for

the　first　segments　only　and　also　without亡aking

into　account　di鉦erence　in　the　reasons　for　removal

and　the　difference　in　socio－demographic　charatesis－

tics　at　the　time　of　insertion．　For　the　second　item，

Kupperman’s　menopausal　index　was　borrowed　for

the　quantitative　evaluation　of　effects　of　the　ring

on　health．　In　addition，

cycle　and　the　duration

COntinUOUS　USe　Of　the

those　in　control　groups．

　　　　With　regard　to　the

marked　dif〔erence

districts．

irregularity　Of　menStrual

of　menstrual　flow　after

ring　were　compared　with

　　　　　　　　　　　　　　　　was　observed　between

　　　　　　　　　The　district　with

results　showed　retention　rates　of　73　and　50　percent

respectively　at　the　end　of　third　and　sixth　year．

The　other　distr三ct，　on　the　other　hand，　indicated

retention　rates　of　67　percent　at　the　end　of　first

year　and　less　than　30　percent　at　the　end　of　third

year．　Also，　it　was　noted　with　terminations　occur一

retention　of　the　ring，　a

　　　　　　　　　　　　　　　the　two

　　　much　more　favorable
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red　significantly　more　frequently　in　the　years　when

women　were　asked　by　physicians　to　visit　their

clinics　for　periodic　‘‘renewal”　of　the　device．

Tentative　conclusions　are　that　attitudesand　confi－

dence　a　physician　has　toward　the　ring　does　in且uence

the　course　of　events　of　the　ring　to　a　considerable

extent　and　also　that　t1ユe　general　practice　among

Japanese　physicians　to　replace　the　old　device　with

a　new　one　at　certain　intervals　afEects　rather

adversely　if　viewed　from　the　standpoint　of　possible

日不妊会誌　14巻1号

use　of　the　ring　over　an　extended　period　of　time

　　　　In　regard　to　the　effects　of　long－term　coll・

tinuous　use　of　the　ring　upon　the　health　and

menstruation　of　women，　no　signi丘cant　undersirable

in且uence　was　observed　when　adalyzed　in　terms　of

menopausal　index，　irregularity　of　the　mentrual

cycle　and　the　duration　of　bleediロ9．

　　　　（This　paper　presents　only　a　preliminary　report；

aInore　complete　report　of　the　whole　studアwill

follow　at　a　later　date，）
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　国際定義に従い不妊期間2年以上で，昭和40～41年度における原発不妊446例，続発不妊383（うち人工

妊娠中絶後不妊118例）例について調査した．

　初診診察のみで通院しないものは，続発不妊（人工妊娠中絶後を除く）では35．85　°／oに達し，指導上注意

すべきことである．

　人工妊娠中絶後不妊或は他の続発不妊例では27％，24％と高率の妊娠成立をみるが，外妊或は流産に終る

ものが11％以上で，妊娠8カ月以上経過良好なもの及び挙児率をみると，何れの群も約22％前後となる．

　不妊期間6年以上の症例が百分率の上で続発不妊群で高率であり，結婚年令に差異なく，従つて初診時の

年令百分率で続発不妊群での高年化があり，特に34才以上の年令層に著しい，

　既往症，実施手術など諸報告に類似するが，われわれは手術時特に卵巣のPolycystische　Degenerationに

注意し，襖状切除を試み，このような変化が高度の月経障害例以外にも認められることを重視している．

　月経異常中持続無排卵，第1度或は第2度無月経の症例を原発不妊中に30例，続発不妊中15例経験した

が，一般に原発不妊群ではBBT曲線上からも黄体機能不全を疑わざる得ない症例が多い

　卵管疎通検査としては，Rubin－testを原則とし，反覆実施後更に異常曲線豫を示す症例には精神調整剤を

投与，その後必要と認められる症例或は他の理由から必要と考える症例に子宮卵管造影を行なうが，両法に

て疎通なき症例原発不妊，続発不妊夫々18及び4例である．尚全症例中更に夫々6及び10例に両側卵管の

疎通性を認め得ない症例がある，

　原発，続発不妊例で夫々無精子症24例，14例の精子減少症33例及び10例，精子運動性不良24例，5例

であった．

はしがき

　当院に不妊外来を設け，10年に至ったが，この間断

片的報告は数次に互り既に発表しているが，今回最近2

年間の外来患者につき，不妊婦人の通院に対する熱急，

認識等をも考慮し，不妊期間，結婚年令，初診時年令，

既往歴，既行手術，今期間中の合併症，実施手術，月経

状態，Rubin－testの成績，子宮卵管造影の成績，並に
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精子異常の出現頻度につき検討し，報告する．

日不妊会誌　14巻1号

表2　不妊婦人の不妊期間

対　象

　国際定義に従い，不妊期間2年以上の症例で，当院不

妊外来を訪れた，昭和40・一・41年度の婦人中，原発不妊

446例，続発不妊265例，人工妊娠中絶後不妊118例で

ある，

成　績

＼＼
　x＼＼・＼

　　＼＼　＼＼、
原発不妊379例

＼劉妊娠計96

続発不妊273例

　1．通院に対する認識，

　不妊患者の中には思い出したときに，諸処の外来を1

～2回訪れて中断し，転々と徒に転医を重ねる症例を経

験するので，児熱望度というか，通院に対する認識を調

査したが，表1に示す如く，殆ど唯1回の外来診察で通

院せず，諸検査を全然受けない症例は，続発不妊群で

非妊
　　妊娠計　　％娠

　～3

　～4

　～5

　－6

　～8
　・一　10

10年以上

166

40

42

16

12

　7

　5

64

12

8

4

2

0

1

230

52

50

20

14

7

6

60．69

13．72

13．19

5．28

3．69

1，85

1．58

113

21

27

12

13

7

9

表3　不妊婦人の結婚年齢

44

14

6

2

2

2

1

157

35

33

14

15

9

10

57．51

12．82

12．09

5．13

5．49

3．30

3．66

＼原ag…T・・“・・379例

　　＼非妊娠蠣娠合計

続発不妊

表1　不妊婦入の総括統計

原発不妊

非妊娠例雛香一計

続発不妊　　中絶後不妊 ～20

全症例 446 265 118 ～ 25

i例数％1例数％陣％ ・一　30

　未追跡例

　通院例
　妊　娠

流産或は外妊

67　15．02

　　379

91　24．01

5／91　　5．50

95　　35、85　　　15　　12．71

　　170　　　　　103

43　　25．29　　　28　　27．18

5／43　11．63　　4／28　14．29

35，85％に及ぶ．原発不妊群15．02％，人工妊娠中絶後

不妊群では12．7196である．

　2．妊娠成立と流産或は外妊の招来．

　通院例にっいて以各項の検討を行つたが，妊娠成立例

は，人工妊娠中絶後不妊群で27．18％と最も高く，表1

の如く続発不妊群25．29％，原発不妊群24．01％となる．

　これら妊娠例中自然流産或は子宮外妊娠に終つた症例

は，原発不妊群5．50％，続発不妊群11．63％，人工妊

娠中絶後不妊Ut　14．29％であつて，更に挙児又は妊娠8

カ月以降まで経過順調なものの割合を各群で求めると，

原発不妊St　22，69％，続発不妊ev　22．35％，人工妊娠中

絶後不妊群23．30％となり，来院し挙児の見透しの認め

られる頻度には殆ど差異を見ず，甚だ興味深い結果を得

ている．

　3．通院不妊婦人の不妊期間，

　原発不妊群と続発不妊群について比較したのが，表2

であるが，不妊期間5年までは，原発不妊群でやや高く，

6年を堺とし7年以上の不妊期間となると続発不妊群の

百分率の上での増加が目立ち，続発不妊群での児熱望の

度合というか，自己の不妊に気付き来院の遅くなる症例

～ 35

36歳以上

　9
　3．13

133
　46．18

122
　42．36

19

　6．60

　5
　1．74

4

39

22

6

0

13

　3．62

172
　47．91

144
　40．11

25

　6．96

　5
　1．39

　7
　3．47

104
　51．49

77
　38．12

13

　6．44

　1
　0．50

2

45

39

4

1

表4　不妊婦人の初診時年齢百分率比較

　9
　3．07

149
　50．85

116
　39．59

17

　5．80

　2
　0．68

原発不妊379例 続発不妊273例

非妊
　　妊娠計
t
t
t娠

　～20

　～25

　～27

　～29

　～31

　～33

　～35

36歳以上

％1輩妊購」計％

4！6
　ト
77　35

75　27

67　16

37i3
22　　2

10　　2

7　　0

10

112

102

83

40

24

12

　7

2．64　5

29，5542

26．91　41

21．9034

10．55134
　　1
6．3321

3．1713

1．8512

の増加傾向が認められるようである．

　4．不妊婦人の結婚年令．

5103．66
21　　63　　23．08

18　　59　　21．61

10　　44　　16．12

11　　45　　16．48

5　26　9．52

3　　16　　5．86

0　　12　　　4．40

　原発不妊及び続発不妊群の続婚年令を表3に示した

が，36才以上の晩婚例での続発不妊群の症例の増加傾

向が見らなるほか，著しい差異が認められるとは考えら

るない．

　5．不妊婦人の初診時年令百分率，

　当院不妊外来を訪れた時期，すなわち当院における初
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表5　不妊婦人の既往症 表6　不妊婦人と既往手術

（39）39

＼．

＼、

腹膜炎
肺結核
肋膜炎
脊髄カリエス

糖尿病
甲状腺異常

心疾患
ヘルニア

原発不妊

非

妊
娠

妊

娠

続発不妊

9

17

19

1

2

2

擁∵一劉3
醐小児糎　…3
被　爆　　　　1

非

妊
娠

11
5　1

3

1

8

5

1

中非

絶妊
後娠

3

2

2

妊

娠

原発不妊 続発不妊

非

妊
娠

1

5

1

子宮位置矯正

外妊手術

卵管開ロ

ストラスマン手術

卵巣，嚢腫別出

筋腫摘出

虫垂切除

腎摘出
脾摘出
胃腸手術

癒着症

10

9

妊

娠

非

妊
娠

中非
絶妊
後娠

妊

娠

1

診時の年令を原発，続発不妊群に分類し，その百分率を

比較すると，第4表の如くであつて，21～29才の年令層

では，続発不妊群に較べ，原発不妊群での百分率は何れ

も高率である，しかし両群間に認められる差異は全く逆

で，続発不妊群では36％余を占め，34才以上の年令層

でも尚10％余を占める．原発不妊婦人はその80％の婦

人が29才以前に外来を訪れ，既に結婚年令の上で著差

が認められず，続発不妊群での高年令化は止む得ないこ

ととも考える，

　6．不妊婦人の既往症．

　不妊婦人に認められた既往症を第5表に示したが原

発，続発不妊何れの群でも腹膜炎，肺結核，助膜炎等の

結核性の疑いのある疾患が過半数を占め，原発不妊中に

は糖尿病2例，続発不妊群中に原爆被爆1例がある。

　7．不妊婦人と既往手術．

　不妊婦人に認められる既往手術の内訳の第6表に示し

たが，子宮位置稿正が今日尚時として行われ，原発不妊

群で卵管開口術9例，人工妊娠中絶後見られた卵管閉鎖

に対する開口術が3例に実施されている．

　卵巣嚢腫合併による別出術が原発不妊群に12例，続

発不妊群で5例に実施されているが，続発不妊群の3例

は何れも妊娠の成立をみている．

　虫垂切除術は原発不妊104例，続発不妊60例にその

既往をみる．

　その他表に見らわる如く，腎或は脾の摘出，胃腸，或

は癒着による手術例が認められている，

　8．当院における実施手術或は発見された合併症

（第7表）

3

11　　　1

1

83　　2工

1

2

3

2

2　　　4

7　　　2

　　　3

　　　1
1　　　2

　　　1
34　　15

　　　1

　　　1

2

表7不妊婦人と実施手術，現症歴

1

1

3

11

原発不妊　　続発不妊

非

妊

娠

妊

娠

非

妊

娠

妊

娠

子宮位置矯正

卵管整形

5Fl巣嚢月重易lj出

子宮筋腫核出

卵巣撲状切除

卯巣嚢腫

子宮筋腫

双角子宮

附属器炎の骨盤腹膜炎

子宮膣部ビラン

中絶後頸管閉鎖

4

7

3

1

4

5

3

21

2 2

2

3　　　2

　　　1

　　　4

2　　　3

　　　1

5　　16

　　　1

2

1

1

　われわれは子宮後屈単独適症によって，位置稿正を行

わないが，子宮後屈で黄体機能不全，時には卵管攣縮の

著明な症例に位置矯正を行い，卵巣にPolycystische

Degenerationをこのような場合認めるので併せて襖状

切除術を行なつている．

　卵管の器質的疎通障害の認められる症例には，卵管開

口，整形を行うが9例に実施．

　卵巣嚢腫，子宮筋腫合併の症例中手術実施が適切と考

えられる症例には易IJ出術を行つたが，この他無月経の症

例に卵巣の喫状切除術が行われ，手術時卵管疎通性のは

じめて認められた症例及び子宮後屈に合併した著明な

Polycystische　Degenerationの5例にもこれを行つた．
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　双角子宮は原発，続発不妊の両群に5及び4例認め，

