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産婦人科内視鏡研究会
（第3回例会）

’

○

○

○

日　時

場　所

参加費

昭和49年10月11日
金沢市福祉会館4階講堂

500円

隔
①講　　　演

②映　　　画

③展研・示説

④器械展示

（13．00～14．00）

（12．00～13．00）

（12．OO～－15．00）

（12．00～15．00）

詳細は川崎市立病院産婦人科医局内

　産婦人科内視鏡研究会事務局へ

　　　（川崎市川崎区新川通12－1）

　　　　　　Tel．044－23－5521

ド

“

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RESEARCH　PAPER　AWARD

　　A刑a．111escJ－iLlbt　award　in　honor　of　Edward　T．　Tyler，　M．D．，　Associate　Clinical　Professor

of　Medicine，　Obstetrics　and　Gynecology，　University　of　California　at　Los　Angeles，　will　be

presented　in　early　1975　by　MERRELL－NATIoNAL　LABoRATORIEs　in　recognition　of　Dr・

Tyler’s　original　de皿onstration　of　the　ovulation・inducing　properties　of　anti．estrogens　such

as　clomiphene．　The　award　of＄5，000．00　will　be　given　with　a　Certificate　of　Recognition

to　the　author（s）of　an　outstanding　research　paper　on　the　subject　of　ovulation　induction

and　infertility．　The　paper　must　be　submitted　for　publication　in　a　recognized　English－

language　scientific　journal　between　January　1，1974，　and　December　31，1974．

　　Committee皿embers　judging　the　manusciripts　will　be　Carl　Gemzell，　M．D．，　Professor　of

・Obstetrics　and　Gynecology，　University　Hospital，　Uppsala，　Sweden；Natha且Kase，　M．D，，

Professor　and　Chairman　of　the　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Yale　University，

School　of　Medicine；and　Edward　T．　Tyler，　M．D．　Researchers　should　submit　three　copies

of　the　manuscript　before　January　1，1975，　to：Secretary，　Manuscript　Awards　Committee，

Third　Floor，921　Westwood　Boulevard，　Los　Angeles，　Calif　20024．

　　　　ANNUAL　SYMPOSIUM　OF　GYNECOIOGIC　ENDOSCOPY　AT　THE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DISNEYLANT　HOTEL，　ANAHE工M

California，　Nov．21－25，1974．

American　Association　of　Gynecoloigical　Laparoscopists

ユ1239South　Lakewood　Boulevard，　Downey，　California　U．S、A．90241　TeL　213（862－8181）

　　　　　　　　　　　　　　　　　31st　Annual　Meeting，　April　3－5，1975

　　　　　　　　　　　　　　　　　Century　Plasa　Hotel，　Los　Angeles，　California

　　　　　　　　　　　　　　　　　The　American　Fertility　Society



総会および学術講演会予告（最終回）

　第19回日本不妊学会総会および学術講演会は，下記の要領にて開催されます

ので多数御参加下さい．

　期　　日　　昭和49年10月11日（金）・12日（土）

　会場金沢市観光会館金沢市下本多町6－27
A

学術講演会　　1．招請講演

　　　　　　　　L　「細胞膜の特異抗原と無精子症」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金沢大がん研病態生理部教授　倉　田　自　章

　　　　　　II．シンポジウム

　　　　　　　　L　「精子の性器内移送」

　　　　　　　　　A．男性（雄性）側

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会東北大泌尿宍戸仙太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主発言者京都大畜産西川義正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大泌尿木村行雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪医大泌尿　森　　　　　昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’追加発言者　東北大泌尿　白　井　将　文

　　　　　　　　B．女性（雌性）側

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会東邦大産婦林　　基　之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主発言者兵庫医大産婦香川浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本大産婦元島正信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大畜産入　谷　　明

　　　　　　　　　　　　　　　　　追加発言者　富山県立中央病院産婦　舘　野　政　也

　　　　　　　　2．「Agingと性機能」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会札幌医大泌尿熊本悦明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金沢大産婦西田悦郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者神戸大泌尿守殿貞夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌医大泌尿　丹　　田　　均

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府大農学　山　内　昭　二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西医大産婦椹木　勇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島大産婦　森　　一　郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上敬称略）

■ 　　　　　　III．一般講演

演題申込　締切：昭和49年6月30日（当日消印有効）

　　　　　　資格：本会会員に限ります．

　　　　　　方法：本学会誌19巻2号に挿入の所定用紙を使用し，書留郵便で送つて下さい．

参加申込　締切が昭和49年6月30目となつておりましたが，7月30目まで受け付けますの

　　　　　　で，本学会誌19巻2号に挿入の振替用紙を御利用の上お申込み下さい．

役　員　会　　昭和49年10月10日（体育の日）午後



総懇親会

宿泊・観光

総会事務局

センチュリープラザ金沢市清川町2－10

昭和49年10月11目（金）学術講演終了後

同　上

本誌に挿入されてある用紙で早目に交通公社にお申込み下さい．

〒920金沢市宝町13－1金沢大学医学部　泌尿器科学教室内

TEL（0762）62－8151（代）内線724

　　　　　　　　　　　　　　　　　第19回日本不妊学会総会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒　　田　　恭　　一一



第19回日本不妊学会総会宿泊・観光ご案内

P 　第19回目本不妊学会総会が昭和49年10月11目～12目（2日間）に金沢市におV・て盛大に開催さ

れますことを心からお慶び申し上げます．大会にご参加の皆様方のこ便宣を図るため事務局の

ご指導のもと，金沢市内宿泊・観光旅行のお世話を日本交通公社金沢支店が取扱いさせていた

だくことになりましたのでご案内申し上げます．
’

※宿泊期日

※宿泊料金

※申込締切日

※宿泊予約金

※精算方法
※取　消　料

※宿舎決定通知

※そ　の　他

〈宿泊ご案内〉

昭和49年10月9日（水）～12日（金）

（旅館）…・1泊2食付，税・サービス料別

　④6，000円　⑬5，000円　◎4，000円　⑪3，000円

　（ホテル）…室料，税・サービス料別

　シングル　3，200～4，000円　ツイン　5，SOO・－7，800円

昭和49年8月末目（所定の申込書にてお申込下さい）

1人1泊　2，000円（所定の郵便振替用紙をご利用下さい）

宿泊料と宿泊予約金との差額は直接宿舎にてお支払い下さい．

昭和49年9月30日までに取消の場合・…無料

昭和49年10月1日以降に取消の場合・…2，　OOO円

昭和49年9月10日頃に宿泊予約書で通知いたします．

・旅館の部屋割は原則として所属別に行ないますので，なるべくまとめて

　お申込み下さい．

・ 旅館の部屋割は定員制（2畳に1入）で行ないますので，あらかじめご了

　承下さい．特に個室ご希望の揚合宿泊料金は5割増となります．

・金沢市はホテル数が十分でありませんので，ホテルご希望の方は第2希

　望として旅館のランクもご記入下さい．

※観光期目
※申込締切日

※観光予約金

※精算方法

※取　消　料

※受付完了通知

〈観光のご案内〉

昭和49年10．月12目（土）～13日（月）（1泊2日）

昭和49年8月末目（所定の申込書にてお申込み下さい）

1人5，000円（所定の郵便振替用紙をご利用下さv・）

会費と観光予約金との差額は大会当日会場内観光受付所にてお支払い下さ

い．

昭和49年9月30日までに取消しの場合…無料

昭和49年10月1日以降11目迄に取消しの場合…・3，000円

昭和49年10月12目以降に取消しの場合……・…5，000円

昭和49年9A10目頃に観光予約書でご通知いたします．

※コースおよび会費

能登半島めぐり（1泊2目　会費15，000円，人員100名）

10／12　金沢（観光会館）16．00－－　18．00和倉温泉（泊）



　　　　　　　　10／13和倉温泉8．30－…　輪島（漆器工場）一　　時国家　　　曾々木海

　　　　　　　　　　　　岸（昼食）　一一門前（総持寺）一一ニー能登金剛一　一千里浜ドライ

　　　　　　　　　　　　ブ　　　18．00金沢駅

○会費には交通費，宿泊費，食事代，拝観入場料を含みます．

○宿泊地の部屋割は定員制（2畳に1人）になります．特にご夫婦で個室ご希望の方は1人に

　っき3，　OOO円割増となります．

○参加人員が20名以下の場合には催行を中止することがあります．

　　　　　　　　　　　〈お申込み先と取消し，変更の連絡先〉

　　　　　　　　　　　〒920　金沢市下堤町30　富国生命ビル内

　　　　　　　　　　　　　日本交通公社金沢支店
　　　　　　　　　　　　　　　TEL　O762（64）2266
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第19回日本不妊学誠A総会観光申込書
受付日欄