稀有の症例として，人工妊娠中絶後に発生した子宮頸管

の閉鎖を1例に認めた．

　9．不妊婦人と月経状態．

　不妊婦人の月経状態について，BBT曲線像，　Smear

所見等のほか，ゲスターゲンテスト，ホルモン定量等に

よつて，正常，BBT曲線像より明らかな黄体機能不全

と判断されるもの，散発性無排卵及び稀発月経，3週期

以上の持続無排卵月経，第1度，第2度無月経に分類す

ると，第8表の如くである．

　続発不妊群では正常と判定されたものの頻度は，妊娠

成立と否とに拘らず7096余を示すが，原発不妊群では

妊娠成立例であると否とに拘らず60％前後である．

表8　不妊婦人と月経状態

＼〉＼
　＼＼＼＿
　　　＼　　　　　’＼

＼
＼醐

原発不妊

非妊娠1妊娠
？6　f勇」数　　　 96

1181

　62．85

175
　26．04

　10
　　3．47

続発不妊

非妊娠　妊　娠

例数　　％例数　　96

52
57．14

30
32．97

2

　2．20

3

　3．301

2
　2．201

142
　70．30

39
　19．311

10
4．95

81
　3．96

　3
　1．49；

51
71．83

日不妊会誌　14巻1号

正　常

BBT黄体機能不
全

散発無排卵稀発月
経

持続無排卯3週期
以上

第1度無月経黄体
ホルモンにて出血

第2度無月経貴体
ホルモンにて川1紅
せず

8

12

3

2．781
　　」

4，17

2
1．04　　　　2．20

0

i16
22．54

0

1

14．08

3
4．23

O

　原発不妊群での月経異常というか，卵巣機能の正常で

ないものは当然高率を示す．

　持続無排卵，第1度或は第2度無月経を示す高度の排

卵障害の認められた症例は，原発不妊群に30例，続発

不妊群に15例経験され，続発不妊群では第2度無月経

の如き高度の排卵障害を認めることの頻度は稀である

が，持続無排卵或は第1度無月経を認めることは稀でな

い，

　10．不妊婦人のRubin－test成績

　Rubin・testによる曲線像から，正常曲線像を示さない

症例は2～3日後或は次周期BBT低温相の時期に更に

Rubin－testを行い，更に閉鎖曲線像を示した症例，癒着

或は狭窄像を示した症例では，精神調整剤の投与中に更

に検討し，必要と考えられる症例には子宮卵管造影法を

実施し，更に器質的閉鎖例では手術により確認に努め

た．

　続発不妊群ではRubin・test正常曲線像を示すものの

頻度は，第9表に示す如く3L96％で，異常曲線像を示

すものの頻度は高い．

　原発不妊群で妊娠成立を認めない症例での攣縮，子宮

卵管造影により確認なき閉鎖曲線豫を示すもの及び通

気，子宮卵管造影の何れにおいても閉鎖像を示すものの

頻度が他に比し，著しく高率である．

　11．不妊婦人の子宮卵管造影像．

　Rubin－testを反覆実施し，既に述べた如く，子宮卵

管造影が必要と考えられる症例にのみわれわれはこれを

実施しているが，原発不妊群中83例，続発不妊群の42

例の実施例についての内訳は第10表の如くであつて，

両群間でこれら実施例について著差をみないが，原発不

妊群での妊娠成立例では，86．67％に異常造影像を認め

表9　不妊婦人のRubin－test成績

、’

〉　一一

原　発　不　妊 続　発　不　妊

憐妊痢妊娠 計　96　非妊娠1　妊娠
　　　　　　　　　　　丁

計　　‘1。

正　常

単　縮

癒着狭窄

閉鎖（造影せず）

閉鎖←造影通過

通気，造影何れも閉鎖

例　数

70

124

6

19

11

16

28．46

50．41

2．44

7．72

4．47

6．50

246

31

33

1

1

2

2

44．29

47．14

1．43

1．43

2．86

2．86

70

101

157

7

20

13

18

31．96

49，68

2．22

6．33

4．11

5．70

316

75

66

6

4

10

4

45．45

40，00

3．64

2．42

6．06

165

28

18

1

0

1

0

58．33

37．50

2．08

2．08

48

103

84

7

4

11

4

48．36

39。44

2．29

1．88

5．16

1．88

213
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表10　不妊婦人と子宮卵管造影の卵管疎通性

一”H・“一．一

　　　　＼一．．一
疎通性　　　　　＼＼　　非妊娠
　　　　　　　　　＼、、

原　発　不　妊 続　発　不　妊

妊　娠 計　％　非妊娠 妊　娠 計　　％

両側疎通

1側のみ疎通

両側疎通なし

実施例数

33

13

22

48。53

19．12

32．35

68

13

0

2

86．67

13．33

15

46

13

24

55．42

15．66

28．92

83

17

3

13

51．52

9．09

39．39

33

5

3

1

55．55

33．33

11．11

9

22

6

14

52．38

14．29

33．33

42

表11　不妊婦人の夫の精子異常の出現頻度

原　発　不　妊 続　発　不　妊

非妊娠　妊娠 合　計 非妊娠　　　妊　娠 合　計

無精子症

精了減少症

精子運動性不良

ヒ［不　　頸管粘液
ユテ良　　　　良

1ス　　頸管粘液
ナト　　　　不良

精子異常

24

26

21

6

4

81

8．33

9．03

7．29

2．08

1．39

28．13

0

7

3

1

0

11

7，69

3．30

1．10

12．09

ず，両側疎通性の認められない2例，続発不妊の1例に

妊娠の成立が認められ，続発不妊群中で1側のみの疎通

性の認められた3例に更に妊娠成立が認められた，

　12．不妊婦入の夫の精子異常の出現頻度，

　不妊外来におてて原発不妊群の92例，続発不妊群24

例にHuhner－test或は更に直接精子検査を行い異常所

見を発見した．すなわち原発不妊群で2427％，続発不

妊群8．79％となる．（第11表）

　尚直接精子検査にて，無精子症と判定された症例は

6．3396，続発不妊群においても2例，0．73％にこれを

認とめた、

　精子減少症は原発，続発不妊群夫々8．7196，3．66％，

尚精子運動性不良を同時に合併したものは精子減少症の

中に含めて別項目を設けなかった．

　精子減少症を伴わない精子運動性不良を認める症例の

頻度は原発不妊群6．33％，続発不妊群1．83％である、

　直接精子検査を実施し得なかつた症例或は本集計時ま

でに未確認の症例を，Huhner－test不良として示し，子

宮頸管粘液性状について量，牽糸性，透過度，粘稠性並

に羊歯葉形成から，更に良，不良に分類したが，原発不

24

33

24

7

4

92

6．33

8．71

6．33

1．85

1．06

24．27

2

10

5

3

4

24

O．99

4．95

2．48

1．49

1．98

11．88

0

0

0

0

0

0

2

10

5

3

4

24

0，73

3．66

L83

1．10

1．47

8．79

妊群の1．85　9’6，続発不妊群の1．10％に子宮頸管粘液の

性状が良好であるにも拘らず精子貫通性不良，精子数の

乏しいもの或は運動性不良を認めた．

　又子宮頸管粘液の性状不良例で，更に反覆検討の要を

認める症例であるが，これを原発不妊群の1．06％，続

発不妊群の1．47％に認めている．

　われわれは当院の性格上，夫を来院させ直接精子検査

を行うことが容易でないので，簡便にして，反覆実施可

能な方法として，性交後8－一・9時間以内の時点を目標に

来院させ，Huhner－testを行い，必要ありと考えられる

症例に直接精子検査を行うことを原則としている．尚実

施時期は来院時に排卵期と思考される時点を指定し，48

時間以上の禁慾後に実施している．

考按並に総括

　国際分類に従い不妊期間2年以上の症例で，挙児を希

望して来院した症例を対象に以上の如き統計学的観察を

行つた，

　昭和40～41年度に不妊を訴え不妊期間2年以上の来

院婦人は829例で，戦後優性保護法により未産婦の人工
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妊娠中絶を時として経験するが，人工妊娠中絶後の続発

不妊例は118例，14．23％である，又続発不妊群中で占

める割合は30．81％となる．

　又初診のみで未追跡の症例が案外多いので，従来の諸

報告にも殆ど見られないことから通院例の統計に主眼を

おき，この種の未追跡例について，原発不妊，続発不

妊，更に人工妊娠中絶後の続発不妊を別項とし検討した

が，既に述べた如く満期産などで児を既に有するものも

あって続発不妊群では35．85％にも及ぶ症例が初診のみ

で，所謂不妊の原因追求，分析も行わずにその後来院を

していない．初診時の内診を主とした一般産婦人科外来

診察で満足しているとも考えられないが，不妊外来の意

義を知らず，既に1児でもあれば内診所見のみで異常な

しと知らされ，兎角挙児熱望度も低いことの現われと判

断される．又原発不妊群で15．02％であるのに較べ，人

工妊娠中絶後不妊群では12．71％であって，最もよく通

院，諸検査，相談をうける努力を払う症例は多い．従つ

て初診時に特に続発不妊例では，よく通院，不妊外来で

の諸検査，相談の必要性を理解させる努力が今後なされ

るべきと思考される．

　尚人工妊娠中絶後不妊の占める割合は，通院例で

15，8096，続発不妊全体の中で占める割合は最近の報告

中でみると，30．18％で，明石等1）の43．89b，赤須等2）

の47．4％より低く，田中等3）の33．4％に近似する．従

つて続発不妊中人工妊娠中絶既往歴を有するものに関す

る40～60％に較べ低率となる

　不妊例の妊娠成立成功率も既に諸家により報告され，

意外に低いことが知られている．

　試にわれわれの場合原発不妊群24．01％，人工妊娠中

絶の既往のあるものを除いた続発不妊群及び人工妊娠中

絶後の不妊群では，夫々24．01％，25．29％，27．18％

である，しかし不妊外来において月経異常，特に卵巣機

能の異常の際にはたとえ流産に終っても妊娠成立をみる

ことが，治療的にも，精神的にも好影響をもたらすが，

究極の目的は挙児であり，各群での自然流産又は子宮外

妊娠の招来頻度をみると，前記3群夫々5．50％，11．63

％，14．29％と，続発不妊，人工妊娠中絶後不妊群では

原発不妊群に較べ極めて高率で，妊娠成立後の管理に当

りこの点も十分考慮するべきである．

　不妊期間であるが，西村等4）は不妊期間の上からの不

妊原因に対する考察を行い男性因子では3～4年にpeak

のあることを示し，女，b生因子では2～3年にpeakの認

められるものは，子宮発育不全，子宮位置異常，黄体機

能不全，黄体罧不全内膜などの機能性因子が主で，平均

不妊期間4年6月を越えるものでは子宮体部筋腫，子宮

内膜ポリープ，子宮内膜結核，卵管疎通障害などの器質

日不妊会誌　14巻1弓

的因子を有するものであると報告している．

　不妊期間の分布は対象により異り，田中等は3年以

上，赤須等は1年以上等があるが，われわれの国際分類

に従つた調査では，不妊期間7年以上の症例の割合が，

原発不妊群に較べ続発不妊群では増加し，9～・10年，

或は10年以上の例についてみると，前者の夫々1．85

％，1．58％に比し後者では3．30％，3．6696を示す　続

発不妊群では未追跡の割合が高く，以上の如く不妊期間

の長期になつて不妊を自覚する等，これらの要因も統計

上に現われた傾向に関連すると考えられる．

　不妊婦人の結婚年令，不妊現象は結婚後に起る結果で

あり，原発不妊，続発不妊群で各年令層の百分率の上で

の著差を認めず，諸家の報告と同様である．

　不妊婦人の初診時の年令層別百分率では，原発不妊群

に較べ結婚年令の間に著差を認めないので，続発不妊群

では当然妊娠までの期間更に妊娠持続期間だけ来院は遅

れ，更に妊娠の可能性を期持する傾向も強い．従つて一

般に続発不妊群での初診時の年令は高令化を示し，且不

妊期間の長期例の頻度の増加があり当然のことである．

この傾向は西村等その他の諸家の報告でも明らかであ

る．

　不妊婦人の既往症にっいて，田中等，藤原等．西村等

及び赤須等の報告でも所謂結核性疾患と思考されるもの

の頻度が高く，西村等は続発性不妊群で糖尿病1例を認

めているが，われわれは原発不妊群に2例経験してい

る．

　近時糖尿病の増加傾向をみ，30才以上の不妊例では

必ず，本症合併の有無を検べる必要ありと考える．

　又被爆の1例を経験したが，前回の自然流産後今回通

院中に妊娠無事健児を出産している．

　既往手術中諸報告でも虫垂切除術が極めて多く，又子

宮位置矯正も今日時として行われるようであるが，われ

われは高度の子宮後傾後屈あり，黄体機能不全或は卵巣

機能異常，月経異常例に位置矯正術を積極的に実施して

いるが，前述の如く，この種の症例では腰々Polycy－

stische　Degenerationをll］ヨ巣に認めることあ！），喫状切

除術を行つている．実施手術中の卵管整形を9例に行

い，5例の無月経に対する卵巣の襖状切除に加え，特に

著明なPolycystische　Degeneration或はAuschwellung

あり，この項に5例加えた，

　すなわち従来不妊に関係ありとされている既往手術，

実施手術をわれわれも行つているし，既に卵巣嚢腫の手

術を行い，その後尚卵巣嚢腫の認められた1症例を含み

卵巣嚢腫6例，子宮筋腫合併4例，稀有な症例として人

工妊娠中絶後の子宮頸管閉鎖の1例などを経験してい

る．又双角子宮と確実に診断を下し得た症例は9例であ
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る．