／

お名司 劉馴 〒　　一

同伴者名
劉

男女 男女

男女

劉
男女

宿泊期日
1（・・月）

9日　　　　10日 11日 12日

宿泊予約金 （お1人1泊） 2，000円×　　　　　泊X 名＝ 円

宿泊種別
（旅館） A　　　　　　B C D

（ホテル） シングル　　　ツイン 陣2希望旅飾

御希望事項

※必要事項に○印をつけて下さい。

※ホテル希望の方は第2希望として旅館のランクもご記入下さい。

※宿泊予約金は所定の郵便振替用紙にて払込み下さい。入金になりましたら受付完了となりま

　す。
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第19回日本不妊学会総会宿泊申込書
受付日欄

／

お　名　前 i　　　　婁「肇1 〒
一

同伴者名
劉 婁1 男女

男女 婁1 男女

観光予約金 1（お・人）5…円X 名＝ 円

※観光予約金は所定の郵便振替用紙にて払込み下さい。入金になりましたら受付完了となりま

　す。
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日本不妊学会雑誌
第19巻第3号1974

無排卵症婦人に合成LH－RHを注射した際の

血中及び尿中Gonadotropin値の比較

、

Studies　on　Serum　and　Urinary　LH　and　FSH　Responses　to

　　Synthetic　LH．RH　Administration　in　Women　with

　　　　Various　Degrees　of　Ovulatory　Disturbances

い

　　　兵庫医科大学産科婦人科学教室

香山浩二　礒島晋三
Koji　KOYAMA　　Shinzo　ISOJIMA

　　　　　　　　　徳島大学医学部産科婦人科学教室

櫛木範夫’鎌田正晴　奈賀　脩
Norio　KUSHIKI　Masaharu　KAMADA　Osamu　NAKA

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Hyogo　Medical　College

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　School　of　Medicine，

　　　　　　　　　　　Tokushima　University

　排卵障害婦人（無排卵性周期症8例，第1度無月経婦人7例，第2度無月経婦人6例）につき，合成LH－

RH　100ptgを静脈注射したさいの血中ならびに尿中LHおよびFSHの排泄パーンにつV・て検討を加えた．

　諸家の報告に見るごとく，無排卵性月経周期症および第1度無月経婦人の合成LH・RHに対する血中LH

およびFSHの反応は一般に良好であり，注射前値の高低によつて絶対増加量，最大反応量にはかなりの差

が見られたが，増加率で見た場合は一様に良好な反応を示した．第2度無月経婦人においては非常に反応の

著明な者とそうでない者の差が顕著であつた．

　著明な血中LH増加を示した10症例について，注射前30分間尿および注射後30分毎に10回30分間尿を採取

し，これ等の30分間尿中に排泄されてきたLHおよびFSH量を測定した．尿中LHおよびFSH排泄パ

ターンにつV・ては各症例毎にかなりの差が見られたが，10症例を平均すると，LHについては，注射前30分

間尿中LH量を1．0とした場合に，注射後第1の30分間尿で3．5倍，第2の30分間尿で5．7倍を示し，合成

LH－RH投与による下垂体予備機能検査に尿中LH排泄量を測定することによつても判定が可能であるこ

とがわかつた．またFSHについては，　LHと同様に第2，第3，第4の30分間尿でそれぞれ1．7倍，2．3倍，

1．8倍を示し，LHに比べて増加率も低く，遅れて排泄されてくる傾向を示した．

　血中LH－FSHが1峰性の反応ピークを示すのに比べて，尿中排泄パターンは2～3峰性のピークを示し，

尿中LH－FSHのantigenic　heterogeneityを示唆した．
●

緒　　言

　Schally一派｝どよつてブタの視床下部よりLH－and

FSH－releasing　Hormone（LH－RH）の分離精製1）2）が行

なわれ，その分子構造は10個のアミノ酸からなるdeca－

peptide：（Pyro）Glu－His－Try・Ser－Try－Gly・Ze11－Ary一

Pro－Gly・NH2であることが明らかにされ，続いてsolid

phase法によつてLH－RHの合成が行なわれ，この合

成LH－RHが視床下部性LH・RHと同様にヒトに注射

した揚合に下垂体より著明なLHと，わずかではある

が有意のFSH放出作用があることが報告されて以

来6）7）8），合成LH・RHの臨床応用が各地で行なわれる
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ようになつた．本邦においても斉藤9）青野10）等の報告を

初めとして，無排卵症婦人の下垂体予備能検査に合成

LH－RHを応用した仲野11）青野12）等の発表，　LH－RHの

点滴静注によつて排卵妊娠に成功したというNakanoi3）

の報告など非常に択山の臨床応用例が報告されている

が，いずれの報告もLH－RH投与後の血中LHおよび

FSH変動パターンをLHまたはFSH　radioimmu－

noassay法で検討したものである．近年LHおよび

FSH　radioimmunoassay　kitが容易に入手できるよう

になつたとはV・え，各病院に全てScintillation　Counter

が装備されているわけではなく，現時点ではLH－RH

負荷試験は限られた病院または研究機関でのみしか行え

ない検査法である．もし尿中LH測定によつてLH－RH

testの判定が可能であるならば，最近では非常に感度の

良い尿中LHまたはHCG測定用の抗HCG抗体感作
赤血球凝集試薬（ハイゴナビス：持田製薬K．K．）が発

売されており，これを用V・てLH・RH　testの判定が行

なえるものと考え，その基礎的検討の意味もふまえて

合成LH－RH注射婦人の血中および尿中LHおよび

FSH変動パターンについて検討を加えたので報告す
る．

実験材料及び方法

　1．研究対象

　当科不妊Clinicを訪ずれた無排卵症婦人を対象とし，

無排卵性周期症（散発性排卵婦人も含む）8例，第1度無

月経婦人7例，第2度無月経婦人6例の計21人の婦人に

つV・て検査した．なお第2度無月経婦人の中にはShee－

han症候群およびArgonz・del　Castillo症候群と考え

られる各1例を含む．

　2．合成LH－RH投与法

　田辺製薬K．K．より提供を受けた合成LH－RH　100

μgを生食水20mlに溶解し肘静脈より約1分間をかけて

静脈注射した。

　LH－RH注射による副作用をチェックする為に試験前

後における脈拍，血圧測定，一般検血（赤血球，白血球，

血色素量，ヘマトクリット）出血・凝固時問および肝機

能検査等を行なつた．

　3．採血および採尿

　採血は注射直前，注射後10分，20分，30分，45分，60

分，90分，120分，180分の計9回行ない，血清分離後測

定まで一20°Cに保存した．採尿は注射前30分に完全に

排尿させ，留置カテーテル挿入の下に注射前30分間尿お

よび注射後30分毎に10回，30分間尿を採取し，尿量測定

した後その一部を一20℃に測定まで保存した．

　4．血中LHおよびFSHの測定

目不妊会誌　19巻3号

　HLH，　FSH－radioimmunoassay　kit（第一ラジオアイ

ソトープ研究所）を用いて測定した．

　5．尿中LHおよびFSHの測定
　尿中LHの測定はすでにわれわれの報告した14），吸

収抗HCG血清一1251標識HCG系を用いたLH－radioi・

mmunoassay法により測定した．尿中FSHはHCG
吸収抗urinary　FSH血清一1251一標識urinary　FSH系

（Serano社）を用いて測定し，その詳細についてはすでに

発表したので省略する15）16）．標準LHおよびFSH製

品としてはradioimmunologicalに2nd　IRP－HMG単

位に換算してあるurinary　LHおよびFSH　Prepara－

tionをSerano社より入手して用いた．

実験結果

　LH・RH負荷試験を行なつた21例の婦人で，　LH－RH

注射による急性および慢性の副作用を示した症例は1例

も認められなかつた．

　無排卵性周期症，第1度無．月経および第2度無月経患

者の」frL中LHおよびFSH値のLH・RH　testによる変

動パターンを図1～3に示した．（）内に示す数値

は最終月経または消退性出血の始まつた日からLH－RH

日までの日数を示している．図1の無排卵性周期症婦人
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のLH反応は症例によりまたLH－RH注射時の月経周

期日数によりかなりのばらつきが見られたが，一般に

LH－RHに対する反応は良好であつた．絶対増加量は注

射前値に比例して，前値の高い者（患者CDEFで34．5～

68．OmIUIInl）は最高反応値も272．5～402．OmlU／mlと

高く，前値の低い者（患者AGHI　4．4～19．OmIU、／ml）

は最高反応値も35．0～135．OmlU／mlと低い傾向を示し

た．LH反応ヒLクは20～45分にわたつて見られたが，患

者Hのごとく90分以後に反応が最大となる症例もあり，

また本症例においてはLH・RH　IOOptgに対するFSH

の反応は全く見られなかつた．LHに比べてFSHの

LH－RHに対する反応は弱く，注射前値に対する最大反

応値の比率は1．33～5．34倍であつた．また最大反応時

間もLHに比べて遅く，30～120分の問にばらつきを示

した．図2に第1度無月経患者のLH－RH注射に対する

LHならびにFSH反応パターンを示したが，　LHの反応

前値は一般に高く（16～106mlU／ml），反応も良好であっ

た．患者Nは非特異的なLH，　FSH反応パターンを示

し，LH－RH注射後120分まで血中レベルは増加の一途

を示した．図3に第2度無月経患者のLH－RH試験結

果を示したが，LHは反応前値（5．4～200mIU／ml），反

応最高値（48．O　一・　560　．　OmlU／ml），反応パターン共非常

に変化に富んだ感を示した．FSHも同様に非常に良好

な反応を示す者と，ただ漸増傾向を示すに過ぎない者

とがあつた．Sheehan症候群と考えられた患者Sも，

LH－RH注射に対してLH，　FSH共非常に遅れた時間

ではあるが反応を示したことは未だ下垂体予備能はある

程度残存していることを示している．またArgonz　del

Castillo症候群と考えられる患者9においてはLH－RH

に対してLH，　FSH共非常に良好な反応を示した．

　LH－RH注射によつて著明な血中LH上昇を示した

た5症例の血中および尿中LHならびにFSH排泄パ

ターンを図4～8に示した．尿中LH値は血中LH値

の著明な上昇に伴なつて注射前30分間尿LH値と比較

Co髄P《農Iso髄　oF　sεRu囲　A湘駒　uRI閥ARY　LH　AND　FSH　LEvELs　AF了εR　：鰹丁RAvENou＄

　1髄JECTIO團　eF　εサ●了髄E7Ic　LH－RH　〔100圏）

　ERtPt

，lu累L

　㎜

勒

獅

㎜

100

一 30　　　0　　　30　　　60　　　90　　　120　　　15〔〕　　180　　210　　2鞠0　　2ア0　　300

呂lHUTES　AFTER　LH－RH　I国JEC7且o閣

図4

1　FS，

2，0・

COHPARIs。輔。F　SERUH　AND　UR：NARY田AllD　FSHしεVEしs＾FTE臼m糀㈹us，

1閥JEζ：Tlo閥　OF　sv囲THETIc　LH－RH　（10〔レ8）

SERUM

LH　　FSH
凹！U／Mし　　網IU／ML　LH－RH　：閥JECT江ON

　250

2DO

150

Ioo

　　　　＼

／f＼

一 30　　0　　30　　60　　90　　120　1知　　180　210
昌1”じrES　AFT餉田・釧胴」εCT置0■

　　　　　　　　　図5

LH　IFSH

田ノ30川臨，

2，0．r．O」

　　こo閂FA腰Iso輔　OF　SεRU阿　㎜　u健1髄A臓v　L闘　A暉D　FSH　Lε》εしs　AFTER　l圃丁閥AVENous

　　：既CT10蹴肝S▽”THET！C　tH－nv（100樋）

　RL　

田　FSH　　　　　＝繍陛H

陥禁　　　黙講　　、除
ijoo

300

200

Ioo

一
3〔⊃　　　　　　　　30　　　60　　　　90　　　120

川”UT盤8　AFTER田・圏1鱒」【c710鱈

図6

20

2、o・

して明らかな排泄量の増加を示しており，その増加率は

他の5症例のものも含めて平均すると，図9に示すごと

く，注射後最初の30分間尿ですでに3．46倍，次の30分聞

尿には5．68倍のLH排泄が認められた．各症例によつ

て尿中LH排泄パターンにはかなりの差異が認められ．

たが，各症例とも一峰性のパターンを示すものはなく，
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第5，8図のごとく明らかな2峰性のピークを示すもの

と，第4，7図のごとく2～3峰性のピークを示すもの

が認められた．尿中FSH排泄パターンは10症例の平均

で図9に示すごとくLHよりも少し遅れて排泄される

傾向が強く，またLHと同様各症例によりかなりのば

らつきが認められた．

考　　察

　実験に用いた田辺製薬KK．提供のLH－RH製品は

すでに動物実験において通常使用量では全く副作用の無

いことが確認されているものであり，われわれの21例の

ヒトにおける使用によつても，血圧脈拍ならびに一般血

液検査，肝機能検査等において注射前後における変動は

全く認められなかつた．

　LH－RH　100μg注射後の血中LHならびFSH測定

により，無排卵性周期症（散発性排卵）婦人，第1度無

月経婦人の下垂体Gonadotropin機能は十分に保持さ

れているものであり，また第2度無月経婦人においても

大多数の者が下垂体機能を保持しており，その排卵障害

ならびに月経周期異常は下垂体よりももつと上部中枢に

原因しているものと考察された．無排卵周期婦人の1例

（患者H）において，LHは比較的良好な反応を示したに

もかかわらず，FSHは全く反応を示さず，　LHとFSH

の反応に解離が認められたが，本患者が無排卵性周期症

を示す婦人であることより考えても，下垂体FSH分泌

細胞のみが障害されているとも考えられず，むしろ注射

前値の低いのは注射の時期的なものとして，LHの反

応が非常に緩慢であつたことより考えると，FSHはそ

れ以上に遅れて反応してきたものとも考察される．第1

度無月経患者Nのごとく，LH，　FSH共注射30分以上経

つて反応を始め120分においてもなお漸増傾向を示す症

例もあり，必ずしも20～60分の問に反応ピークが認めら

れるとは限らなかつたs第1無月経患者M，N，Kは

Clomid　50mgおよび100mg投与によつても排卵に成功

せず，Clomiphene排卵不成功例のLH－RH　testは著

明なLH反応を示したという中村17）等の報告とよく一

致するものであつた．図3に示す患者SはSheehan症

候群と考えられる症例であつたが，反応は非常に遅いな

がら，わずかではあるがLH，　FSH共LH－RHに反

応を示したことは興味あることであり，必ずしも完全な

下垂体機能低下症例ばかりでないことを示しており，青

野12）等のいう障害程度の軽いSheehan症候群に分類さ

れるものと考えられる．またArgonz　del　Castillo症

候群の症例ΩのLH－RH反応が良好であつたことは坂

本18）等の報告と一致し，障害部位が間脳にあることを示

唆するものである．

　LH－RH注射による尿中LH排泄パターンは図9に

総括されるように，LHは注射後第1，第2の30分間尿

に，注射前30分間尿の約3～5倍の排泄量を認め，森

寺19）等の発表にもあるように尿中LH測定によつても

LH－RH　testによる下垂体予備能のある程度の判定は可

能であると考えられる．FSHはLHに比べて遅れて排

‘
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泄されてくる傾向にあり，第2，3，4の30分間に注射

前30分尿の約1．5～2．5倍量の排泄を認めた．この現象は

血中FSH反応パターンがLHパターンに比べてゆる

やかな下降経過を示すことにも一致しており，Yen20）等

の報告に見られるようにLHのhalf・lifeがFSHの約

1／10であるということからも当然のことと考えられる．

LHおよびFSHの尿中排泄パターンが必ずしも一峰性

のパターンとしてではなく2～3峰性の排泄パターンを

示したということは，われわれが尿中HCGの抗原性を

検討して，HCGは必ずしも単一の分子から構成されて

いるものではなくて抗原性のみをcrossする不完全分子

あるいは変性分子が含まれていることを報告したが21），

尿中LH－FSHにおいてもHCGと同様に変性LH－FSH

分子が排泄されてくる可能性があり，上記の現象もこれ

が一因となつている可能性もある．

結　　語

　合成LH・RH　IOOPt9静脈注射による血中および尿中

LH・FSH排泄パターンを検討して以下の結果を得た．

　1．一般に無排卵性周期症，第1度無月経婦人のLH－

RH注射による血中LH反応は良好であり，またFSH

も比較的良好な反応を示し，両疾患群における下垂体予

備能は十分に保持されていることが明らかとなつた，

　2．第2度無月経患者群の反応は非常に良好なものか

ら非常に不良なものと一律ではないが，大多数の症例は

その原因を下垂体より上部中枢の障害に求めるべきもの

であつた．

　3．尿中LH排泄量は，注射前30分間尿中LH量に

比べて注射後第1の30分間尿で3．5倍，第2の30分間尿

で5．7倍を示した．

　4．尿中FSH排泄量は同様にeg　2，3，4の30分間

尿でそれぞれ1．7倍，2．3倍，1．8倍を示した．

　5．LH－RH注射後5時間までの尿中LH・FSH排泄

パターンを検討して，LH－FSH共2～3峰性のピーク

をもつて排泄されてくるものであり，尿中LH－FSHの

antigenic　hetero－geneityを示唆した．

　6．LH－RH投与による下垂体予備検査に，尿中LH

排泄量を測定することによつても，十分判定が可能であ

ることを示した．

　（合成LH－RHの提供をいただいた田辺製薬株式会社

に深謝致します．）
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　　　　　various　degrees　of　ovulatory

　　　　　　　　　　　　　disturbances

　　　Koji　Koyama　and　Shinzo　Isojima

Department　of　Obsterics　and　Gnecology，

　　　　　　　　Hyogo　Medical　College

Norio　Kushiki，　Masaharu　Kamada　and
　　　　　　　　　　　　Osamu　Naka

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，
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　Serum　and　urinary　LH　and　FSH　responses　to

synthetic　LH－RH（100μg）were　examined　in　wo－

men　w三th　unovulatory　menstrul　cycles（8　cases），

1st　degree　of　amenorrhea（7　cases）and　2　nd　de－

gree　of　amenorrhea（6　cascs）．　Serum　and　urinary

gonadotropin　levels　were　determined　by　radio－

immunoassay　syste皿s　using　Pituitary　and　urinary

LH　and　FSH　preparations．

　　In　most　cases　of　women　with　unovulatory

cycles　and　l　st　degree　of　amenorrhea，　serum　LH

and　FSH　responses　to　synthetic　LH－RH　ad・

ministration　were　fairly　good，　but　the　max三mal

levels　or　net　increases　of　LH　and　FSH　were　not

constant　person　to　persQn　and　were　due　to　the

period　of　cycles，　In　women　with　2　nd　degree　of

amenorrhea，　the　responses　were　very　different　in

each　person．

　　Urinary　samples　were　collected　through　Nela－

ton’s　catheter　in　every　30　minutes；one　sample

before　LH－RH　injection　and　10　samples　after

the三njection　were　collected．　Urinary　LH　and

FSH　assays　were　carried　out　in　10　patients

whose　serum　responses　of　LH　and　FSH　to　LH－

RH　administration　were　very　good．　Urinary
excretion　patterns　of　LH　and　FSH　before　and

after　LH－RH　injection　were　very　various　in　each

case，　but　the　sharp　incar’ease　of　LH　excretion

were　observed　in　all　cases．　The　mean　amounts

of　LH　in　the　lst　and　2nd　30　minutes　urine
after　injection　were　3．5　and　5．7　times皿ore　than

the　mean　amounts　of　the　30　minutes　urine　before

injection，　The　mean　amounts　of　FSH　in　the

2nd，3rd　4　th　30　minutes　urine　after　the　injec－

tion　were　also　1．7，2．3　and　1．8　times　than　that

before　injection．　From　these　results，　it　might　be

possible　to　examine　the　response　to　L旺RH　in

patients　by　assaying　urinary］しH　before　and　after

LH－RH　injection．　Serum　LH　and　FSH　response
curves　to　LH－RH　showed　a　single　peak，　but　the

urinary　response　curves　had　2　0r　3　excretion

peaks．　These丘ndings　could　suggest　that　LH

and　FSH　molecules　excreted　in　the　urine　might

be　antigenically　heterogeneous・

嘱
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不妊を主訴とした睾丸腫瘍の3例

Testicular　Tumor　with　the　Chief　Complaint　of　Sterility：

　　　　　　　　　Report　of　Three　Cases

　　　　　金沢大学医学部泌尿器科学教室（主任：黒田恭一教授）

　福島克治　島田宏一郎　松浦　一
Katsuji　FUKUSHIMA　Koichiro　SHIMADA　Hajime　MATSUURA

，

From　the　Department　of　Urology；School　of　Medicine，　Kanazawa　University．

　　　　　　　　　　　　（Director：Prof．　K．　Kuroda）

　不妊を主訴として来科した睾丸腫瘍の3例を経験したので報告した．

　症例1，33歳主訴は不妊，左陰嚢内容欠損および陰茎駿小．精液検査で精子は認められず，諸検査の結

果停留睾丸および高ゴナドトロピン性類宙官症と診断．睾丸固定術を施行し，そのさい睾丸生検を行なつた

ところ睾丸腫瘍と判明し除睾術を行なつた．組織像は脂肪肉腫であつた．

　症例2，31歳，主訴は不妊．精液検査で精子は認められなかつた．睾丸生検では造精機能停止の所見のみ

で，腫瘍細胞は認められなかつたが，約半年後右陰嚢内容の腫脹を認め，除睾術を行なつた．組織像は精上

皮腫であつた．

　症例3，37歳主訴は不妊および右陰嚢内容腫脹　精液検査で精子は認められなかつた．右陰嚢水瘤と診

断したが精索の肥厚と癒着が高度なため除睾術を施行した．組織学的診断は胎児性癌であつた．

緒　　言

　不妊を主訴として泌尿器科を受診する症例は年々増加

しているが，そのなかで睾丸腫瘍が発見されることは非

常にまれと考えられる．今回われわれは不妊を主訴とし

て来科した興味ある睾丸腫瘍症例を経験し，また当科を

受診した昭和32年から昭和48年末までの睾丸腫瘍患者60

例について検索した結果，不妊を主訴とした症例がほか

に2例みられたので，これらの3症例について報告す

る．

　症例1．33歳，会社員．主訴，不妊，左陰糞内容欠損

および陰茎綾小．

初診，　　　　　　　入院，一
　既往歴，特記事項はない．

　家族歴，挙子がないほか特記事項はない．

　現病歴，結婚後2年半を経過するも子供が得られない

ため，妻が当院産科婦人科を受診し，同科よりの紹介で

精液検査を希望して来科した．小児期より左陰嚢内容の

欠損に気付いていたが放置していた．二次性徴としての

声変りは25歳頃で，陰毛は20歳頃よりわずかに発生し，

腋毛は全く認めたことがない．性交は正常に行ないうる

が，精液の量は数滴程度である．

　現症．左鼠径部に栂指頭大の睾丸らしき腫瘤を触れ

る．右睾丸は栂指頭大で軟，陰茎は小，前立腺は小さく

扁平，ひげ，腋毛は欠如，陰毛は疎，乳房は正常，それ以

外には異常所見はみられなかつた．

　入院時検査成績赤沈値1時問10mm，2時間24mm，

血清電解質，肝機能検査共に異常所見はなかつた．尿中

17KS　2．7mg〆day，17　OHCS　2．6mg／day．精液検査では，

精液は1滴のみで精子は全く認められなかつた．尿中

gonadotropin値48～96m．u，u．頭部X－Pでトルコ鞍は

小，身長171．5cm，比躯幹長28％，比上肢長48％，比下

肢長5696，骨年齢20歳．

　入院経過．検査結果より左停留睾丸および高ゴナドト

ロピン性類宣官症と診断し，一左睾丸固定術
を施行した．左睾丸は22×L4×1．lcm，右睾丸は1．9×

1．1×1．1cm，左睾丸の一部に小豆大の結節を触れたの

で，この部を生検し，同時に右睾丸の一部も生検した．

そのさいに行なつた精嚢腺撮影では異常はなかつた．

　生検標本の組織像は，左睾丸の結節は骨組織，平滑筋
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図3　症例1　摘除標本