　月経状態と言うか，卵巣機能の分類は諸報告者により

区々で，我々はBBT曲線にて松本の分類に従つている

が，卵巣機能特に黄体機能不全と考えられる症例では常

に同型を示さないことが多く，これを一括し，松本の分

類を診断上の参考としている．又出来る限り分泌期末期

の内膜像も追及しているが，不妊の診断，分類も大切で

あるが，妊娠成立を計ることを至上の使命と考え全例に

行っていない．従つて排卵期のSmear所見，時に尾島

式内膜診査用キューレットによる診査に重きをおいてい

る．

　原発不妊群で卵巣機能，月経状態を正常と考えられた

症例は6096前後であるが，続発不妊群では70％前後を

示す．散発無排卵，月経周期60日以上の稀発月経におい

ては，排卵時に卵、巣機能その他妊娠成立に必要な条件を

満たしておれば不妊とならない場合が多数認められるの

で，特に不妊との関係を強調すべきか問題もある，われ

われの集計中にみる持続無排卵は原発不妊群に11例，

続発不妊群に9例，第1度無．月経夫々14例，6例．第

2度無月経は原発不妊群に5例ある．

　Rubin－testを原発不妊379例中316例，86．01％，続

発不妊273例中213例，77．66％に実施したが，西村等

は通気検査並に卵管造影法を同目に実施しているが，赤

須等は造影法に優位をおいた実施報告を行つている，

　われわれはRubin－testを反観実施し，必要と考えら

れる症例に子宮卵管造影法を行うことを原則とし，卵巣

機能異常位等での爾後の甲状腺機能検査等の妨げになら

ないよう配慮している．子宮描写時に得られる曲線の恒

定したものでないことは多くの報告にあり，反覆通気の

効用を確かに認めるものもあるが，攣縮傾向のある婦人

では圧の張力が高い，低い等時により異るが，多くはこ

のような症例では攣縮像を常に認めやすい，従つてわれ

われは初期攣縮に対し，圧の高低を重視せず，攣縮像そ

のものも有無を注意している，この為攣縮曲線を得る症

例の頻度が他報告より極めて高率で，原発不妊，続発不

妊群夫々49．68％，39．44％にも達してV・る．赤須等は

原発不妊の約3分の1に閉鎖を認め，西村等も27．4％

に閉鎖を認めるというが，われわれは閉鎖曲線像の婦人

に精神調整剤を与え，34例中19例に疎通性を認めた報

告を行つており，本集計中でも16％に閉鎖曲線像を認

めたに過ぎない．癒着或は狭窄例は2．2％前後で他報告

に類似した頻度であり，興味あることは原発続発不妊

群間で差異がない．尚閉鎖曲線像は続発不妊群では約8

96である．

　結局原発不妊83例，続発不妊42例に子宮卵管造影を

行い，描写式通気法でスクリーニング後の本検査で原

（43）43

発，続発不妊群中両側共に疎通性を証し得た症例の頻度

は夫々28．92％，33．33％，1側のみに疎通性を証明し

た症例は夫々15。66％，14．29％であつて，両群間での

差異は殆どなかった．

　又Huhner－testを全症例を目標に実施し，疑点あれ

ば，これを反覆し，直接検査の必要と考えられる症例に

直接精子検査を行つているが，この間の精子異常を以て

不妊例の精子異常の出現頻度と呼称した，尚奇形精子を

認めたものは常に精子異常としたが，原発不妊群24．27

％，続発不妊群で8．79％を示すが，この精子異常が直

接不妊に関連づけられるとは断言し難く，確認し得た無

精子症は原発，続発不妊群で夫々6．33％，0．73％，

5000万／ml以下を減少症としたが，夫々8．71　％，3．66

％，又運動性50％以下のものを運動性不良としたが，

6．33％，1，83％に両群中に認められた．以上は過半の

症例に実施した訳でなく，参考としてあげた．

　すなわち以上より明石等の述べている如く，不妊症に

対しては出来る限りの検査が行われるべきで，且これら

の検査が治療，妊娠成立にもつながることを改めて強調

したい．

結　論

　国際定義に従い，不妊期間2年以上で，当院不妊外来

を訪れた昭和40～41年度における原発不妊446例，続

発不妊265例及び人工妊娠中絶後の織発不妊118例にっ

いて，統計的観察を行つた．

　1，初診のみで未追跡，不妊自覚，通院の必要性の認

識を欠く症例の頻度は原発不妊，人工妊娠中絶後不妊群

では，15％，12％，であるが，続発不妊群では35．85

％，にも及ぶ．

　2．妊娠成立は人工妊娠中絶後不妊，続発不妊，原発

不妊群の「1頂で，27～24％であるが，前2群では外妊或

は流産に終るものの頻度が約2倍高く，挙児の目的を考

えると，在胎8カ月以上経過順調な症例は何れの群も約

22％前後と大差ない．

　3．不妊期間は5年まで原発不妊群がやや多く，6年

以降では続発不妊群の方が百分率の上で高くなる．

　4．結婚年令の上で差異，特記事項はない．

　5．初診時年令百分率は続発不妊群で30才以上の症

例，特に34才以上の年令層が10％余と高い．

　6．既往症は従来の諸報告に類似し，既往手術，今回

通院時の実施手術の内訳にも特記すべき事項は特にな

い．但し手術に際しわれわれは卵巣のPolycystische

Degenerationを注目し，懊状切除を行う．

　7．月経異常或は卵巣機能異常例は原発不妊群で高率

に認められ，持続無排卵，第1度或は第2度無月経を原



44　（44） 最近における当院の不妊症．外来患者の統計的観察 日不妊会誌　14巻11ナ

発不妊群に30例，続発不妊群に15例経．験した．

　　8．通気法はRubin・testによる描写を反覆実施，閉

鎖，攣縮等の異常描写曲線像を示す場合精神調整剤を用

い，その解明の1助とし必要と考えられる症例に子宮卵

管造影法を行つたが，通気曲線閉鎖像を示し未追跡の

24例があるが，通気，造影法何れにても閉鎖像を示す

もの原発不妊18例，続発不妊4例。

　　子宮卵管造影による両側疎通性なき症例は原発，続発

不妊群夫々24例，14例である．

　　原発，続発不妊群での無精子症24例，2例，精子減

少症33例，10例，精子運動性不良例24例，5例が確

認された．

1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）

10）

11）
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西村敏雄他：日不妊会誌，

藤原幸郎他：日不妊会誌，
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林基之他：日不妊会誌，6，

五十嵐正雄他：日不妊会誌，

品川信良他：日不妊会誌，

前山昌男他：日不妊会誌，

綾延明他：産婦人科治療，

1052

12，35

9，254

12，26

7，213

4，12
142

　　6，

11，2

7，270

4，119

（1965）．

（1967）．

（1964）．

（1967）．

（1962）．

（1959）．

（1961）．

92　（1961）．

44　（1966），

　　（1962）．

　　（1962）．

Statistical　Observations　in　the　Sterility

　　　　　　　　Clinic　of　Our　Hospital

　　　　　　　　　　　in　Recent　Years

S．Mitani，　T．　Nakajima，　A．　Yagishita，

K．Shimada，　K．　Karasawa，　Y．　Adachi，

　　N．Kaguchi，　T．　Horie，　H．　Azuma，

　　　　　M．Endo　and　M．　Takanashi

Japanese　Red　Cross　Central　Maternity

　　　　　　　　　Hospita1，　Tokyo

　　　　Asuエvey　was　conducted　on　446　cases　of

primary　sterility　and　383　cases　of　secondary　sterility

lincluding　118　cases　of　sterility　following　induced

abortion）from　1965　to　1966，　according　to　the

international　definition　of　sterility　of　a　period　of

involuntary　sterility　of　more　than　2　years　duration．

　　　　In　secondary　sterility　（excluding　sterility　fo1－

10wlng　induced　abortion）35．85％failed　to　attend

the　clinic　after　the　initial　visit．　This　should　be

given　consideration　in　guidance．

　　　　In　sterility　following　induced　abortion　and

く）ther　types　of　secondary　　sterility，　pregnancy

developed　successfully　in　27　and　24％．　More　than

119る　ended　in　ectopic　pregnancy　or　abortion・　In

those　after　the　8th　month　of　pregnancy　having　a

favorable　course，　the　rate　of　childbirth　was　about

2296　in　each　group．

　　　　Those　with　a　period　of　sterility　of　more　than

6years　were　seen　frequently　among　the　group
with　secondary　sterility，　No　difference　was　noted

according　to　age　at　marriage．　Consequently，　the

group　with　secondary　sterility　shifted　to　the　older

age　according　to　the　age　proportion　at　the　time

of　the　initial　examination，　especially　above　the

age　of　34．

　　　　The　past　historアand　operations　performed

were　similar　between　our　group　and　various　others．

In　our　surgery，　special　attention　was　paid　to

the　polycystic　degeneration　of　the　ovary．　Wedge

resection　was　carried　out　for　such　changes．　The

appearance　of　such　changes　in　cases　besides　men－

strual　disturbance　deserves　special　attention．

　　Among　cases　of皿enstrual　disorders，　primary

and　secondary　amenorrhea　were　seen　in　30　cases

of　primary　sterility　and　15　cases　of　secondary

sterility．　Generally　speaking，　many　patients　with

primary　sterility　inevitab】y　come　to　a　diagnosis

of　corpus　luteum　functional　insu伍ciency　as　seen

fro皿the　BBT　curve，
　　　　The　Rubin－test　was　used　as　the　principal　test

for　tubal　patency．　When　abnormal　curves　were

obtained　after　repeated　tests，　a　psychotherapeutic

agent　was　administered。　In　cases　where　indicated，

hysterosalpingQgraphy　was　performed．　No　patency

was　seen　in　18　patients　with　prilnary　sterility　and

4with　secQndary　sterility．　Among　all　cases，16

failed　to　show　patency　in　either　uterine　tube，

　　　　In　primary　and　secondary　sterility，　aspermia

was　seen　in　24　and　14　cases，　respectively，　while

oligospermia　was　seen　in　33　and　10　cases，　and

hypokinesia　of　the　sperm　in　24　and　5　cases，

respectively．



日本不妊学会雑誌
第14醤第1rj　1969

当科のホルモン不妊クリニーク（第3報）

The　Results　of　Treatment　in　the　Endocrine　Fertility　Clinic

　　　of　Tohoku　University　School　of　Medicine（III）

　　　　　　東北大学医学部産婦人科教室（主任

　高橋克幸　平野睦男
Katsuyuki　TAKAHASHI　Mutsuo　HIRANO

吉　　田　　威

Takeshi　YOSHIDA

九嶋勝司教授）

　　福　島　峰　子

　Mineko　FUKUSHIMA

樋　口　誠　一

Seiichi　HIGUCHI

Dept．　of　Obstetrics　and　Gynecology，　School　of　Medicine，　Tohoku　University

　当ホルモン不妊クリニークで治療を受けた内分泌性不妊患者81名のうち，42名が排卵に成功し，又その

中の妊娠希望患者62名中13名が妊娠に成功した．これを各種療法別に検討するに，HMG，　HCG療法で19

例中14例（73．6％）に排卵を認めており，以下PMS，　HCG療法で44．4％，　PMS，　HCGとcorticoidの

併用療法が35．0％，結合型estrogen療法が22．2％，　Kaufmann療法が16．6％の排卵誘発率を示した．

PMS，　HCG療法は，3周期以上にわたつて継続治療を行うと，抗体産生のため排卵しなくなる例が多く，又

第∬度無月経には無効であつた．HMG，　HCG療法はPMS，｝ICG療法の無効例にも効果がある上，第H度

無月経でも排卵が認められた．HMG，　HCGの大量投与によっても排卵を誘発させることの出来なかつた例

について，各種検査の他，卵巣を組織学的に検索し，検討を加えた．

はじめに

　当科に特殊診療の一環として，主に内分泌性不妊患者

を対象とした，ホルモン・不妊クリニークが設置されて

から4年数カ月になる．当クリニークの概要，受診内分

泌性不妊症の分類，各種検査成績についての検討など

は，夫々の時点における治療成績と共に，第1報1），第H

報2）で既に報告してきた．

　近年，clomiphen，　HMG，　HPG等が相次いで開発さ

れ，治療面に登場するようになつてから，従来のホルモ

ン療法と比較し，治癒率が飛躍的に上昇した．特に

HMG，　HPGは，従来治療に使用されていたgonado－

tropin製剤の原料が異種動物なのに対し，之等は人体

からであるため，作用機序の点から考えても最も自然で

あり，且つ抗体の産生が殆んどないので連用が可能であ

る　そのため治療面での奏効率の劇的な上昇と相俊つ

て，内分泌性不妊の治癒に対するこれ迄の考え方を変え

た観すらある，HPGは直接人下垂体より抽出された

gonadotropinであるので，作用機序，奏効率の点から

云つても理想的な薬であるが，原料の蒐集に難点があ

り，将来共，一般広く使用されることは不可能であろ

う．この点，HMGは現在高価ではあるが，近い将来も

一般に普及し日常臨床に使用される可能性のあるgona－

dotropin製剤である．今回はHMG使用後の不妊クリ

ニーク受診患者につき，各種治療方法の比較検討を行っ

たのでその治療成績を併せ報告する．

1．受診患者とその診断名

　昭和41年1月1日より昭和42年3月31日迄の東北

大学医学部産婦人科外来を訪れた内分泌性不妊患者数は

197名，ホルモン不妊クリニーク受診患者は128名であ

つた．2回以上治療をうけた患者は81名であるが，こ

れは当クリニークが当地域の不妊治療のセンター的役割

を果しているためで，第H報で報告した受診患者数と比

較し，増減は認められない．排卵成功例，妊娠成功例は

第1表に示す如くであるが，この成績は第II報の成績と

比較して非常に治癒率が向上している，

　夫々の内分泌性不妊患者の診断名を第2表に示した

が，これは前年度，前々年度の診断別分類に比べ，殆ん

ど同じ傾向を示している．
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第1表　ホルモン不妊クリニーク受診患者