様組織などがみられ，奇形腫の所見であつた（図1）．右

睾丸組織は萎縮が著明で造精機能は全くみられなかつた

（図2）．この結果により直ちに左除睾術を行なつた（図

3）．

　組織学的所見．摘出睾丸は大部分が粘液腫の像で，と

ころどころ脂肪織が混在し，脂肪織には大小不同の小空

泡性原形質を有する脂肪母細胞が混在し，脂肪肉腫であ

つた（図4）．

　術後の経過はJ頂調で，転移も認められず，同年12月31

日退院した．

日不妊会誌　19巻3号

図4　症例1　（×100）

　　　　　　図5　症例2　（×100）

　症例2．31歳，会社員．主訴，不妊．

　初診，

　家族歴，挙子がないほかには特記事項はない．

　現病歴，結婚後3年経過するも子供が得られず，妻は

当院産科婦人科にて精査中であつた．同科よりの紹介で

精液検査を希望して来科した．性交には異常はなかつ

た．

　現症，睾丸は左右共にやや小さく，右睾丸の一部に米

粒大から小豆大の硬結が数個触知されたsその他の部位

には異常所見はみられなかつた．

　外来時の精液検査では，精液量2ml，臭，粘稠性，色

はいずれも正常で，精子は全く認められなかつた．無精

子症と診断したが，病床の関係で某病院泌尿器科に精査

を依頼した．両側睾丸の生検を受け，その結果造精機能

障害と一部血管周囲炎の所見で，悪性変化は全く認めら

れなかつた（図5）．

　睾丸生検後右陰嚢内容が腫脹したのに気付いたが，手

術による影響と考え放置していた．昭和39年2月頃より

その腫脹部位に痒みを覚えるようになり，同年2月11目

再度当科を受診した．局所所見は，右陰嚢内容は鶏卵大，

表面凹凸不平で硬く，睾丸の境界は不明であつた．睾丸

腫瘍の疑いで■当科に入院した．

鴨
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昭和49年7月　1　日 福島・島田・松浦

　入院時検査成績．赤沈値1時間2mm，2時問6mm．血

清電解質，肝機能は共に正常であつた．尿中17KS　9．1

mg／day　170HCS　12．5mg／day，　gonadotropil124～48

m．u．u．妊娠反応陰性，

　入院経過．一右除睾術を施行した．凍結切
片検査にて精上皮腫と判明し，直ちにリンパ節廓清術を

併施した，術後放射線療法を開始し，一当院

放射線科に転科した．

　組織学的所見，睾丸組織のほとんどが腫瘍組織の増生

で占められ，腫瘍細胞の原形質は濃染するが，一般に淡

明空胞状あるいは穎粒状である．核は比較的大きく円形

で一般に染色質多く濃染する．精上皮腫の像である（図

6）．

（245）　9
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図6　症例2　（×100）

　症例3．37歳，会社員．主訴，不妊および右陰嚢内容

腫脹

　既往歴，特記事項はない．

　家族歴，挙子がないほか特記事項はない．

　現病歴，結婚して8年を経過したが子供ができなかつ

た．妻は某婦人科医にて精査を受けており，本人も精査

を希望していた．性交には異常はなかつた．昭和48年7

月初旬から右陰嚢内容の腫脹に気付き，自覚症状はなか

つたが，不妊の精査をもかねて当科を受診した．

　現症，左睾丸はやや小，右陰嚢内容は超鶏卵大で陰嚢

皮膚は緊満性で，弾性軟の腫瘤を触れた．表面は平滑

で，波動あり，透光性検査は陽性であつた．それ以外の

部位には異常所見はなかつた．

　入院時検査成績，赤沈値1時間40mm，2時間78mm。

赤血球数414万，白血球数5000，血色素量12．9g／dl．血清

電解質，肝機能共に正常．LDH　514単位，血清フィ，

リノーゲン340mg／dl．　CRP十3，精液検査，精液量o．6

ml，色，臭，粘稠性は正常，精子は全く認められなかつ

た．妊娠反応陰性．

鰭総鐵醗嚢繋懸麟繍難繊灘鶴鍵鑛灘鑛織轟、麟，謙鍔一麟

図7　症例3　摘除標本

嬉難

idStM“．．
図8　症例3　（X40）

　入院経過，無精子症および右陰嚢水瘤の診断のもとに，

一右陰嚢水瘤根治手術を施行する予定で，陰
嚢皮膚を切開し，内容液を吸引してから睾丸を露出した

ところ，睾丸はほぼ正常の大きさであつたが，精索の高

度の肥厚と癒着が認められた．精索炎と考えさらに上方

に剥離を進め，内腸骨動脈付近まで達したが精索の肥厚

は高度で，この部で切断し，睾丸を含めて切除した（図

7）．術後10日目にIVPを施行したところ左腎に重複

腎孟が認められ，右腎は腎孟腎杯の描出は全くみられな

かつた．逆行性腎孟撮影では右腎孟尿管移行部に狭窄像

が認められた．

　病理組織学的所見，睾丸は3×2×2cmで，一部に

正常の睾丸組織があるのみで他はすべて腫瘍によつて占

められていた．腫瘍細胞は腺管を形成して増殖する部分

と，索状あるいは塊状をなして増殖する部分がある．個

々の細胞は大きく，細胞質は淡明で，細胞境界が明らか

でない．核は大きく淡明，核小体は大きくエオジン好性

で核分裂も多くみられる．副睾丸から精索にかけて睾丸

の腫瘍が連続的に浸潤していた．以上より胎児性癌と考

えられた（図8）、

　この組織結果が判明した時点で，術前，術中の診断が

誤診であつたことがわかり，直ちに転移の有無を検査し

た．下大静脈への浸潤が疑われ（図9），右腎尿管移行部

の狭窄も腫瘍による浸潤と考えられた．Actinomycin

DおよびEndoxanの併用療法を開始したが，全身状

態は次第に悪化した．一院内を散歩中急に失
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不妊を主訴とした睾丸腫瘍の3例

耀噸

図9　症例3

神状態となり，心停止をきたし死亡した．剖検の機会が

得られなかつたため死因は不明であつた．

考　　按

　睾丸腫瘍の診断は初期には必ずしも容易でなく，陰嚢

水瘤，副睾丸炎，睾丸炎などと誤診されることがまれで

ない．Schwartzら1）は睾丸腫瘍患者のうち42％は誤診

されたと述べ，Kimbroughら2）は40％が副睾丸炎およ

び睾丸炎と誤診され，Campbell3）は20％は陰嚢水瘤と誤

診されていると述べているごとく，睾丸腫瘍の診断は困

難なことがある．特に陰嚢内容腫大が著明でなく，不妊

を主訴として受診したさいには一層発見が困難である．

症例1は停留睾丸を合併した高ゴナドトロピン性類寅官

症で，睾丸固定術を行ない，そのさいの生検によつて睾丸

腫瘍が発見された．症例2は睾丸生検では異常はなかつ

たが，約半年後に睾丸腫瘍が発見された．症例3は陰嚢

水瘤と誤診し，また術中には睾丸の腫大がなかつたため

精索炎と考え，摘除標本の組織学的検査によつてはじめ

て睾丸腫瘍と判明した．これらの3症例はいずれも不妊

を主訴とし，睾丸の所見が非定型的であつたため睾丸腫

瘍の診断が遅れ，睾丸腫瘍と判明後は腫瘍に対する治療

に専念する結果となつた．なかでも症例3は誤診のため

に腫瘍に対する治療が遅れて不幸の転帰をとり，大いに

反省させられた症例であつた．

　不妊を主訴として泌尿器科を受診する患者は年々増加

しているが，睾丸腫瘍が発見されることは非常にまれな

ものと考えられる．Skakkebεek4）は不妊男子300例中2

例に睾丸生検でatypical　germ　cellが認められ，1例

は16カ月後に2回目の生検を行ない胎児性癌が発見さ

日不妊会誌　19巻3号

れ，残りの1例は2回目の生検を4年半後に行ない，悪性

変化はなかつたが，患者の希望により除睾術を行なつた

ところ睾丸の一部に腫瘍が認められたと報告している．

　古畑ら5）は睾丸腫瘍患者の治療前の反対側睾丸の組織

学的検索を行なつているが，精上皮腫では睾丸は正常よ

り大きさはやや小さく，乏精子症，無精子症が多く，ま

た萎縮が多くみられたと報告している．高井ら6）は睾丸

腫瘍患者の精子形成能について37名を調査し，精上皮腫

群では不妊症であるものが30％，またたとえ子供がいて

も結婚後1－一　2年で1子をもうけるが，それ以後は子供

が生まれず半数以上の例が3年以上の不妊期間をへて精

上皮腫になる傾向がみられ，結婚後1r－　2年間は精子形

成能はあつたが，何らかの原因で低下し睾丸萎縮となつ

て精上皮腫となつたと報告している．Orecklinら7）は睾

丸腫瘍患者77例の精子形成能の検討で，治i療前には81％

が正常であるが，治療後では65％であつたと述べてい

る．当科を受診した60例の睾丸腫瘍患者についての検討

では，受診時に結婚していた症例は32例で，そのうち子

供のいない症例は6例（18．8％）にみられた．以上から

みて睾丸腫瘍患者における不妊症は約20～30％あるので

はないかと考えられる．

　睾丸腫瘍患者の治療後の不妊に関しては，Komら8）．

Mac　Leodら9），　Amelarら10），　Millerll），河合ら12）の報

告がみられる．リンパ節廓清術，放射線療法，抗腫瘍剤

投与などによつて精子形成能は極端に減退し不妊状態と

なりやすい．なかでもOrecklinらは治療後は精子奇形

が生じる可能性が強く，少なくとも治療後18カ月間の避

妊をすすめている．治療後の不妊は放射線や薬剤による

影響と考えられ，治療前の不妊は睾丸腫瘍発生とどのよ

うな因果関係があるのかは不明であるが，何らかの関連

性が存在すると考えられる．

結　　語

　1）不妊を主訴とした睾丸腫瘍の3症例について報告

した．

　2）　症例1は停留睾丸および高ゴナドトロピン性類寅

官症症例で，停留睾丸に脂肪肉腫が発見された．

　3）　症例2は睾丸生検後約半年を経て精上皮腫が発見

された．

　4）　症例3は陰嚢水瘤を合併し，胎児性癌の局所拡大

例であつた．

　稿を終るに当り，ご指導ご校閲を頂いた黒田恭一教授

に感謝する．

　（症例1は第211回口本泌尿器科学会北陸地方会，症例

2は第216回日本泌尿器科学会北陸地方会，症例3は第
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complaint　of　sterility　visited　our　lユospital　for

the　last　16　years　are　repoted．　Histologic　diag－

nosis　of　their　testes　were　liposarcoma，　serninoma

and　embryonal　carcinoma。

　　Case　l　was　aユse　combined　with　hypogonadot－

ropic　eunuchoidism　and　inguinal　cryptorchism
of　the　same　side．

　　Case　2　was　diagnosed　only　azoospermia　at丘rst

overlooking　testicular　tumor．

　　Case　3　was　diagnosed　right　hydrocele　at丘rst，

but　the　spermatic　cord　was　very　hard　when

Winkelmann’s　operation　was　performed，　The
biopsy　findings　revealed　the　in丘1tration　of　testi－

cular　tumor．　About　2　months　after　orchidectomy

he　died　suddently　under　anti－tumor　chemotherapy．

　　Review　of　literatures　and　some　discussion　with

relation　to　malignant　testicular　tumor　and　male

sterility　are　done．

Testicular　tumor　with　the　chief　complaint

　　　of　sterility：Report　of　three　cases

　　Katsuji　Fukushima，　Koichiro　Shimada

　　　　　　　　　　and　Hajime　Matsuura

From　the　Department　of　Urology；School　of

　　　　　　Medicine，　Kanazawa　Univerity

　　　　　　　　（Director：Prof．　K．　Kuroda）

Three　cases　of　testicular　tumor　with　the　chief

φ

十
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Albert　C．　WANG

Department　of　Obstetrics＆Gynecology　Ucla　School　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　　　Los　Angeles，　California　90024 b