（昭和41年1月1日～昭和42年3月31日）

日不妊会誌14巻1号

　　　第　1　図
Gonadetropin療法

内分泌性不妊患者

クリニーク受診患者

2回以上治療した患者

排卵成功例

妊娠希望患者
女壬娠1］黛ユカf列

197

128

81

42　（51．896）

62
13　（20．9？も）

第2表　診断名

1．PM　S．HCG

　a．1，000～2，000unit／day．3’一“’10days　PMS

　1，000～3，000unit／day．3～7days　HCG

b．PMS　5，000十HCG　3，000／day

原発性無月経

続発性無月経

持続性無排卵症

散発性無排卵症

黄体機能不全症

その他

3

37

16

9

11

5

II．各種治癒法による治癒成績の比較検討

　当クリニークで行つた主要治療の成績を表に示すと，

第3表の如くである．不妊症の治療成績は対象例によつ

て異る上，治療の際に同一患者に各種療法を施す場合や

併用を試みることが多いので，一括して論ずるのに或る

種の危険を伴うが，単一療法後の排卵ならびに妊娠成功

例を対象として治療成績を分けると，第3表の如くであ

る，HMG，　HCG療法は73．6％の治癒率を示していて

第3表　主要各種療法の成績

2．HMG．　HCG

　15Piu／day　10days　　　　　　　　HMG

　3，　OOO　iu　／day　4days　　　　　　　　　　HCG

　　　　　↓↓↓↓↓↓↓↓川1

BBT測定

C．M ●　●　　●　●　　●　●　●

主
　要　検　査

S．　1 ●　　　　　■　　　●　●　●

尿中HormQn ●●　　　　　　　　　　　　●

子宮内膜

組織診
●

＼
＼＼　　　　例数
療法　　　、＼＿一＿

排卵例　　妊娠例

Kaufmann

結合Estrogen

PMS．　HCG
（Cotricoid）

HMG．　HCG
その他

36

27

36

（16）

19

　6

　6

　6

16

（4）

14

　1

　1

　2

　4

（1）

　5

　0

成功率

116．6％

22．2％

44．4％

35．0％

73．6、’

16．6％

最もよく，次いでPMS，　HCG療法，結合estrogen療

法，Kaufman療法の1頂であつた．　corticoid療法は，

PMS，　HCG療法と併用することが多いので，併用例を

（）で示した．corticoid併用療法の対象となつた例は

第H報示した如く，内分泌性不妊患者に比較的多く見ら

れた17－KS，17－OHCS排泄異常値を示した患者であつ

た．その他の療法とは，corticoid単独療法やthyroid

療法を指している．結合型estrogen療法（premarin）

には，大量を1度に投与する衝撃療法と少量を持続的に

投与する方法とがあるが，作用機序が異つていて，それ

についてはなお種々議論の余地があり，解明されていな

い点があるため，一括して結合estrogen療法として示
した．

　治癒率の最も高かつたHMG－HCG療法と，現在go－

nadotropin療法として日常臨床に最も広く用いられて

いるPMS・HCG療法については，種々の投与方法が報

告されているが，当クリニークで行つている方法を示す

と第1図の如くである．勿論，患者に個人差があり，症

状も異なるので，FSH量は個人的に加減さるべきであ

り，又HCGに切換える時期も婦人科的診察，各種臨

床検査より時期をきめ，投与量を考えなければならない

ので，画一的に論ずることは適切ではない．従つて，

PMS・HCG療法は症状の程度や患者の都合によつて各

種検査を行いながら，個人的2段投与法や衝撃的同時投

与を行つており，又HMG－HCG療法の場合も尿中

hormone測定を含む種々の検査を行いながらStaem－

mler3）の漸減方式よりもHamblen4）の方式に準じて，個

別的2段投与を行つている．

　PMS－HCG療法を行った36例の治療成績について検

討した結果を第4表に示した．散発無排卵症では9例中

6例（66．6％），第1度無月経では18例中8例（44．4

第4表　PMS．　HCG療法の成績

診断名 例数

散発無排卵症

持続無排卵症

第1度無刀経

第2度無月経

黄体機能不全症

その他

9

3

18

2

3

1

排卵数

6

1

8

0

1

0

妊娠数

2

0

2

0

0

0

成功率

66．6？～、

33．3？ご，

44．4‘㌦、

0

33．3ul，

0
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％）に排卵が認められ，うち夫々2例が妊娠に成功し

た．持続無排卵症，黄体機能不全症では共に3例中1例

に排卵が認められたが，妊娠例はなかつた．第2度月

経，その他の例（Sheehanの疑い）では排卵は認めら

れなかった．

　PMS－HCG療法は症例の選択にもよるが，一般に

steroid製剤による排卵誘発効果に比較し，治療成績が

優つていることは多くの治験者を辺めるところである．

しかし，本剤が異種動物より抽出された異種蛋白の

gonadotr。pinであるため抗原性を有しているので，連

続して使用すると容易に抗体を作り，そのため次第にそ

の生物学的効果が減退して排卵作用がなくなる．排卵に

成功した16例について，継続反復投与と排卵誘発効果

の関係を検討すると（第2図），5例は第3周期目に排

卵作用がなくなり，2例は第4周期目に排卵しなくなつ

（47）47

第5表　HMG．　HCGによる排卵誘発成績

参断名 症例数　周期数　排卵例 成功率

第2図　PMS．　HCG療法の継続についての検討

・：・　：・：3周期目に排卵しなかった例

■4周期目に排卵しなかっな例

巨＝コ妊娠成功例

持続無排卵症　　5（3）　5（3）　5（3）

舞∫1圧ど無琴刀寵差　　　8（6）　　10（8）　　7（5）

第2度無jJ経　‘・（6）6（6）12（2）
　　　　　　　　10（15）　121（17）　114（10）

　　　　　　　　　　　d
　（　）内はPMS－＾｛CG無効例

IV．各種療法による排卵不成功例

　　についての検討

100D6

70°，3

33％

67％

　Kaufmann，結合型estrogen，　cortic・id，　PMSHCG

の各種療法を長期問にわたつて試みても排卵せず，その

後，HMGが登場したのでHMG－HCG療法を強力に行

つたが逐に排卵を誘発することの出来なかった症例3例

を試験開腹し，その卵巣を検索する機会を得た．第6表

にその1症例を示したが，第3図はHMG・HCG投与
時の基礎体温曲線である．

　HMG（Hulnegon）1501．U．（第2国際単位）を毎日

19口問総旦28501．U．を投与した．その間，尿中es－

trogen，　pregnanedio1排泄の増加は認められず，頸管粘

液量は一時僅かに増加したが，その際羊歯様像は（＋）

を示したが著明な結晶形成はなく，基礎体温曲線も低温

相で1相性であった，頸管粘液が僅かに増量した時点で

HCG投与に切換えたが，尿中estrogen，　pregnanediol

第　6　表

た．5例は継続反覆投与を2周期とし，その後3～4カ

Hの期間をおいて使用した．この結果から，PMS－HCG

による排卵誘発は2周期の反覆投与を限度とし，その後

は少くとも3カ月の問隔をおいて投与するのが効果的と

思われた．

III．　HMG－HCGによる排卵誘発成績

　HMG－HCGによる排卵誘発成績について検討すると，

第5表に示す如く，持続無卵症では100　％，第1度無月

経では70％，第2度無月経でも33　％の排卵誘発効果が

認められた，しかも，これら症例の殆んどが，以前に

PMS－HCG療法を受けていて効果がなく，　HMG・HCG

療法により初めて排卵に成功している．HMG・HCG療

法については，更に症例を追加して，詳細な種々の臨床

検査成績，副作用，妊娠分娩について検討を行い，別報5）

で報告しているのでそれを参照されたい，

症例一2礁
　既往歴；特記事項なし

　既往妊娠；2妊0産
現症　？

　昭和33年11月，結婚以来刀経ゴ圧量が少くな

　つて来た．昭和36年以降は1年に1回の性
　器出血のみ．昭和40年以降当科で種々の治
　療を受けているが排卵はしない．

組織検査成績

　子宮内肱は萎縮像のみ．

聯HIG開始

19－〉へ＼＼！1・・・・…！一・・一・e

mg／day

！．5

1．0

0．5

CM　　（一）（－X－）（－X－）（一）（十）（十）（一）（一）
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1

　　　第　3　図

当科のホルモン不妊クリニーク（第3報） 日不妊会誌14巻11ナ

鮮夢纐磁伽7iコ

認

蔵 irr

毒　　　十，隠ξ

妻

p］asiaが種々のhormone療法を受けているうちにia－

trogenic　diseaseとなつて高度に萎縮したものと考えら

れる．

第　4　図

考　按

嚢

第　5　図

は依然増加せず，遂に排卵誘発は不成功に終った，

　gonadotropin投与終了後，試験開腹したところ，両

側卵巣は肉眼的には小指頭大で小さく姜縮しており，そ

の両側卵巣の一部を切除して組織学的に検索したとこ

ろ，両側共第4，5図に示す如く，卵巣皮質は繊維性の

密な結合織の配列を認めるのみで，原始卵胞から成熟濾

胞に至る迄の卵胞を一切認めず，又，髄質も血管に乏し

く，結合織性であつた．他の2例でも卵巣は組織学的に

は同様の所見を示していたが，これら3例は共に続発無

月経患者であつたことより，又，特にこの症例は既往歴

の示す如く以前に妊娠した可能性も考えられるところか

ら，afollicularではなくてfollicularのovarian　hypo一

　最近の内分泌学の進歩，発展により，排卵の機序が解

明され．又，排卵障害の原因が種々の検査法によつて明

かにされ，合理的な治療が可能になつた，しかし，最近

の内分泌性不妊症の治療成績の向上は，新しい排卵誘発

剤であるclomiphene　citrate，　HMG，　HPG等の開発に

負うところが大きく，従来は到底治癒し得ないとされて

いた重症な無排卵症も，最近は治療の対象として考えら

れるようになつた．しかし，これらの新しい薬剤の登場

によつて，無排卵症の治療が全べて可能になつたわけで

は勿論ない．先天性の下垂体，卵巣，子宮の疾患に対して

はこれら薬剤は殆んど効果がなく，又，続発性にひきお

こされた内分泌臓器やtarget　erganの重症障害例に対

しても治療効果はあまり期待出来ない．いかに新しい，

強力な排卵刺激物質が開発されても，対象が自ら限定さ

れるためその治療には限界があり，内分泌性不妊症の治

療はこの範囲内で考慮されなければならない．従つて，

内分泌性不妊症の治療には，まずその原因障害の部位，

程度の検索のため，詳細な婦人科的診察や尿中hormOne

測定を含む各種臨床検査を行うことが必要となる．Phi－

lip6）は，101例の原発無月経中，41例が異常染色体をも

つていたと云い，原発無月経患者には染色体分析，尿中

gonadotropin定量の必要なことを強調している程であ

るtかかる，一連の検査によつて病因論的な因果関係を

把握して治療を始めなければならない．

　しかしながら，現在の時点では，尿中hormone測定

を含む各種臨床検査をroutineに行い得る診療施設は

極く限られており，又，間脳，下垂体，卵巣，子宮の各

部位の疾患を種々の原因によつて細かに分類しその個々

をとりあげて治療法を論ずるのは，一部専門研究者の興

味をそそるにすぎず，実用性に乏しく，一般臨床的では

ない．排卵障害が下垂体性か，卵巣性か，子1－コー性かを推

定するのに，一般には所謂Kupperman方式による負荷

試験が行われているが，小林8）はchomid，　HMGが一一

般の診療面に登場する趨勢にあるところから，Kupper－

man方式に新たにclomid　test，　HMG－HCG　testを加

えた新しい負荷試験を考案した．clomid　HMGの一般

での使用が間近い現在，この方式は実用性があり，推奨

出来る方法と思われる．

　estrogen，　gestagenの単独療法や同時餌用療法（com－

bination　method），Kaufmann療法（sequential　method）

は相当以前から日常診療でひろく用いられている方法
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で，これによつて排卵を誘発し得たと云う報告も数多