　　　　　Abstract：　In　order　to　evaluate　contraceptive　effectiveness　including　closure　rate

and　continuation　rate，　a　series　of　12631UD　insertions　at　UCLA　family　planning　clinic

were　studied．　The　sample　population　was　divided　into　two　different　social　and　educa－

tional　background　groups．　Although　there　were　some　differences　in　effectiveness

between　the　two　groups，　also　differences　in　each　type　of　terrnination　rate　by　nu皿ber

of　parity，　no　statistically　significant　differences　were　found．　IUD　is　not　as　effective

・as　oral　contracepive．　However，　with　careful　discussion　and　counseling　before　insertion，

cautious　selection　of　indication　for　insertion，　and　skillful　sterile　technique　will　reduce

the　incidence　of　unexpected　complication．　There　is　a　need　for　further　study　and

experience　before　we　call　reach　to　more　effective　contraception　with　IUD．

嘲

Introduction

　　There　are　three　major　programs　in　unive．

rsity　of　California　at　Los　Angeles　family

planning　clinic　in　the　Department　of　Obste－

trics＆Gynecology．　Health，　education　and

welfare（HEW）funded　program　budgeted　to
serve　about　1500　new　patients　per　year　was

started　in　July　1970．　This　service　provides

all　kinds　of　contraceptives　including　all　neces・

sary　follow－up．　Eighty　percent　of　the

patients　are　postpartum　cases　whose　delivery

took　place　at　UCLA．　Family　planning　assist．

ant　bridges　the　gap　between　consumer　and

provider．　They　used　to　visit　patients　and

discuss　the　future　plan　for　child　spacing

while　postpartu皿mother　was　still　in　the

hospital．　The　second　progra皿is　conception

counseling　and　educational　clinic　（CCEC）．

This　is　a　family　planning　service　provided

to　UCLA　students　and　their　spouses，　This

service　was　started　in　March　1971．　The

program　was　operated　jointly　by　the　depa－

rtment　of　obstetrics＆gynecology　and　the

student　health　service．　After　attending　one

mandatory　class　which　provides　general　in．

formation　with　both　advantages　and　disa－

dvantages　of　each　birth　control　method，　all

students　pay　a　fee　of＄25．00　per　year　for　all

contraceptive　services．　The　third　program　is

alow　dose　oral　contraceptive　study　which　will

enlist　and　maintain　at　least　100　patients　for

each　of　two　types　of　new　oral　steroids．　All

services　are　free　of　charge．

　　These　three　programs　provide　annual
medical　examination　including　Papanicolaou’s

smear，　thyroid，　breast　and　pelvic　examina－

tions，　immunological　and　ultrasound　testing

for　pregnancy　when　indicated，　gonorrhea

screening　culture，　VDRL，　sickle　cell　anemia

testing　and　X－ray　whenever　needed．　Couns－

eling　and　discussions　are　held　for　all　kinds

of　birth　control　methods　before　the　patient

decided　to　take　her　choice．

Material　and　Metho〔1

　　The　IUDs　inserted　between　July　1，1970　and

June　30，1972，　are　studied　in　this　paper．　All

women　came　to　HEW　and　CCEC　programs
requesting　their　choice　of　IUD　as　a　contra－

ceptive　after　careful　discussion　and　counseling

with　family　planning　nurse　or　assistant，　and

explanation　of　the　advantages　and　disadvan－

tages　of　IUD　selected　for　insertion．　The

indication　and　timing　of　insertion　were

丘nally　decided　by　the　physician．　The　in一
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sertions　were皿ostly　done　by　the　author

with　a　few　cases　of　exceptions　which　were

inserted　by　medical　students　under　supervi．

sion　of　attending　Physicians．

　　The　author　prepared　the　double、bagged

sterile　package　which　contain串the　equipment

necessary　for　inseエtion．　These　are　cervical

tenaculum，　ring　forceps　to　grasp　sterile　cotton

balls　and　uterine　sounding．　With　such　in－

dividualized　sterile　preparation，　the　risk　of

contamination　is　extremely　low　and　con－

sequently　the　incidence　of　pelvic　inflam．

matory　disease　was　markedly　reduced．

　　Before　any　insertion　of　IUD，　a　careful

pelvic　examination　is　done　regardless　of

whether　this　was　done　in　the　past　or　not．

Uterine　size，　its　direction　and　consistellcy

were　checked　togeter　with　adnexal　condition．

The　author　used　a　regular　size　speculum

regardless　of　the　number　of　parity　because

of　the　conviction　that　the　larger　size　of

speculum　is　beneficial　to　a　good　exposure　of

the　uterine　cerVix．　After　cleansing　the

ectocervix　with　benzalkonium　1：750，　anterior

lip　of　the　cervix　is　grasped　with　a　single

tooth　cervical　tenaculum．　In　the　case　of

nulliparous　woman，1％of　lidocain　hydro－

chloride　was　used　for　paracervical　block．　It

is　our　procedure　to　inject　about　3　to　4　ml．

of　1％lidocain　just　beneath　the皿ucosa　at

the　points　of　3　and　g　o’clock．　Uterine

sounding　is　explored　to　ascertain　　fundal

depth　and　direction．　In　some　cases，　uterine

body　is　shifed　to　lateral　side　which　may　be

grasped　strongly　in　order　to　be　located　more

centrally　enabling　easiness　of　sounding　and

IUD　insertion．　Insertion　of　Dalkon　Shield　is

done　to　the　depth　of　previous　sounding　fo1一
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lowed　with　disengagment　of　insertor．　The

Dalkon　Shield　was　not　available　in　our　clinic

until　November　1970，　therefore　IUD　inserted

prior　to　this　date　was　Lippes　loop．　There　were

afew　cases　of　severe　pain，　fainting，　nausea

or　vomiting　occurring　in　the　beginning　when

the　program　was　started　in　July　1970．

These　complications　were　mainly　developed

in　nulliparous　women．　However，　these　un．

favorable　side　effects　were　markedly　reduced

after　a　considerable　arnount　of　experience，

and　presently　we　rarely　meet　a　case　of　such

complication．　Most　of　the　pain　after　inser－

tion　was　well　controlled　by　ad皿inistration

of　propoxyphene　（darvon）and　diazepam
（valium）．

Follow・up

All　patients　were　instructed　to　return　for

pelvic　examination　in　two　months，　thereafter

ten　months；i．e．，　one　ye3r　annual　examina－

tion　including　breast　and　Papanicolaou　smear．

Continuous　e丘orts　were　made　to　reach　those

women　who　failed　to　show　for　follow．up

examinatiol1．　Telephone　calls　and　inquiry

letters　were　used　to　obtain　follow－up　in－

formation．

　　Net　cu皿mulative　closure　and　contilluation

rates　were　calculated　by　the　method　recom－

mended　by　Tietze1）．　The　computor　work　for

life　table　was　done　by　A．H．　Robins　and

company・

Results

　　Table　l　showed　the　total　number　of　IUDs

inserted　by　type　and　parity．　It　is　not　str－

ange　that　82％of　IUDs　inserted　in　the　HEW

■

　　　　　　Table　l　Total　experience

（Period　coveres　July　1970　to　June　1972）

CCEC HEW Total

● DalkQn　Shield DS LL SubtotaI

Nulliparous

Multiparous

Tota1

No． ％ No， No．

385

17

95．77

4，23

146

508

　3

204

No． ％

402 100

149

712

861

17．30

82．70

100

No．

534

729

゜／o

42．28

57．72

1263 100

DS＝Dalkon　Shield

LL＝Lippes　loOP
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program　were　皿ultiparous　women　since
about　80％of　our　patients　come　from　UCLA

maternity　cases　for　six　week　postpartum
check．　This　is　a　good　contrast　with　CCEC

program　in　whith　more　than　95％　of　in－

sertion　was　done　for　nulliparous　women．

This　is　due　to　the　nature　of　the　population　in

the　sample　of　CCEC　program　where　patients

come　from　high　teen　or　early　twenties　age

group　which　consists　of　university　students

and　their　spouses．　However，　when　the　total

number　of　insertions　combined　with　the
HEW　program，　more　than　half　of　the　cases

were　multiparous　with　57％of　total　cases．

　　The　author　was　disturbed　by　accidentaI

pregnancy　in　nulliparous　women　using　small

Dalkon　Shields，　and　we　changed　our　policy

to　三nsert　standard　size　Dalkon　Shields　in

nulliparous　women　which　is　not　in　rnanufa－

cturer’s　instructions．　This　has　decreased　the

incidence　of　accidental　pregnancy．　The
exact　data　and　　differences　in　accidental

pregnancy　rates　between　small　and　standard

size　Dalkon　Shields　will　be　reported　in　the

later　publication．

　　Table　2　shows　comparison　of　net　cumula．

tive　event　rates　with　95％con丘dence　limit　be．

tween　multiparous　in　CCEC　and　multiparous

in　HEW　program．　It　is　generally　understood

that　IUD　insertion　in　nulliparous　woman

has　more　di伍culty　and　complication　than

lnultiparous．　As　it　is　shown　in　Table　2，

nulliparous　group　has　4。O　per　woman　year

of　accidental　pregnancy　in　contrast　with　1．9

in　multiparous　group．　There　was　no　rema－

rkable　di鉦erence　in　rates　of　medical　removal

due　to　vaginal　bleeding　or　Iower　abdominal

pain．　Total　closure　rate　was　higher　ill

nulliparous　group　than　multiparous．　Ac－
cordingly，　the　continuation　rate　is　lower　in

nulliparous　group．　In　the　research　report

by　Tietze2），　differences　between　two　groups

of　IUDs　are　collsidered　statistically　signi丘cant

if　the　lower　con丘dence　lirnit　of　the　higher

rate　is　greater　than　the　upper　limit　of　lower

rate．　Although　table　2　showed　lowとr　ef－

fectivenss　in　nulliparous　group，　there　was

an　overlapPing　in　lower　and　upPer　con丘dence

limit　ill　each　type　of　termination　rates

between　the　two　groups．　There　is　considered

to　1〕e　no　statistically　significant　difference

when　we　accept　the　interpretation　method

proposed　by　Tietze．

　　Table　3　showed　nine皿onths’experience

with　Dalkon　Shield　in　nulliparous　women

ill　nulliparous　women　in　CCEC　and　HEW
groups．　As　stated　in　table　1，385（95．7796）

among　402　were　nulliparous　in　CCEC　group

as　compared　to　149　（17．70％）nulliparous　in

862total　lnsertlon　ln　HEW　group．　The

曙

「

Table　2　Net　cummulative　event　rates，　by　type　of　termination　and　total　closure

　　　　　　　and　contiuation　rates　per　100　women　users　with　9596　con丘dence　limit，

　　　　　　　nulliparous　in　CCEC　and　multiparous　in｝IEW，　with　Dalkon　Shield，　one

　　　　　　　year　of　use。

Type　of　ternユirlation

1
Nulliparous　CCEC
　　（385　cases）

Rate　per

100women

95％　Confidence
　　　　limit

Lower Upper

Accidental　pregnancy

Expulsion

Removal

　Bleeding＆pain

　Other　medical

　Plan　pregnancy

　Personal

4．0

　0

6．4

1．2

1．5

1．6

0

3．5

0．3

0．3

2．4

6．4

　0

9．4

：3．1

Muliparous　HEW
　　（508　cases）

Rate　per

100women

950／6　Confidence
　　　　limit

Lower Upper

5．0

4．3

9．2

1．9

1．3

6．3

0．7

0。6

1．6

O．7

0．5

3．5

0．2

0．1

0．4

4．1

2．9

9．1

2．1

2．2

4．1

Total　closure

Continuation

Woman－month　of　use

18．2

81．8

2，815

1：3．3 23．O 12．5

87．5

3，633

8．8 16．2
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Table　3　Net　cummulative　event　rates　by　type　of　terminatioll　alld　total