い，従つて，今改めてここで論ずる必要はないが，一般

に排卵誘発に性steroidを使用することは，消退出血を

反覆することにより自然に排卵を誘発させるばかりでな

く，無月経による二次的な子宮内膜の萎縮性変化を防

止，改善し，消退出血発来の心理的効果も期待出来るの

で，第一度無月経の軽症例にはかなり有効なことが多

い．かかる意味で，clomipheneやHMGが実地に使

用されるようになつた今日でも，診断の補助や，原因追

及の目的からだけでなく，ClomipheneやHMGの使

用前にまず第一に試みるべきである．結合型estrogen

であるpremarinは視床下部を刺激してLH－RF放出

を促することにより，二次的に排卵を誘発すると考えら

れているが8），Fougas9）は視床下部を介するだけでなく

直接下垂体に作用してLH排泄を促進し排卵を惹起す

るものと考えており，一定していない．投与方式として

注射による大量衝撃方式と微量持続方式とがあり，一般

・に卵巣に成熟卵胞の存在しない時や，上部性中枢の

iestrogenの反応性のない時は効果がないところから，

premarinによる排卵は，頸管粘液量が300　mm3以上

の時に成績は良好と云われるB）。福島1°）はpremarin微

量持続投与時の尿中FSH，　LH測定結果より，　premarin

投与前に微量のestradiol　benzoateを投与することによ

つて，FSHの分泌が促され，卵胞が成熟するので良結

果が期待出来ると報告している，之等の1生steroidによ

る排卵誘発は，gonadotropin投与がexogenousなのに

対し，あく迄もendogenous　gonadotropinの分泌を促

進させることによつて排卵を誘発させるので，より生理

的であり，従つてgonadotropin療法時におこる種々の

副作用の問題もおこらない特徴がある，

　PMS－HCG療法についても性steroid療法と同様多

数の報告があり，又，PMS負荷後のestrogen増量反

応をもつて卵巣機能の検査，診断に使用出来ることにつ

いては高橋11），倉智12）が報告している．しかしPMSは

異種蛋白であるため反覆使用することにより中和抗体の

産生を来し，卵巣に対する反応がなくなるのが最大の欠

点である．我々の成績の示す如く，3周期以上の反覆使

用はせず，2周期迄の反覆を限度とする点に留意し，対

象を選択し，適応を考えて使用すれば非常に高い排卵効

果を期待し得る．ただ，PMSは抽出の過程でFSHが

失れていて極く僅かしかなくPMSの作用はHCG作

用であると云われる13）．それでたとえ動物性FSH製剤

であつても，FSH作用の強い製剤であるなら，反覆療

法による中和抗体の産生にさえ注意すれば，HPG製剤

と殆んど同じ排卵効果をあげ得ると云う報告13）もあり，

HCG作用の強いPMS製剤に変るFSH作用を主体と

（49）49

した動物性FSH製剤の開発も望まれる，

　治療成績の検討はKaufmann療法では非常に多くの

報告があるが10～20％と云う報告が多い．premarin

による無排卵の治療成績は17．4％～44％14）迄種々あ

り，これはこの製剤が他のsteroid　hormoneと異り，臨

床に使用されてからの期間が比較的短いため，適応の選

択と投与形式が報告者によつて異なるため，治癒率に差

が出たとも考えられるがKaufmann療法よりも高い治

癒率を示している．PMS－HCG療法や更にcorticoid

療法との併用についても，本邦に於ては比較的古くから

広く行われており，投与方法は大量同時投与と松本の所

謂one－two　cyclic方式の2つの方法が広く日常臨床に

用いられている．この療法は原発無月経には殆んど効果

はないが，無排卵周期症や続発無月経等では40・一　60％

に排卵の誘発を見たと云う報告が多い．当クリニークの

PMS－HCGによる排卵有効率は44．4％であったが，適

応の選択によつては更に排卵率を高めることが可能であ

ると思われる．

　HMG－HCG療法については，一部，前報で述べたが，

その後1年の間に非常に多くの報告がなされている．当

クリニークのHMG－HCGによる排卵の誘発は平均
73．696で最も高かつたが，これは小林等18）の報告とほ

ぼ同じで，その他の報告もほぼ同じ排卵成功率を報告し

ている19），本剤は非常に強い排卵誘発作用があり，特に

尿中gonadotropinやestrogen排泄が低く，　Culdo－

skopyで卵巣，子宮共に小さく，内膜萎縮性の所謂

hypogonadotropic　hypogonadismにも効果があるの

で15），正に画期的な排卵誘発剤である．HMG　80単位

で排卵誘発可能と云われるほど強力な排卵作用をもつ点

からみてもIG），本剤使用時には頻繁な内診検査，基礎体

温測定，尿中estrogen，　pregnanedio1測定，頸管粘液

量，結晶像，膣細胞診等の検査が卵巣腫大に随伴する種

々の副作用や過排卵を予防し得ると思われる17）．

　今回の治療成績にはclomiphene　citrateによる排卵

誘発効果成績は含まれていない．Clomipheneについて

我々が行っている基礎的，臨床的各種検査成績，治療成

績は次回に改めて述べることとする．

むすび

　昭和41年1月1目より昭和42年3月31日迄の期間

に東北大学医学部産婦人科，ホルモン不妊クリニークを

受診し，治療をうけた81名の内分泌性不妊症患者の各

種hormoneによる治療成績を分析，比較検討した．
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The　Results　of　Treatment　in　the

　　End㏄rille　Fertility　Clinic　of

　　　　Tohoku　University　School

　　　　　　　　　of　Medicine（III）

　　Katsuyuki　Takahashi，　Mutsuo　Ilira皿o，

　　Mineko　Fukushima，　Takeshi　Yoshida

　　　　　　　　　and　Motokazu　Higuchi

Dept．　of　Obstetrics　rnd　Gynecology，　School

　　　　　of　Medicine，　Tohoku　University

　　　　Eighty．one　anovulatory　infertile　patients

received　many　kind　of　therapy　and　ovulation　was

achieved　in　forty－two，　Pregnancy　resulted　in　130f

the　62　patients　that　had　desired　it．　　Of　the　19

infertile　patients　treated　with　HMG－HCG，14

（73．6？E＞ovulated　by　basal　body　temperature　curve，

vaginal　smear　corni丘cation　and　cervical　mucus

ferning，　and　5　became　pregnant　at　least　once　as

aresult　of　therapy．　The　induction　ratio　of　ovula－

tion　with　PMS－HCG　therapy，　the　combination

therapy　of　PMS－HCG　corticoid，　conjugated　estrogen

therapy　and　Kaufmann　therapy　were　44．4％，
35。096，　22，29も　and　16．696　each，　　Over　three

treatl皿ent　cycle　of　sequential　administration　of

PMS－HCG，　ovulation　could　not　be　induced　mostly

by　appearance　of　the　antibody　and　PMS－HCG
therapy　was　ineffective　to　the　patients　not　responsed

to　exogenous　progesterone．　However，　HMG・HCG

therapy　was　effective　to　the　patients　not　induced

ovulation　by　PMS－HCG　therapy．　The　ovary　not

responsed　to　the　adIninistration　of　large　dosis　of

I－IMG－HCG　was　inspected　histologically．
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　女性化乳房を主訴として来院した31才既婚の技術者を検索した．既往歴，家族歴共に特記すべき事はない．

患者出生時母親年令は21才であった．配偶者は婦人科的に異常認めないが，結婚後1年半経過して妊娠の経

験はない．性交は通常に行われて来ている．患者の性格は内向的にしておとなしい．知能程度は正常．体格

は痩型にして体毛は極めて乏しい，女性化乳房は軽度のものであり，陰茎は正常に発達，睾丸は両側共に示

指頭大で発育悪い．尿中ゴナドトロピン値は128単位以上と高い、精液所見は無精子症である．性染色質陽

性にて染色体構成47／XXYを示した．睾丸組織像は精細管の硝子化変性を認めたb以上よりKlinefelter症

候群と診断し，現在男性ホルモン補充療法中である．

1緒　言

　Klinefelter症候群は，1942年Klinefelter，　Reifen－

stein，　Albrightによる報告を見て以来，臨床的に諸家

の注目を集め幾多の報告がなされて来た．所が細胞学的

検索が可能となるや，この症候群にもこれが検討され，

その定義，その他にも新たなる問題が提起される事とな

った．我々は最近女性化乳房を主訴とした症例を経験し

たので，その報告と共にそれらの問題点に若干の文献的

考察を試みたい．

II症　例

　患者：31才，技術者，既婚

　初診：昭和42年9月15日

　主訴：全身倦怠感，女性化乳房

　家族歴：両親共健在で色神異常認めず．

　患者は6人兄弟の2番目で，末弟は16才であるが10

才程度の体格を示す倭小躯である．

　患者出生時の両親年令は父親25　才，母親21才，で

あった，配偶者は26歳で健康，婦人科的に異常はない

が，結婚後1年半経過して妊娠の経験はない．

　既往歴：特記すべき事なし，

　現病歴：約3カ月前より全身倦怠感と共に腰部重圧感

が起り，就労にも苦痛を感ずる様になつた．又その頃妻

に乳房の肥大を指摘されていたが疹痛は認めなかった．

性生活は順調であり，射精量は少ないが，性交は通常に

行なわれて来た，患者の性格は内向的で温和しく，子供

の頃より女の様だと云われて来た．学歴は中学卒である

が，成績の中の上位，家庭の事情から就労して居り，現

在X線を使用してのボイラー製造に携っている．

　現症：身長160．3cm，体重45．Okg両手幅間168．O

cmの痩型で，皮下脂肪沈着は極めて少ない．顔貌は秒

小児的であり，髪は3日毎に剃る程度にうすい，恥毛は

17才頃に発毛を見たが，腋毛と共に極めて乏しい．胸

部は軽度に隆起を示し，乳量も発達しモントゴメリー氏

腺を著明に見る女性乳房である，乳頭部を含め圧痛はな

い，性器を見るに陰茎は正常大であるが睾丸は媛小にし

て両側共示指頭大，その性状は弾性軟である，副睾丸精

管は正常であるが，前立腺の発育は稚悪い．

　検査成績：血液像，血液化学所見に異常なく，腎機能

も正常である．甲状腺機能は基礎代謝率一896，T3試

験36％，1311摂取率30％と正常域にある，トルコ鞍も

頭部レ線像では異常を認めない．レ線上精嚢腺の発育は

悪い．尿中ゴナドトロピン値は128単位以上と高値を示

すも，尿中17－KS排泄1日量3．52　mgと稚低値であり，

17－RGS　6．45　mg，17－OHCS　1．9mg，　Estrogen　11，2

μgPregnanedio11．46　mgである．精液所見は，精液
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図1　染色体構成47／XXY
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　　　　図　2　睾丸組織像　（×100）