　　　　　　　　and　contiuation　rates，per　100　women　year　with　95％confidence

　　　　　　　　both　nulliparous　in　CCEC　and　HEW，　with　Dalkon　Shield．　Nine

　　　　　　　　of　use．

closure

limit
　　　　，

monthS
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自

Type　of　termination

Accidental　pregnancy

Expulsion

Removal

　　Bleeding＆pain

　　Other　medical

　　Plan　pregnancy

　　Persona1

CCEC（385　cases）

Rate　per
95？・6　Cenfidence

　　　　limit

100women　Lower

，

M

Upper

3．2

　0

5．6

L2
0．8

1．9

1．5

　0

3．0

0，3

0．1

0．7

5．8

　0

Total　closure

Continuation

Woman－month　of　use

8．3

3，1

2，8

4．2

12．8

87．2

2，508

8．9 16．6

HEW（146　cases）

Rate　per

100women

1．6

　0

9．8

　0

　0

2．2

95％　Con丘dence
　　　　limit

Lower Upper

0

0

4．5

　0

　0

0．3

8．7

　0

18．5

　　0

　　0

7．9

13、6

86．4

911

6．3 20．8

Table　4　Net　cummulative　eve’nt　rates　by　type　of　termination　and　totl　closure

　　　　　　　　and　continuation　rates　per　women　users　with　95％confidence　limit，

　　　　　　　　both　multiparous　HEW　group　betwen　Dalkon　Shield　and　Lippes　loop，

　　　　　　　　one　year・f　use．

唖

Type　of　termination

Accidental　pregnancy

Expulsion

Removal

　　Bleeding＆pain

　Other　medical

　Plan　pregnancy

　Persona1

Total　closure

Continuation

Woman－month　of　use

Dalkon　shield（508　cases）

Rate　per
9596　Con丘dence
　　　　limit

100women　Lower Higher

Lippes　loop　（204　cases）

Rate　per

100women

1．9

1．3

6、3

0．7

0．6

1．6

O．7

0．5

3．5

0．2

0．1

0．4

4．1

2．9

9．1

2．1

2．2

4．1

O．7

2．5

10，2

　　0

　　0

4．3

95％　Con丘dence
　　　　limit

Lower Higher

　0

0．8

5．8

　0

　0

1．9

3．8

5．7

12．5

87．5

3，633

14．7

　　0

4．5

8．4

8．8 16．2 18．5

81．5

1，831

12．8 24，2

‘
Lippes　loops　in　HEW　group　were　excluded

from　the　study　because　all　other　Lippes　loops

（204cases）were　multiparous．　CCEC　cases
are　usually　a　younger　age　group，　in　the　range

of　16　to　25．　With　nine　months’experience，

CCEC　group　showed　3．2　pregnancies　per　100

woman　year　in　contrast　to　1．6　pregnancies　in

HEW　group．　However，　the　medical　removal

rate　was　higher　with　9．8　in　the　HEW　group．

Total　closure　rates　were　around　the　same

with　12．8　and　13．6　respectively．　This　table

was　aimed　to　see　if　there　is　any　difference

in　continuation　rates　between　these　different

socio　and　educational　groups．　There　were

overlapPings　in　each　type　of　termination

rate　and　consequently　statistically　no　dif－

ference．
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Table　4　showed　multiparous　cases　in　HEW

between　Dalkon　Shield　and　Lippes　loop．

Compared　with　the　Dalkon　Shield，　the
Lippes　loop　has　a　lower　pregllancy　rate（0．7），

higher　expulsion（2．5）and皿edical　removal

（10．2）．The　total　closure　rate　was　lower　in

the　Dalkon　Shield．　Accordingly，　continua－

tion　rate　was　higher　in　this　type　of　IUD．

However，　the　difference　was　not　signi丘cant．

1）iscussion

　　The　effectiveness　of　IUD　cannot　be　dete－

rmined　by　a　single　factor，　and　it　is　too　early

to　draw　a　conclusion　which　can　decide　the

best　type　of　IUD．　The　type　or　shape　of

IUD，　the丘gure　of　uterus，　the　motivation　of

the　patient，　the　skillfulness　and　selection　of

indication　are　to　be　considered　as　factors　of

successful　IUD　wearer．　The　contact　of　the

device　with　the　surface　area　of　the　endome．

triurn　is　considered　another　important　factor

in　determining　effectiveness3）．　The　preliIn－

inary　clinical　evaluation　of　Dalkon　Shields　by

Davis4）suggests　that　it　is　a　superior　in－

trauterine　　contraceptive．　　　Ostergard　　and

Brown5，　reported　on　the　insertion　of　Dalkon

Shields　by　physicians　and　paramedical　per．

sonneL　The　results　computed　by　the　life

table　method　for　one　year　of　use，　are

compatible　to　those　achieved　by　the　physi－

cians．　However，　generally　it　showed　Iower

accidental　pregnancy，　expulsion，　and　rernoval

rates　in　paramedical　personnel　group　than

physicians．

　　Although　there　were　a　few　cases　of　ectopic

IUD　which　were　detected　at　our　family
plannillg　clinic　and　removed　through　lapa－

roscopic　procedure，　these　cases　were　referred

from　some　other　clinic．　There　was　not　a

single　case　of　perforation　in　our　1963　cases．

The　author　is　convinced　that　with　a　careful

discussion　and　counseling　before　insertion　of

IUD，　detailed　history　review　and　selection

of　indication，　thorough　pelvic　examination，

completely　sterile　technique　and　well　prepa・

red　follow－up　system　may　increase　the

continuation　rate　of　IUD．　These　factors

are　essential　for　the　result　that　was　no

serious　complication　in　our　experience．

　　Two　of　the　exclusive　advantages　of　the

Dalkon　Shield　are：the　presence　of　thek　not

in　Ucla　Family　Planning　Clinic　日不妊会誌　19巻3号

in　the　string　which　is　located　7．Ocm．　from

the　top　margin　of　the　shield，　and　low

expulsion　rate．　The　contraceptive　effec－

tiveness　of　the　IUD　highly　depends　upon　its

proper　placement　high　in　the　uterine　fundus．

The　knot　of　the　Dalkon　Shield　gives　the

physician　a　reliable　sign　of　verifying　that

the　device　is　correctly　positioned　high　in

the　uterine　cavity．　With　the　author’s　exp－

erience，　the　accidetal　pregnancy　usually

occurred　when　the　knot　was　more　than
2。O　cm．　outside　of　the　external　os．　There－

fore，　it　is　our　procedure　that　the　depth　of

the　uterus　be　determined　routinely　by
sounding．　If　uterine　cavity　is　measured　as

7。O　cm．　knot　should　be　at　external　os．　If

depth　is　6．Ocm．　knot　should　be　approxima－

tely　1．O　cm．　outside　of　cervical　os．　The

position　of　the　knot　is　noted　in　our　medical

record．　When　the　patient　appears　for
follow－up　pelvic　examination，　the　position　of

the　knot　is　carefully　observed．　In　the　event

of　possible　expulsion　of　the　shield　which　is

shown　by　moving　location　of　the　knot，　the

shield　is　advised　to　be　replaced．　The　author

believes　that　the　accidental　pregnancy　rate

will　be　markedly　reduced　with　careful　check

of　location　of　the　knot．

Conclusion

　　Dalkon　Shields　and　Lippes　loops　were　used

in　two　dif〔erent　education　backgroulld　groups

in　the　family　planning　clinic　at　University

of　California，　Los　Angeles．　There　were　some

differences　in　the　rates　of　termination　bet－

ween　these　two　groups，　and　also　between

the　number　of　parity．　However，　these　dif－

ferences　were　statistically　not　signi丘cant．

The　continuous　effort　for　further　experience

and　study　are　needed　in　order　to　reach

more　effective　use　of　the　shield．
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カリフォルニヤ大学家族計画クリニック

　におけるDalkon　Shieldの使用成績

　　　　王　　春　　雄

（ロスアンゼルスカリフォルニヤ大学

　　　　産婦人科学教室）

　1970年7月より満2年間に使用したIUD，1263例に
ついてその臨床結果を検討した．ダルコンシールドの特

長は糸についている結節により子宮内における正確な位

置をたしかめられること及び脱出率の低いことである．

未産婦は経産婦よりも妊娠率，出血又は下腹痛あるいは

その他の理由で抜去する可能性が多く生命年表法による

統計において，1年使用後100名の中，未産婦は81．8・

名，経産婦は87．5名ダルコンシールドを継続使用して

いた．その他Lippes　IQopとも比較してその成績を検
討した．

軋



日本不妊学会雑誌
7第19L9第3号1974

LH－RFのRadioimmunoassay
抗体の産生とその生物学的活性の検討

Radioimmunoassay　for　Luteinizing　Hormone　Releasing　Factor（LH－RF）
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　鋭敏で特異性の高い黄体化ホルモン放出因子（luteinizing　hormone　releasing　factor＝LH－RF）のradio－

immunossayを開発する目的で，　LH－RFの抗体の作製を試みた．　Carbodiimideを結合剤としウシ血清アル

ブミンを付加したLH－RFを抗原とし，雌家兎背皮内に2週間毎にFreundのadjuvantの共に免疫し第

3回目のboosterのあと採血しその血清を抗体として使用した．1：1，000倍に希釈した抗体は2重抗体法の

radioimmunossayで約30％の結合能を示し，標準曲線上0．25～　10．Onanogramの問で直線的用量関係を得た．

またこの抗体はラットのLH，　FSH，合成TRF，　substance　P，　lysineとarginineのvasopressin，　oxytocin

などと著明な交叉反応を示さなかつた．抗体の生物学的活性をみるために，O．8mlの血清を4日周期のラッ

トの発情前期の1．00pm．と3．00p．m．に静注投与すると，翌朝の排卵が完全に阻止されることが判明した．

以上の結果は，使用した抗原を用いてさらに家兎を免疫することにより，より鋭敏なradioimmunoassayを

開発することが可能であり，免疫学的中和作用を応用することにより，内因性のLH－RFの作用機序を窺う

ことを可能にするものと思われる．

はじめに

　1971年に視床下部の黄体化ホルモン放出因子（Lute－

illizing　Hormone　Releasing　Factor　・＝　LH・RF）が精製

され，アミノ酸組成と構造式の決定とそれに続く合成の

成果1’2）は，神経内分泌学領域の研究を一段と刺激し，

極めて短期間の問にこれ程各研究者の注目が集まり，多

くの精力が費やされたpeptide　hormoneの研究も近来

珍しいことである．その結果このdecapeptideの生物

学的作用は臨床研究と各実験動物の両者にわたつて数多

く検討され，今や臨床内分泌学上の1つの重要な診断と

治療の手段になりつつあることは疑いのないところであ

る．

　しかしながら，このLH－RFに対する鋭敏でかつ直

接的な測定法が確立されないために，このLH－RFが

視床下部のいかなる部位でいかに生合成され，分泌され

●
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るか，この最も基本的な問題が未解決で残されているこ

とも事実である．

本実験は鋭敏なradioiminunoassayの確立の1ステ

ップとして，LH－RFの特異抗体の産生とその生物学的

作用を検討し，ここにまとめてみた．

実験方法

　抗原の調整：LH－RFにbovine　serum　albumin

（BSA）を結合させるために，　decapeptideの末端のア

ミド（－NH2）をカルボキシル基（－COOH）に変換し

た．この目的のために50mgの合成LH－RF（三共製薬

提供）をO．5N　HCl中で24時問，室温で静かに撹梓し

た．このインキュベーションのあと，反応液の一部をブ

タノールと3％のアンモニア液（100：44，v／v）を溶媒

としてシリカゲルの薄層クロマトグラフィーの上で展開

させ，新しいLH－RF（－COOH）がLH－RF（－NH2）

の後方に存在することを紫外線下で確認した．なおin

vitroの下垂体前葉の培養でこの一COOH基を有する

LH－RFは4時間の培養後，著しくLHをmedium中

へ放出させ，HCI処理後decapeptideの構造上の鎖が

保たれていることを証明した．このあと全反応液はpH

7．0～7．2に調整後，凍結乾燥した．BSAとの結合には

1－ethyユ・3（3－dimethylaminopropyl）carbodiimide－HC1

（EDC，　Ott　Chemical　Co．，　U．S．A．）をcoupling　agent

として使用した．実際の結合は，上記凍結乾燥したLH・

RFと2．5×10’6MのBSA（170mg）を6mlのH20
に溶解し，2．5×10’4MのEDC（40mg）を加えたあと，

再びpHを6．5～7．0に調整し，室温（23～24°C）で16

時間，遮光して反応させた．このあと，燐酸緩衝液（O．15

M　NaCI，　O．01M　NaH2　PO4－K2HPO4，　pH　7．3）を用い

4°Cで48時間透析した．

　抗体の産生：透析後，BSAとの結合物は0．15Mの生

食水で最終濃度を12m1にし，約1mlを等量のFreud’s

complete　adjuvantと乳濁化し，生後約5～6カ月の

New　Zealand系の白色雌家兎の背皮内に注射し，2週

間後にboosterとして同量を皮内注射し，10日後に耳

静脈より採血し，血清を分離した．

　抗LH・RF血清の検討：得られた抗体の力価を検討

するために，LH－RFを放射性ヨードと結合させ，各段

階に希釈された血清との結合能を二重抗体法で調べた．

放射性ヨード化にはGreenwoodら3）の方法に従い，5

μ9のLH－RFと1mCiの1251を25μ1のクロラミンT
（2。5mg／ml　phosphate　buffer）と60秒間反応させ，25

μ1のNa2S205（10mg／ml　phosp正late　buffer）を用いて

反応を停止させ，carrierとしてヨードカリ液（KI　10

mg／’ml　in　16％sucrose）50μ1を加えたあとBio－Gel一

（255）19

P－2カラム（O．9×16．Ocm）にて遊離の放射性ヨードを一

分離した．このようにして標識された1251－LH－RFは

約150・》170μci／μgのspeci丘c　activityを有していた．

抗LH－RF血清と1251－LH－RFは0．2Mトリスー酢酸緩

衝液（pH　7．3）で4°Cで反応させ，そのあと過剰の抗

家兎ガンマグロブリンを加えて，抗原一抗体結合物を分

離した．

　抗LH－RF血清の生物学的活性：抗体の生物学的活一

性を検討するために4日周期の成熟雌ラットのproe－

strusの午後，1．00p．m．と3．00p．m．にO．8mlの血清を

尾静脈より静注，もしくは腹腔中へ投与し，対照群には

正常家兎血清を同様の方法で静注したt全てのグループ’

は翌朝工一テル麻酔下で開腹し，卵管中の卵の有無を検

索した．

結　　果

　1：1000倍に希釈された抗体は，4°Cで約4時間1251－－

LH－RFと反応後，抗家兎ガンマグロブリンを加え，約

16時間インキュベートした後，35～40％の結合能を示し

た．表1にこの抗体の交叉反応，特異性を示した．合成

表1　Anti　LH－RF　serumのcross－reactivity

ホ　　　ル　　　モ ン

合成LH－RF
ラット視床下部抽出物
　　（NIAMD－Rat　HE－RP－1）

ラットLH
　　（NIAMD－Rat　LH－RP－1）

ラットFSH
　　（NIAMD－Rat　FSH－RP－1）

合成TRF（Beckman）
Substance　P（Beckman）

リジンバゾプレッシン（Sigma）

アルギニンバゾプレッシン（Sigma）

オキシトシン（Sigma）

relative　cross－・

　reactivity

　　　100．0

（100．0）

＜O．02

＜0．02’

＜0．01

〈0．15・

＜0．01

＜0．02

＜0．01

TRF，オキシトシン，バゾプレッシン，　ラットLH，

FSHはLH－RFを100％として換算すると，いずれも．

0．02％以下の結合能しか示さず，得られた抗体がLH・

RFと特異的に結合することが判つた．

　図1はLH－RFとの用量曲線を示した．得られた曲

線から，加えられたLH・RFのうち0．3ngから20．Ong

の問で極めて鋭敏に反応して直線化することが判る．

　表2はLH－RF抗体の生物学活性を示したものであ

る．Proestrusのいわゆるcritical　periodの直前とそ

の時期に直接，正常4日周期の成熟雌家兎の血中に0．8

mlずつこの抗体を投与すると，全例において排卵が阻

止されることが判る．また腹腔投与例と対照群の正常家



20　（256）

100

旨矧

50

LH－RFのRadioimmunoassay

0．5　1。0　　　　5．010．0　　　50．0

　　　　　　　　　皿gLHRFンtube

図1　LH－RFの標準曲線

日不妊会誌　19巻3号

がワシントンD℃，で行なわれた第4回国際内分泌学会

において最初のLH－RFのRadioimmunoassayを報

告したが，LH－RFそのものを直接抗原を使用し，1：

100に希釈した比較的高濃度の抗体をassayに用いた

彼等の実験の詳細は不明である．1973年に入！2つの

異なつた研究室より同時に，それぞれ非結合型のLH－

RFを直接抗原として使用して抗体価の極めて高い抗体

を産生し，これをradioimmunoassayに応用した報告が

あい次いでなされた8’9）．分子量約1，100前後のpeptide

が直接1～2回の免疫で鋭敏なassayに使用し得る抗

体を生体内で産生することは1つの驚異であるが，恐ら

くこのpeptideホルモンそのものが主として下垂体門

脈中に高濃度に存在し，外来性のLH－RFに対し，家

兎の抗体産生機構が比較的反応し易いことも一因と考え

られる．今回のわれわれの方法は，前述の方法と異な

り，BSAとの結合型のLH－RFを抗原にして使用し，

その抗体の産生に成功したが，その特異性は表1に示さ

るように極めて高くradioimmunoassayに使用し得る

ことが判明した．一般のradieimmunoassayにおいて，

Group

対　　照　　群
（NR．S．　i．v，）＊

AIS静注投与群
（O．8ml×2）

AIS腹腔投与群
（0．8ml×2）

A／S（i．v．）十

LH－RF（200ng）

ラット
　数

7（7）

7（0）

8（8）

6（6）

表2　Anti　LH－RF　serumの排卵抑制効果

　　　　　　　排　　　卵　　　数
体　　重（9）

286．3±20．0＊＊

266．7±10．3

271．1±14．6

274．3±　9．8

＊NRS＝normal　rabbit　serum

（左）

7．3±1．4

0

6．8±1．2

8，3±O．9

（右）

6．7±0．9

0

7．0±1．3

6．5±1．6

子宮重量（mg）

＊＊mean±SE．

兎血清投与群は全例排卵が観察され，静注投与例におい

ても，同時に200ngのLH・RFを静注すると，全例翌

朝卵管中に卵が存在することが観られた．

考　　案

耳日巣重量（．m9）

　合成LH－RFが基礎動物実験と一部の臨床研究に用

いられて以来，数多くの研究がin　vitroとin　vivoの

いずれにおいても，このDecapeptideがLHのみなら

ずFSHをも前葉から放出させることを証明してき

た4’6）．さらにLH－RFの前葉に対する作用機序そのも

のについてもadenyl　cyclase－cyclic　AMP系が関与す

ることが報告されている6）．しかしながらLH・RFその

ものの生体内の動態を直接窺う報告は内外において極め

て少ない．1972年にフランスのKerdelhu6とJutisz7）

431．3±13．3

520．6±26。7

488．3±30．6

437．6±14．9

69．2±3．6

59．7±2．7

68．8±1．8

63．9±1．7

理論的には使用する抗体の希釈を上げるほど，assayの

感度も上ることが知られているが，今回の免疫法をさら

に続けることにより，より高い力価の抗体の産生も可能

であると思われる．

　得られた抗体を0。8mlずつラットのcritical　period

の直前とその時期に全身投与すると排卵が阻止されたこ

とは，下垂体前葉よりのいわゆるLH　surgeに必要な

LH・RFが下垂体門脈中あるいは前葉に達する前に中和

されたことを示唆するものと思われる．排卵阻止例に

LHRFを投与することにより再び排卵が誘発できるこ

とは，この抗体の投与によつても下垂体・卵巣の機能が保

たれていたと解釈される．腹腔投与例に排卵がみられた

ことは，腹腔中より全身血流に，さらに下垂体門脈中に

抗体が取り込まれることにある時問を要し，十分の濃度
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に達しない内にLH－surgeが惹起されたものと思われ