精細管の硝子化変性と問質細胞の集合をみる

図3　睾丸組織像（×400）

量0．5mlと僅小の上無精子であった．知能指数は脳研

式にて73である．

　性染色質は24％陽性，性染色体i数47，性染色体構成

はXXYを示す（図1）．生検により得た睾丸組織像で

は，精細管に精細胞，Sertoli細胞を共に認めず全くの

硝子化像を示し，問質にはLeydig細胞の巣状集合を認

めた（図2・3）．以上の諸検索よりKlinefelter症候

群と診断し，現在男性ホルモン補充療法中の症例であ

る，

III考　察

　1942年Klinefelter等1）は男子に於て女性化乳房，綾

小睾丸，無精子症，FSHの分泌過剰を示す症例にKli－

nefelter症候群と命名した．しかし，その後Nelson

等2）は女性化乳房は本症候群に於て，必発症状ではな

く，本症に特有なものは睾丸組織像に見られる精細管の

硝子化性並びにLeydig細胞の集塊であるとした．

　1949年Barr等3）の猫の神経核細胞での性染色質の発

見に始まるが，Moore等（1953）4）は人の皮膚組織に，

次いで人の口腔粘膜細胞（1955）に性染色質を発見し5），

これは女性では見られるが男性では殆ど見出し得ないも

のであるとした．Nelson（1955）6）はKlinefelter症候群

を呈する19才の青年に性染色質を発見し，更にJacobs

等（1959）7）は性染色質陽性のKlinefelter症候群の患者

は，正常男子の染色体構成が46／XYB）9）であるのに対し

47／XXYである事を報告し，次いで，　Ohno等（1961）1°）

は1個の性染色質はこの過剰な1本のX染色体に由来す

るものである事を推論した．

　この段階に至りKlinefelter症候酵は当初の睾丸組織

所見を基礎とした臨床的分類から細胞学的検索を主とし

た原因論的分類に重点が置かれたものへと推移し，現在

では本症候群は性染色体異常及びこれによる睾丸の発育

不全を示しすものであると考えられる様になつて来てい

る．

　現在迄に報告されているKlinefelter症候群を呈した

ものの性染色体構成はxnY又はXnYY型（n＞1）乃

至そのモザイクであるが，この中に於てもXXY型が

60％余を占め本症候群の基本型とされ11），自験例も之

に属する．

　XXY型の発生機構については，第一に両親の何れか

一
方の配偶子形成過程に於けるX染色体の不分離の揚

合，第二に正常な性染色体構成XYを有する受精卵の

第1卵割時にX染色体が不分離を生じ，YXY型となる

場合が考えられる．男親由来のX染色体をPP，女親の

ものをXmとする時，　XXYにはXmXmY型とXmXpY

型の2種類の存在が推定される．

　本症候群の患者出生時に於ける母親年令は比較的高い

事が知られており平均32．5才という報告もある12）．外

村13）はXmXmYm型の揚合は母年令が39才と41才，

XmYpY型の場合は17才25才及び27才であったとし，

XXY個体の発生には母年令が強く影響を及ぼす場合と

然らざる場合とが存在し，前者はXmXmY型で後者は

XmXpY型である可能性が強いのではないかとの見解で

ある．



fi召禾0　44　ti＃　1　月　　1　日 片山　喬・北原敬二・今津　嘩

　精神障害と本症候群との関係に言及したものは，Mo－

sier（1957）14）が性染色質陽性のKlinefelter症候群の13

例中11例に精神障害を発見したのに始まる．知能障害

と性染色体異常との関係は不明であるが，精神障害男子

の約1％は本症候群であるとも云われ，Ferguson・

Smith15）エ6）は精神障害者663例中8例1．21％に性染色

質を発見し，その知能指数は55”一　77と低値であったと

報告している．Prader17）は366例中8例2．38％に性染

色質陽性者を発見し，その知能指数は62～94であり，

本症候群は重症障害者よりも軽度障害者に容易に見出さ

れるものであると述べている．自験例は知能指数73（脳

研式，一般青年男子平均57．5）で，かなり知的な職業

に従事しており知能の低下は認められなかつた．

　本症候群の患者は幼時より感情鈍麻，寡動，知能低

下，臆病等が人格的特性として挙げられ，積極性の欠如，

動作緩慢，無器用等が目立ち，多くの者は怠け易く，疲

れ易く，よく眠るとされているが18），自験例にもRors－

chach　testによる心理学的分析を行つた結果，略々同様

の性格傾向を認めたが，この点に関しては別の機会に報

告する予定である．

　睾丸所見についてみると，思春期後の本症候群のもの

ではその特徴的な組織所見としてtubular　hyalinization，

aspermatogenesis，　Leydig　cel1の巣状集合が挙げられ

るが，この一連の精細管硝子化過程は非常に早期に即ち

思春期に入ると直ちに発症するといわれるが，この変化

は低androgen，正常又は高FSHの条件下で起るとさ

れている．Klinefelter症候群では何らかの先天的欠陥

の為にLeydig細胞の発育不全があり，思春期に入り

ICSHの分泌が開始されても僅かのLeydig細胞1か発

育して来ない為，著しいandrogen不足状態を起し，

androgen依存性の極めて強い糖細管壁のfibrobユastが

変性を来たし，為にFSH高値を来たす事により硝子化

変性を生ずるものと考えられる，

　Klinefelter症候群とFertilityについてみると，一般

に本症候群の患者はaspermat。genesisであり，　Ken－

neth19）の17例では精液量は0．3～6．Orn1，平均2．5ml

であるが，この精液には精子は全く認められず不妊であ

る．自験例も無精子症で，睾丸組織像はいわゆるghost

tubulusを呈するものであつた．しかし，興味深い例で

あるが，性染色質陽性で染色体構成XXYの40才男子

が2人の父親という極めて稀な報告も見られる20），この

症例では全精液中に20×104の精子を認めている．

IV　結語

　女性化乳房を主訴として来院した31才男子を検索し，

性染色質陽性，染色体構成47／XXYのKlinefelter症候

（53）53

群と診断した1例を経験したのでその症例を紹介すると

共に若干の文献的考察を試みた．

　本論文の要旨は第314回日本泌尿器科学会東京地方会

に於て発表した．

　稿を終えるに際しに校閲を賜つた恩師百瀬剛一教授に

深謝し，同時に染色体分析を御教示下さつた東京医科歯’

科大学外村晶教授に感謝致します．
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ACase　of　Klinefelter’s　Syndrome

　Takashi　Katayama，　Keizi　Kitahara

　　　　　and　Akira　Imatsu

From　the　Department　or　Urology，　School

　　of　Medicine，　Chiba　University

　　　（Director：Prof．　G．　Momose）

　　31years　old　married　eng｛neer　visited　our

clinic　with　the　chief　complaint　of　gynecomastia．

Past　history　showed　nothing　particular．　Patient

married　1．5　years　ago　and　was　able　to　have　inter．

course，　but　his　wife　had　not　experience　of　pre・

gnancy．　He　was　born　when　his　mother　was　21
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years　old．

in　height，

of　subcutaneous　fat．

developed

normal　size，　but　testicles　were　very　smalL

　　　　Laboratory　examination　showed　nQrma11311．

uptake　　of　3096，　triiodthydronine　　test　3696，

urinary　17　KS　3．52　mg／day，17　KGS　6．45　mg／day，

His　constitution　was　slim，160．3cm．

45．Okg．　in　weight，　poor　development

　　　　　　　　　Pul〕ic　and　axillar　hair　was

very　poorly．　Penis　was　developed　in

170HCS　1．9mg／day，　estrogen　11．2　mg／day，　pre－

gnandio11．46　mg！day　and　total　urinary　gonadotro－

pine　high　value　of　128　m．　u．　u．．　Examination　of

selnen　revield　no　spermatozooa．　Sex　chromatin

was　positive，　number　of　chromosomes　was　47
structure　and　the　type　was　XXY．　Testicular　biopsy

showed　hyalinization　of　semirliferous　tubules．
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卵管角の凝固不妊手術手技と術後の子宮卵管

造影法における鎮痙剤使用の意義

The　Technique　of　Sterization　by　Uterine　Cornual　Coagulation，　and

　　　　　　The　Meaning　of　Applying　Spasmclytica　for

　　　　　　　Hysterosalpingography　after　Coagulation

　　　　東京都

石　　川　　文　　夫

　Fumio　ISHIKAWA

Tokyo

　高周波電流による卵管角の凝固の深さを電極を構成する曲線の太さにより，その広さを電極の形と方法に

よって所定の凝固条件で行ない，508例中卵管造影法H．S．Gを行なつた402例に，第1回凝固80～90％，

第2回は略々100％に近い成績を得た．

　凝固後のH，S．Gに卵管弛緩剤と水性造影剤を用い

し，外妊の予防を試みた．

250・一　300　mmHg程度に加圧して卵管の疎通否を判定

緒　言

　卵管角によく接触する所定の電極を使用して子宮腔長

別凝固時間，電流，温度の標準平均値第4表で卵管開口

部を卵管の方向に凝固した，その凝固条件の何れかが不

完全であれば卵管の不通化は失敗した，

　凝固による変化は内膜の癒着，筋層の増殖，癒着，卵

管の萎縮，狭窄，機能障害などであり，その主な不妊効

果は癒着，機能障害であろうと思われた．

　しかし，最近の標準値で凝固した組織標本はまだ得ら

れず，証明できないが現在の曲線状電極は実験初期に使

用した尖形電極のように卵管を問質深く凝固できないか

ら筋層の癒着はその増殖部であろうと考えられ，術後の

H・S・G写真ことに癒着部の剰離と思われるH．S．G時の

出血がその参考になり，また機能障害は摘出標本にみら

れた卵管萎縮と凝固後長期間不妊を続けた妊娠例の人工

流産後，H．S．Gに鎮痙剤を投与し，明らかな卵管の疎

通を証明した症例がその参考になつた．

　現在，本不妊法が手探りで行なわれる限り1回の凝固

で8096代の不妊効果を得ることはすでに努力の限界と

思われ，さらに成績を高めるには凝固直前のH．S．Gで

卵管角の形と方向を識別して適合する電極と方法の注意

を要した・また，術後のH．S．Gを約180　mmHgで月経

周期の中間に行なつても造影剤が淋巴道に漏れる症例が

あり，加之，H．S．Gに鎮痙剤を投与しても尚250～300

mmHgの加圧を要する症例があるなどの点で，それら

の要望を一挙に叶える方法は透視下の操作以外に求めら

れない．

　M．Hyams（1934）はレ線透視法により卵管角を探し

て凝固すれば成績が優秀であると報告した．勿論その不

妊効果には直視下と手探り操作の差があると思われるが

術式は踏襲されなかつた．しかし，Hyamsの実験の成

否に拘わらずその教訓は本稿の実習段階を消略すれば透

視下の凝固もその意を得なかつたことの証明であろうと

思う．

1使用器具

　高周波電流計，電気温度計，秒時計を備えた電気メス

装置によつて卵管角に深さ2～3mmの凝固を行なうた

めに導子先端を直径1mm，露出部金属面積が約47．10

mm2に相当する曲線（写真第1表1）で構成し，曲線

の内側に感温器Thermist6rを内蔵する円形，鈍角（広

角），鋭角（狭角）形をなす電極とした，
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II凝固方法

　第4表子宮腔長別凝固時間（秒），電流（mA），温度

（C）の平均値を目標とし，電極を卵管角部前後壁間に

zigzag状に移動しつつ通電し，最大数を記録した．電

極，卵管角の接触が不充分であれば時間は平均値より短

く火花放電して凝固は不足するから，H・S・G・後の凝固

には卵角管の広狭に応じた電極を用いた．

　円形電極，広角電極の幅は各9，10mmであり，こ

れに所定電流を通じて深さ2～3mmを凝固すれば卵管

角は各11・》12mm，12・一　13　mmの幅で，横に移動する

範囲の凝固ができた．

　前記電極，平均値で凝固する深さが常に2～3mmで

あることは子宮筋腫嫡出直前の卵管角と牛肉片を同一電

極で凝固した深さと凝固電流，温度が毎回略々平行した

数宇を示すことを参考にした．

III疑固後の帯下，出血

　処置後，消炎剤，子宮収縮剤3日分を携行させ，約10

H間家事その他を控え目にすることを指示した．受術者

の数例は集金など，重労働により1週間後に月経量程度

の一過性出血をみ，前記薬剤と安静で止血した．

　凝固後約3週間を山とするこげ茶色，薄紅無色，微量

の帯下をみるのが普通である．

　H．S．G後の出血は子宮収縮剤と1時間程度の臥床で

止血した．

IV　疑固後の影像と卵管所見

　第1表2はかって卵管妊娠で結紮した右卵管角原形と

凝固によつて変形した左側を子宮体長軸を対称に比較し

た．

　第1表3は標準平均値以上で凝固した子宮腔の癒着と

狭窄．

　第1表4はR．L．　Dickinsonが凝固の刺激で拡張し

たと云う卵管問質部とその終像で，最近数年間はみ当ら

なくなつた．

　第1表5（1）は間質部妊娠例の約4年5ヵ月前のH，

S．Gで，左問質に分岐した陰影があり，凝固不充分であ

る．次も同前の凝固と注入圧によるH．S・Gで管弛緩剤

を使用せず疎通は証明できなかった．

　第1表5（2）は同例の疎通側卵管で，最初の2枚は子

宮体近接部，次2枚はその拡大豫．終りの2枚は同卵管

の略々中央部断面とその拡大像である．最初の4枚，卵

管狭部の管腔は略々正常で炎症はないが，周囲の筋層及

び粘膜下層，粘膜壁は萎縮し，乳噛状構造が単純とな

り，粘膜下層は結合織細胞に富んでいる．残る2枚，卵

　1．電極　2．標準数値の凝固
円形鋭角鈍角形　　右側結紮，左側凝固

丁

　3．標準数値以上の凝固

　　（1）内膜癒着，凝固3カ月

　　　、，轡・

　　（2）指状の影像，3カ月後

曜，課騨
4．　卵管問質部の拡張

　凝固1回　　2回　　　3回

左右対称

∀量マ
tt・ 　　　げ

』【、蹴調冒齢，

観■団

5．　卵管間質部妊娠

（1）凝固後

　6カ月　　1年3カ月後

N
◇

（2）4年5カ月後
　　（疎通側卵管）

管の略々中央部は肉眼的に肥大しておらず，組織学的に

は管腔粘膜嚢の配列が乱れ，粘膜上皮も一部変性してお

り，粘膜下層，筋層は萎縮性である．

　本例は卵管が疎通しているので久しい間妊娠しなかっ

たことについて凝固による機能障害とその復活が考えら

れた．

　第2表1は円形電極が卵管角によく接触したと思われ

る4例で，腔長13cmの妊娠中絶の後，凝固1回で成

功した症例．

　以下は円形電極の不適合で失敗したと思われる広い卵

管角と狭い卵管角で第2表（1）（2）は1回凝固に失敗する

と同じ電極で2回以後の凝固が容易に成功しなかった症

例である，

　　　　　　　　　　V　成　績

　第3表は円錐形電極の使用例106例と術後のH．S．G

で卵管の不通を認めた曲線電極の使用例402例，計508

例の年度別凝固回数別症例で凝固を繰り返した主な原因

は使用電流温度が第4表の標準より低く，電極の接触が
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　　　　第2表　卵管角と円形電極の適合

　1．　適合例

　　妊娠時の子宮腔長13cm

ρ

2．　不適合例

　広い卵管角

ヤヤ

狭い卵管角

噛

7

駅

レ、

　　　ノし可

（1）凝固前　凝固後

▼

詳’

碑

皆一”

9
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　　　　　　　　　第2表　卵管角と円形電極の適合

　　　　　1．適合例
　　　　　　妊娠時の子宮腔長13cm

’vg

A
》

（2）凝固1回　凝固2回

2．不適合例
　　広い卵管角

rヂ11腎「噸ヅ錫
　狭い卵管角

ぐ饗判【ママ鮮欝ワ

　　（1）凝固前　凝固後　　（2）凝固1回　凝固2回

第3表　凝固回数別年度別卵管不通手術例数

年度（昭和） 計
小　計

囲経後人流後

　　　　　　　　　　「28～41　　　　508　　　116　1　392

　　　　　　　　　　L
円錐形電極の使用例

1　回 2　回 3　回 4　回 5　回

月雛圃人流後（廟轍人流後1服痴蔽月細人流後百磁人流後

・・6（9・）1　22・（57）1・・1・23 37i 6 1

・S－321・・6268・

曲線形電極の使用例

23（88） 29（36）｝3 38　1 ・・1
2 1

33～41

　33

　34
35【一・　41

　35

　36

　37

　38

　39

　40

　41

402

301

51…

　　］

29

43

48

54
　　1
521

　　1
48

47

90

11

14

6

3

10
　114

16

81

81

3121

1gl

　　I
37i

23

40

38

40

36

40

39

83（　92）　　196（　62）

11（100）　　　12（63）

14（100）　　　30（79）

　（iJ、言十212イ列）

6（100）

2（66）

6（60）

13（92）

15（93）

8（100）

8（100）

12（52）

23（58）

16（42）

21（53）

19（52）

32（80）

31（79）

よくない卵管角を火花放電までの凝固にとどめたためと

思われる．

　33～34年は電流，時間を凝固目標として，凝固後の

7

1

4

1

1

85

5

4

8

12，

11

14

16

7

8

27

2

3

3

5

9

3

1

1

4

2

2

第1月経が欠除する症例が増加したので35年以後は時

間，電流，温度を計測した，1回凝固の成功例212例の

内，480～600mAで凝固した127例を妊娠時，非妊娠
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第4表　凝固時間，電流，温度の子宮腔長別平均値

腔長（cm） 凝固時間（秒） 這　流（mA） 温　度（℃）

人

工

流

産

時

月

経
直
後

7．0

8，0

8．5

9．0

9．5

10．0

10．5

11．0

11．5

12．0

12．5

13．0

45（35～　65）

58（40～　77）

59（40～　75）

58（35～　81）

63（35～　90）

67（45～105）

75（60～　85）

70（40～　85）

65（60～　75）

70（60～　85）

70（60～　80）

76（70～　80）

500（480～510）

504（480～550）

506（450～550）

508（465～560）

516（500～550）

512（480～600）

523（500～550）

533（510～550）

530（500～550）

530（510～550）

530（520～550）

530（510～550）

　6．5

7～7．5

　8．0

　8．5

　9．0

44

47（35戸》　58）

47（35～　70）

51（44～　60）

47（35～　60）

111（102～120）

108（100～125）

112（100～120）

110（100～120）

111（100～120）

110（　98～120）

111（104～120）

116（115～120）

115（110～120）

115（110～120）

115（110～120）

120

500

497（450～550）

504（480　一　530）

513（480～550）

510（470～550）

105

111（102～120）

112（103～120）

112（110～120）

112（105～120）

時に分け，腔長別として時間，電流，温長の平均値第4

表をみると平均値は各階級に於いて略々平行した関係を

示した．すなわち，平均510，520，530mAの通電を

要する腔長9．5cm以上の症例を500　mAで凝固すれば

疎通例は増加し，また月経後に人工流産後の平均値で凝

固すれば内膜癒着，子宮腔の狭小がみられた．内膜癒着

の最も著しい12例の内，8例は非妊娠時，4例は月経

周期が6～8日遅れた初期妊娠中絶時の凝固例である．

　人工流産後の第1回凝固による不妊成功率を90％程

度に高めようとして550mA，120°の凝固を行ない，い

ささかの効果を得たが，再び34年のように第1月経が

欠除する症例が増加したので，39年以後は卵管角と電極

の接触に注意して，最近の第2回凝固以後の疎通例は極

めて少なくなった．

VI　H．S．G

　凝固が正常に行なわれる限り，第3月経までは略々妊

娠しないのでその数日後にH．S．Gを行なつた．20％

Molyodol，70％Endogra丘nを使用し，180　mmHgに

　　　　第5表　注目された再妊娠例

L　凝固後2年　 2．　1年1月後　3。11月後
　　7月（34歳）　　　　（35歳）　　　　　　（32歳）

ヲ 可

加圧して卵管の疎通が認められなかった症例第5表1で

も後日妊娠し，その程度の注入圧で凝固後の妊娠を予防

しえないことが判つたので，以後倉智他の文献に基ず

き，同様の経過を示した症例に鎮痙剤，自律神経遮断

剤，　Levisinforte（L・Hyoscyamine　sulfate）0．5mg，

Cercin　10　mg，　Buscopan　20　mg，　Cockteline　25mg等

を投与して前H．S．Gと略々同圧の写真を比較すると第

6，7表のように10例中8例に卵管の疎通が証明せら

れ，2例は数種の弛緩剤を用いて200mmHgで加圧し

ても疎通を証明できなかった．

　従来，外妊例の報告の多数が2年代以内に成立したの

はH．S．Gの大部分が同期に行なわれ，卵管の攣縮で疎

通を証明できない症例も同時期に多数を占めたためであ

ろうと思われた．

VII綜括及び考按

　1．効果面からみた考按

　努力の中心は電極で，その使用方法はすでに述べた．

凝固後子宮底は収縮し，両側卵管開口部1表3（2）は接

第5表　注目された再妊娠例

1．凝固後2年　　2
　　7月（34歳）

1年1，月後　3．11月後
（35歳）　　　　　　　　　（32歳）
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　　　第6表　子宮卵管造影法に鎮痙剤使用例

1．　2回凝固後1年1月（41歳）の妊娠

（1）凝固後4月　（2）同6月後　（3）3回凝固後4月

　ic
　’「　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔・γ 7

　　　　　　倉

LEVISIN　O．5mg

2．　凝固後2年7月（33歳）の妊娠

　（1）3月後　（2）2年7月後　（3）

9 亀

3年10月後

　　　　　　　　’e
　　　　　　竃

COCKTELIN　25　mg

　3．　凝固後3年1月　　　　4　2回凝固後3年2
　　　（25歳）の妊娠　　　　　　　月（37歳）の妊娠

（1）3月後（2）3年2刀後（1）3月後（2）3年8月後

5．

（1）

1 樋唄 『 て

LEVISIN　O．5　mg　　　　CERCINE　10　mg

第7表　子宮卵管造影法に鎮痙剤使用例

凝固後5年10月　　　6．
（44歳）の妊娠

3月後（2）5年11月後

9
　　　　COCKTELIN　25　mg

7，10月後（33歳）の妊娠　8．

（1）6∫1後（2）2年9月後（1）

9．

（1）

「
玄

　凝固後9．月（26歳）

　の妊娠
（1）6月後（2）9月後

冑

　　LEVISIN　O．5mg

　9月イ麦（29歳）の女壬娠

8月後（2）2年11月後

　　　CERCINE　10　mg

9月後（30歳）の妊娠
4月／愛　　（2）10月そ麦　　（3）12月そ麦

竃 曾

LEVISIN　O．5mg

2　1il
　CERCINE　10　mg

電

（4）同

、

　CERCINE　10　mg
COCKTELIN　25　mg

10．　7年9月後（43歳）の妊娠

（1）7年9月後（2）7年10月（3）

曾 里

CERCINE　10　mg

弘

7年11月　（4）　同

窟

BUSCOPAN　20　mg
COCKTELIN　25　mg

（59）【S9

　　　第6表　子宮卵管造影法に鎮痙剤使用例

L　2回凝固後1年1月（41歳）の妊娠
（1）凝固後4月　（2）同6月後　（3）3回凝固後4月

　　　　　　　　　　　　　　　　LEVISI］N　O．5mg

2．凝固後2年7月（33歳）の妊娠

　（1）3、月後　（2）2年7月後　（3）3年10月後

　　　　　　　　　　　　　　　　COCKTELIN　25　mg

　3．凝固後3年1月　　　4．　2回凝固後3年2
　　　（25旗）の妊娠　　　　　　　月（37歳）の妊娠

（1）3月後（2）3年2月後（1）3月後（2）3年8月後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団

　　　　LEVISIN　O．5mg　　　　　CERCINE　lO　mg

　　　第7表　子宮卵管造影法に鎮痙剤使用例

　5．凝固後5年10月　　6．凝固後9月（26歳）
　　　（44歳）の妊娠　　　　　　の妊娠

（1）3月後（2）5年11月後　（1）6月後（2）9月後

　　　　COCKTELIN　25　mg

7．10，月後（33歳）の妊娠　8．

（1）6月後（2）2年9月後（1）

　LEVISIN　O．5mg

9月後（29歳）の妊娠

8月後（2）2年11月後
　　　　，ff

・LCERCINE　10　mg

淵
　　　　　　CERCINE　10　mg

9．　9月後（30歳）の妊娠

　（1）4月後　 （2）10月後　 （3）12月後　 （4）同

　　　　　LEVISIN　O．5mg　　　CERCINE　10mg
　　　　　　　　　　　　　　　　COCKTELIN　25　mg

ユO．　7年9月後（43歳）の妊娠

（1）7年9．月後（2）7年10月（3）

CERCINE　10　mg

　　　　　　7年11月（4）同

BUSCOPAN　20　mg
　　COCKTELIN　25　mg
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近する傾向があるから開口部の手前を凝固すれば失敗し

た，したがつて最初に子宮底を確認して凝固すれば略々

所期の効果を得，第1次凝固の穿孔はなかった，

　2．副作用からみた考察

　凝固後約1週間目の出血の予防とH．S．G直後の出血

は注意を要した．

　凝固後3年以後に於いて月経量の減少は推計56％に，

周期短縮は推計10％にみられ，閉経年令は47～・52才に

かけて略々均等な数字を示した．月経痛は変らず，凝固

に由来すると思われる更年期様諸症状の訴えはみあたら

ず，1外妊例を除き特記すべき訴えはみあたらなかつ

た．

　3．外妊からみた2・3の問題

　凝固の諸条件が不完全で，所定H．S．Gで卵管の疎通

を判読できなければ一部に外妊の可能性が残り，月経不

順者の排卵期の再凝固はすべて外妊の機会になった．

　（1）　自験例

　42才，経産3回，5年前人工流産とともに430・一・480

mA，70秒，90°Cの凝固を行ない，第6月経直後180

mmHgで弛緩剤を用いずH．S．Gを行なつて左間質部

に陰影を認め，直ちに前回同様に凝固とH．S．Gを行な

い疎通を認めえず，42年10月初日を終経とした左間質

部妊娠で，標準値以下の凝固と弛緩剤を用いないHS．G

で写真判定を誤つたと思われる定型的症例である．

　（2）　5，6，7表の症例（第1群）と報告

　外妊例（第2群）の成立年月順

　第1群凝固後180mmHgのH．S．Gで卵管に疎通が

みられず後日妊娠した症例

　7年9月，5年10月，3年2月，3年1月，2年7

月，2年7月，1年1月，1年1月，11月，10月，9
月，　9月，　9月，

　第2群報告された凝固後の外妊例

　5年7月，5年1月，5年，4年，1年1月，1年1

月，11月，7月，7月，7月，4月，3月．

　第3群従来の方法による凝固後の再妊娠総数228回

中，8カ月以内の妊娠107回の成立年月順

　8カ月17回，7月15回，6月18回，5，月25回，4月

19回，3月10回，2月2回．

　外妊が警戒された第1群は凝固後の9カ月以後の再妊

娠121回の範囲に限られ，8カ月以内の再妊娠107回に

は1例もみあたらない，

　180mmHgのH．S．Gを行なつた第1，第3群の写真

を比較すると第3群は片側，時には両側卵管に鮮明な疎

通がみられ，凝固後所見の特徴である卵管狭窄は明らか

に少ない．これに反して第1群の卵管狭窄は顕著であ

り，その機能障害も第3群より高いと思われるから凝固

後の第3，4カ月目に受精受胎期の凝固と関係のない外

妊が成立するならば第1群にはさらに多数の外妊が成立

するぺきであるが，自験例は全凝固例中第1群の只1例

で，その成立過程には明らかな理由があつた．

　したがつて，凝固例総数から考えると凝固後の外妊は

むしろ意外に少なく，その成立が不可避の外妊例は極め

て少ない理であり，ことに，第1群8カ月以内の再妊娠

107回に統計的裏付けの乏しい凝固後早期の外妊が今後

高い比率で増加するとは思われなかつた，

　（3）　凝固後早期外妊の記録

　外妊の報告で注目されるのは凝固後3カ月の外妊例に

続く第2例，7ヵ月後の間質部妊娠（30）p．186で「昭

和29年7月25日焼灼術を受け，30年2月21日を終経

とし，4月27日初診，開腹」その別出標本に「焼灼に

よつて生じた暗褐色の壊死部が両例問質に認められる」

と述べられ，終経開腹間の2カ月6日に7カ月前の凝固

ではない新しい凝固が行なわれており，受精，受胎期間

の凝固による外妊が凝われる．

　最終月経が記録された文献は12例中6例，再凝固の

記録は12例中2例で，終経と凝固時期について凝固後

早期の外妊を教示される症例は少なかった．

　（4）外妊を予防しうる限界

　予防法は排卵期を注意し，H．S．Gに弛緩剤，水性造

影剤を使用し，300mmHg程度に加圧することである

が，なお証明できない疎通例があれば予防はできない．

　また，凝固後の第3－一　6月経後にHS．Gを行なうか

ら，その月経前に受精受胎期の凝固と無関係の外妊が成

立すれば予防できない．

　しかし，以上の症例はまだみあたらない．

VIII結　論

　1．効果面からみた結論

　月経後の凝固は処置前にH．S’Gを行ない，卵管角に

適応する電極を用い，人工流産後では広角の電極を使用

し，所定の凝固標準と方法により，処置後の約1時間で

下腹部の鈍痛を覚える程度に凝固して，術後の第3－・・6

月経後に250～300　mmHgのH．S．Gを行ない80～90

％程度の不妊効果を得た、最善の方法は透視下の凝固で

ある．また，第2回の凝固で略々100％に近い成績を得

た．

　本法の特徴は周知の如く術式が非観血的，人工流産に

準ずる準備で処置時間短かく，やり直しが容易で入院を

要しない点である，

　2．副作用からみた結論

　卵管弛緩剤を使用せず，180mmHg程度のH．　S，Gで

卵管の疎通を証明できなかつた1群の症例に外妊1例が
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成立した．

　凝固直後の重労働による出血とH．S．G直後の出血に

注意を要した．

　凝固後月経量の減少は受術者の約半数に，周期の短縮

は約10％にみられ，閉経年令その他特記すべき異常乃

至凝固に由来すると思われる更年期様諸症状の訴えはみ

あたらなかつた，

　本稿の要旨を第42回日本不妊学会総会に報告した．

その後経験した1外妊例を追加した．石川きみの協力を

得た．

　東京女子医科大学川上博教授の御校閲に謹んで感謝の

意を表します．
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25）長山：産と婦，24，3（1957）．

26）後藤：産と婦，24，1（1957）．

27）日産婦東京報，5，1（1956）．

28）今尾：日産婦誌，6，706（1953）．
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29）篠塚：神奈川部会37回報抄録（1954）．

30）山元：産婦実際，5，185（1956）。

31）高品：産婦実際，6，671（1957）．

32）隅田：産婦実際，5，626（1956）．

33）名和：産婦世界，9，1494（1957）．

34）鈴大：逓信医学，9，982（1957）．

35）禰寝：日産婦誌東京報，7，34（1958）．

36）井上：産婦実際，10，255（1961）．

37）相沢：産婦世界，14，263（1962）．

38）百瀬：産婦実際，14，8（1965）．

39）倉智：産と婦，24，6（1957）．

The　Technique　of　Sterilization　by

Uterine　Coruual　Coagulation，　and

　　the　meaning　of　Applying

　　　　　Spasmolytica　for

　　　Hysterosalpingography

　　　　after　Coagulation

Tokyo　Fumio　Ishikawa

　　I　controled　the　depth　of　uterine　coagulation

by　the　size　of　electrod　tip，　and　the　width　of　coagula，

tion　by　the　way　upon　the　appo三nted　condition，

　　Igot　result　of　succeeding　at　first　in　80～9096

sterilizatiQII　rate，　and　second　in　nearly　100％upon

402in　503　cases　by　trying　H，　S．　G．

　　To　prevent　external　pregnancy　I　used　spasm－

alytic，　and　water　soluble　contrast　media，　and　tried

H．S．　G．　after　coagulation　under　the　pressure　of

300mmHg　to丘fid　whether　the　tubes　were　open

or　not．



第13回　日本不妊学会総会

　理事，評議員会決議事項

日　時　　昭和43年10月10日

場所久留米市葦香園
出席者　重松　俊会長以下

（木）午後1時30分

　　　～5時30分

約80名

決　　議 事　　項

1）議　案

　議案第1号　理事の変更について（会則第30条

　　　　　　　3項）

　　中国四国支部下記の如く理事変更あり

　　　足立春雄（徳島大産婦教授）決定済

　　　仁平寛己（広島大泌尿教授）　〃

　　　　　　（但し42．10．3には新任者未定）

　　　藤生太郎（山口大産婦教授）新

　前理事，西島義一先生（鳥取大産婦教授）退職の

　ため藤生太郎先生に変更届あり，この件決定

　議案第2号　評議員の変更について（会則第30

　　　　　　　条3項）

　　　九大産婦　滝　　一　郎

　　　久大産婦加藤俊
　　　徳大産婦礒島晋三

　　　阪大泌尿園田孝夫
　　新評議員として推薦あり決定，その他にも変

　　更ありたる時は，本部事務局に連絡を速やか

　　にする事。

議案第3号　昭和42年度事業報告ならびに収支

　　　　　　決算について（会則第30条第1項）

　1．収支決算承認

議案第4号　昭和43年度事業計画ならびに予算

　　　　　　について（会則第30条第2項）

　1．予算案承認

議案第5号　次回総会，学術講演会の開催地なら

　　　　　　びに会長決定について（会則第30条

　　　　　　第2項）

　1．開催地　札幌市

　2．会長明石勝英教授
　　　　　　　札幌医科大学産婦人科

　3．目　時昭和44年6月27，28，29日

　　　　　　　6月27日役員会

　　　　　　　6月28日懇談会（夕方）

　　　　　　　6月29日　4時頃迄に切上げる予

　　　　　　　定

　4．場所北海道新聞社ホール（道新ホー

　　　　　　　ル）

　5．演題特別講演2題
　　　　　　　シンポジウム　検討中

　　　　　　　一般演題　沢山取上げる

2）協議事項

　その1．1971年国際不妊学会日本開催について

　1．安藤画一理事長を国際不妊学会会長と決定

　　　尚，副理事長が補佐してこれを行う．（安

　　　藤理事長の健康上の理由で色々と討議があ

　　　つた）。

　2．野嶽，林，松本，の三先生を準備委員とし

　　　て発足する。

　　　（勿論，関西，他，泌尿器科，獣医畜産関係

　　　からも今後をお願いする）。

　3．会場，期日，会費等について協議が行われ

　　　た．

　その2．次々回（15回）の総会，学術講演会開催

　　　について

　L会長百瀬剛一教授
　　　　　　　イ葉大学医学部泌尿器科

　　　上記の如く決定



3）その他

　1．雑誌編集の件について

　　1971年（国際会議を行う年）に限り1号，2

　　号を国際不妊学会内容を会員に紹介するい

　　みで，日本語訳で国際不妊学会号として発

　　行する．　　　　　　　　以上

日本不妊学会42年度収支決算書

自昭和42年4月1日至昭和43年3月31日

収入の部

（位単円）

項 日　1決算額
賛助会員会費
会　　　　　費
広　　告　　料

利　　　　　子
雑　　収　　入
前年度よりの運営金

前年度よりの繰越金

600，000

2，494，300

434，700

　45，243

358，065

500，000

1，152，211

合 計 5，584，519

支出の部

（単位円）

項 口 決　算　額

1　事　　業　　費

　総会補助費
　雑誌発行費
　渉　　外　　費
1事　　務　　費
IH引当繰入支出
IV翌年度の運営金
V　　〃　　繰越金

合 計

2，047，070

200，000

1，835，810

　11，260

1，495，907

650，000

500，000

891，542

5，584，519

日本不妊学会43年度予算（案）

自昭和43年4月1日至昭和44年3月31日

収入の部

（単位円）

項 日 予　算　額

賛助会員会費
会　　　　　費
広　　告　　料
利　　　　　子
雑　　収　　入
前年度よりの運営金

　　〃　　繰越金

600，000

2，449，200

400，000

　50，0001
400，000

500，000　　！

　　　　1891，542　　1

合 計 5，290，742

支出の部

（単位円）

項 〔 予　算　額

1　事　　業　　費

　総会補助費
　雑誌発行費
　渉　　外　　費
ll事　　務　　費

皿引当繰入支出
V予　　備　　費

合 計

2，410，000

200，000

2，160，000

　50，000

1，698，060

650，000

532，682

5，290，742



1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

投　稿　規　定

本誌掲載の論文は，特別の場合を除き，会員のも

のに限る．

原稿は，本会の目的に関連のある綜説，原著，論

説，臨床報告，内外文献紹介，学会記事，その他

で，原則として未発表のものに限る．

1論文は，原則として印刷8頁（図表を含む）以

内とし，特に費用を要する図表並びに写真に対し

ては実費を著者負担とする．

綜説，原著，論説，臨床報告等には必ず400字以

内の和文抄録を添付すること．なおタイプ（ダブ

ルスペース2枚以内の欧文抄録，題目，著者名を

含む）の添付を望ましい．抄録のない論文は受付

けない．

図表並びに写真は稿末に一括して纒め，符号を記

入して，挿入すべき本文の横欄にも同じく符号を

記すること．

記述は，和文，欧文のいずれでもよく，すべて和

文の場合は横書き，口語体，平がなを用い，現代

かなつかいによる．

外国の人名，地名等は原語，数宇はすべて算用数

字を用い，学術用語及び諸単位は，夫々の学会所

定のものに従い，度量衡はメートル法により，所

定の記号を用いる

8，

9．

10，

11，

12．

文献は次の形式により，末尾に一括記載する．

　a．雑誌の場合

　　著者名：誌名，巻数：頁数（年次）

誌名は規定又は慣用の略宇に従うこと，特に号数

を必要とする場合は巻数と頁数との間に入れて括

弧で囲む．すなわち

　　　著者名；誌名，巻数：（号数），頁数（年次）

例　L　Abel，　S．，＆T．　R．　Van　Dellen　：　J．

　　　　A．M．　A．，140：1210（1949）

　　2．毛利　騒1ホと臨床3：1055（1955）

　b．単行本の場合

　　　著者名：表題，（巻数），頁数，発行所（年次）

例　L　鈴木梅太郎：ホルモン，180，口本評論

　　　　kヒ　　東フ1ミ　（1951）

　　2．Mazer，　C．＆S．　L．　Israel’Menstrual

　　　　Disorders　and　Sterility，264，　Paul　B，

　　　　Hoeber，　New　York（1951）

原稿の掲載順位は，原則として受付順によるが，

原稿の採否，掲載順位，印刷方法，体裁，校正等

は，編集幹事に一任されたい．

特別掲載の場合は全頁著者負担とする．

掲載の原稿に対しては，別冊30部を贈呈するL

それ以上を必要とする場合は，原稿に必要部数を

朱書すること．その実費は著者負担とする．

投稿先及び諸費用の送付先は，東京都太田区大森

西7』」▲目5の22日本不妊学会事務所宛とする．

　　　日本不妊学会雑誌　14巻1号
Hf｛illl　43｛1三12　JiJ　25　1［　　「i：　Ii川

昭和44年1月1口　発　そj’

饗馨磐
t三【J　　　 ［111J　　　　者

印　刷　所

発　行　所

芦　　原 慶　　子

　　向　　　　光　　　枝
　　東垣〔烈」i［lillill痢一kノ＼rb・li3－t12－15

　　一ツ橋印刷株式会祉
　　東京都品川区上大崎3－12－15

　　日　本　不　妊　学　会
　　東京都大田区
　　　　ゴぐ森西7］』口5番221j
　　　　Tel（762）4151内線258
1辰lils：1コセ匡番号”エJi（93207