る．いずれにしても本実験は将来このimmunobiolo－

gicalな方法が視床下部一下垂体前葉系の経時的な機能

の研究に欠くことのできない有用な研究手段の一つとな

る可能性を強く示すものと思われる．
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　　Radioimmunoassay　for　luteinizing

　　hormone　releasing　factor（LH－RF）

－
Production　of　specific　antibody　and

　　　　　　　　its　biological　potency一

Tsunehisa　Makino　and　Toranoshin　Ohno

仏

哨

，

　　本実験初期の基礎実験の一部はHarvard　Medical

School　Roy　O．　Greep教授の御指導によることを付記

します．
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　　As　one　of　the丘rst　steps　toward　developing　a

highly　sensitive　and　specific　radioimmunoassay

for　luteinizing　hormone　releasing　factor（LH－RF），

the　antibody　to　LH－RF　was　generated　by　repeat－

ed　intradermal　injections　of　the　LH－RF－bovine

serum　albumin（BSA）conjugate　solution　elnul－

sified　in　Freund’s　complete　adjuvant　40　female

rabbits．　After　the　third　booster　injection，　about

30％　of　binding　to　1251－LH－RF　was　obtained　at

1：1，000dilution　of　the　antiserum　and　a　Iiner

dose　response　relationship　against　cold　LH－RF

was　shown　in　the　range　from　O．25　nanogram　to

10．O　nanogram，　Rat　LH　and　FSH，　substance　P，

oxytocin，　1ysine　and　arginine　vasopressin，　and

synthetic　TRF　showed　less　than　O．03％　cross－

im皿unoreaction　as　compared　with　cold　LH－RF
（100％）．Two　intravenous　injections　of　O．8　ml　of

this　antiserum　to　4－day　cycling　female　rats　at

1：00p．m．　and　3；00　p．m．　on　proestrous　day　in－

hibited　ovulation　the　next　morning．　The　data

indicate　that　the　method　used　is　apPlicable　for

further　development　of　radioimmunoassay　for

LH・RF．

岨

9



日本不妊学会雑誌
第19巻第3号1974

不妊診療における子宮内全面掻爬の意義

とくに子宮X線像との関係

The　Diagnostic　and　Therapeutic　Signi丘cance　of　Dilatation　and

　　　Curettage　at　Sterility　Clinic．　Special　Reference　to

　　　　　　　　　Correlation　with　Hysterograms

●

東邦大学医学部産婦人科学教室（主任：林基之教授）

　　　　　　平　　敷　　好　　惟

　　　　　Takanobu　HIRASHIKI

Dep．　Obst．　Gynec．，　Toho　Univ．，　School　of　Med．

　　　　　（Director，　Prof．　M，　Hayashi）

　不妊患者の子宮卵管造影法で，子宮X線像に変化のあるもの，および対照として正常子宮像，発育不全子

宮など計410例の月経周期後半にSuction　curettageにより全面掻爬を行なつた．

　1）　採取子宮内膜量は子宮X線像とよく並行し，正常子宮に比べて，発育不全子宮では少く，ポリープ状

増生，子宮アトニーおよび辺縁粗大不正では多量であつた．

　2）組織学的には子宮内膜ポリープが410例中44例（10．7％），増殖症9例（2．2°／・）であり，これらは辺縁粗

大不正，ポリープ状増生および子宮アトニー群に多く認められた．

　3）全面掻爬後410例中136例（33．1％）が妊娠した．妊娠までの周期数をみると，4～5周期以内の比較的

早期に妊娠成立する例が多く，治療効果がうかがえた．

　4）　掻爬後妊娠例が6周期以内に分布する割合を子宮X線像別にみると，正常子宮像では57．5％，辺縁粗

大不正77．7％，ポリープ状増生76．2％となり，早期妊娠例には子宮の形態による差が見られた．

　造影法により子宮の形態を把握し，全面掻爬を行ない，組織学的に内膜の状態を知ると共に，6周期以内

は掻爬の治療効果を期待して経過観察を行なうのが不妊診療上有用であると考える・

はじめに

　子宮内膜が受精卵の着床および妊娠の維持に重要な役

割を有することは想像に難くない．従がつて，子宮の形

態異常が不妊症の原因の1つとして何らかの意義をもつ

ことが考えられる．また不妊患者で，子宮内膜掻爬のあ

と，比較的早期に妊娠成立を見る例のあることは，一般

に良く知られている．百瀬（1964）は先に，内膜のポリ

ー プ状増生に全面掻爬を行ない，その直後に妊娠成立を

みた不妊症例を発表した．このような単純な操作が果し

て有効な治療手段になり得るかどうか明らかにする目的

で，子宮X線像と全面掻爬による内膜採取量，組織所

見，術後妊娠率との関係を調べ，臨床的に極めて興味あ

る知見を得たので報告する．

1．対　　象

　昭和39年から47年末までの9年間に，不妊を主訴とし

て，東邦大学産婦人科不妊外来を受診し，子宮卵管造影

法を受け，X線像で子宮に形態的変化の認められたもの，

および対照として正常子宮像，発育不全子宮など計410

例を検討した．これらは同期間内に造影法を実施した患

者のほぼ10％に相当し，月経周期異常，卵管閉塞，男性

不妊因子などが含まれる率は低くなつている．妊娠例の

追求調査は各年度末のカルテ調査に加え，一部にアンケ

ー ト調査も試みたが，対象が都会地の比較的若年夫婦で

移動が激しく，ちようど住居表示変更の時期にあたつた
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ため，回収率は悪く，30％程度にとどまつた．

II．方　　法

平　敷　好　惟

　子宮卵管造影法は月経終了から4～5日目頃，すなわ

ち増殖期初期から中期に実施し，症例によつて油性造影

剤Lipiodol　UFまたは水溶性造影剤Endogra丘nを用

い，その手技の詳細ならびに造影剤の使い分けは，百瀬

（1965）の提唱する方法に従つている．

　全面掻爬を行なう時期は，原則として月経周期後半，

または月経開始第1目目とし，静脈麻酔下で，Hegar

6～8号程度まで頸管を拡張し，200mmHg程度の陰圧

で主にSuction　Curettageにより子宮内膜を採取した．

吸引された内膜片は生理食塩水中に集め，秤量後，一部

は写真撮影し，なるべく大きなブロックを組織検査（10

96Formalin固定，　H．E．染色）に供した．内膜掻爬を

受けた患者は，その後約6周期はビタミンE剤内服程度

で経過を観察した．

III．成　　績

　1．不妊期間別分布（図1，2）

　子宮内全面掻爬をした410例と，昭和47年1月から48

年6月までに子宮卵管造影法を受けた511例の不妊期間

を比較すると，いずれも1年から21年にわたり，そのピ

ー クは3年目にあり，両者の間にほとんど差を認めなか

つた．

　2．子宮X線像の分類基準（写真1，2，3，11）

　造影剤の標準注入量を7ml前後とし，これで十分な

卵管陰影と腹腔内流入像が得られ，子宮底部はほぼ直線

状，左右側壁は軽く内方に轡曲しているものを正常子宮

像とした．

　次に内腔が不規則な鋸歯状，ないしはゆるやかな凹凸

不平を示すものを辺縁粗大不正像とした（写真1）。

　弛緩状子宮とは，子宮底が上方に，側壁は左右に向つ

てふくらみ，全体として三角形より丸味をおび，造影剤

10ml以上，時には20ml近く注入して，ようやく腹腔

内流入像が得られるものである（写真2，11）．

　さらに，辺縁に小指の先ほどの凹凸不平や，内腔に円

形の淡い陰影欠損を示すものをポリープ状増生とした

（写真3）．これらはX線学的には辺縁粗大不正とともに

内膜の増殖性変化を示すものとされる．その他の子宮像

についてはすでに発表したので省略する．

　3．子宮X線像による分類（図3，4）

　子宮内全面掻爬の対象となつた410例の子宮X線像を

分類すると，正常子宮像104例25．4％，発育不全子宮34

例8．3％，辺縁粗大不正，ポリープ状増生および子宮ア

トニー計191例46。6％であつた．百瀬，郭（1969）の報

10
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図1　不妊期間別分布（D＆C例）

偏数

図2　不妊期間別分布（昭和47年1月～48年6
　　　月H．S，G．例）

図3　子宮X線像（D＆C例）

告した一般不妊患者1643例の子宮X線像を同じ基準で分

類すると，それぞれ50．9％，14．7％，13．1％となる．す

なわち子宮内全面掻爬の対象には，子宮に形態的変化の

あるものを特に選択したことになる．

　その他の分類項目には，炎症の後遺症ともみなされる

辺縁微細不正像，子宮萎縮像，外傷性子宮腔癒着像など

が含まれ，陰影欠損の項目は主として子宮筋腫である

が，奇形を含めてこれらはいずれも例数が少なく，全面

掻爬後の妊娠成立でも特に関連性が認められなかつた．
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表2　子宮X線像と内膜組織診

図4　子宮X線像（一般不妊婦人）

表1　子宮X線像と採取子宮内膜量
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　4．子宮X線像と子宮内膜量（表1，写真4）

　子宮内全面掻爬により採取された内膜片は生理食塩水

からガーゼで濾過分離し，ただちに秤量した，これを少

量（1gr以下），中等量（1・・J　3　gr），多量（3gr以上）

に分けてみると，子宮X線像とよく並行していることが

わかる．すなわち，1gr以下の少量例は，正常子宮像

で104例中27例，約4分の1であるのに対し，発育不全

子宮では34例中15例，約半数がこの群に属している．ま

た3g以上の多量例をみると，正常子宮像では104例中

8例，10分の1以下であるのに対し，辺縁粗大不正では

53例中12例で約4分の1，ポリープ状増生では70例中26

例で約3分の1，子宮アトニーでは68例中19例約3分の

1で，いずれも正常子宮群に比べて内膜採取量が多量の

例が多い．

　これら子宮アト干一などでは，子宮腔の面積が広いた

め当然ともいえるが，とくにポリープ状増生例では，子

宮X線像の淡い陰性欠損を反映したものと思われる小指

の先をそいだような内膜片を認めることが多く，なかに

は10gr以上も採取され，直径10cmのシャーレを満た

すほどの量に達することもあつた（写真4）．これらのこ

とから，X線像に見られた子宮の変化から，ある程度子

宮内膜の状態，とくに肥厚，増生を推測することが可能

であることがわかつた．

　5．子宮X線像と組織所見（表2，写真5，6，7）．

　子宮内膜組織所見は，同一患者でも切片によりかなり

13　120　　247
　1
2　　2　　22
　1
11　　　16

215　　54
　1　2　　2

　　　　44
　　　　　9

　　5　　11

　　3　　3
　　　　　2

26　118　　37　　410

の違いを示すことがあるので，個々の切片の，いわば

平均的な組織像によつて分類した．それによると，分泌

i期247例で全体の60．2％に相当し，これに増殖期，月経

期内膜を加えれば，正常機能内膜が77．2％を占めること

になる，

　1）分泌不全像

　異常分泌期像については多数の報告があるが，内膜採

取部位による多様性の問題，また異常と思われる部分が

どの程度に混在すれば，正常範囲を越えたものとするの

か，必ずしも明確な診断基準はなく，報告者によりその

成績は一定しない．今回，分泌不全とした病理像は，腺

腔，腺細胞の形態を中心に，河合，池沢らの報告した非

定型的分泌期像に近い組織像を示すものである（写真

5）．これに相当するものは410例中22例（5．3％）であ

つた．発育不全子宮では組織診で異常分泌期像を示すこ

とが多いという報告もあるが（加藤ら，1973），今回の調

査ではX線による子宮の形態的分類と組織診による分泌

不全像との開に，明確な関連性は認められなかつた．

　2）子宮内膜ポリープ，増殖症（写真6，7）

　内膜ポリープは410例中44例（10．7％），増殖症Hyper－

plasieが9例（2．2％）に認められた．ポリープは元来

が臨床的に使われる名称であつて，肉眼的に見た有茎増

殖物のことであり，組織学的には必ずしも明確な診断基

準を欠き，広義には粘膜下筋腫，胎盤ポリープ，その他

の腫瘍性増殖物も含まれるが，狭義には子宮内膜組織よ

りなる有茎増殖物である．ここでポリープとしたのは

後者に属する子宮内膜ポリープのことである（写真6，

8）．

　子宮内全面掻爬をすると，採取子宮内膜量が3gを越

えることの多い辺縁粗大不正像では53例中6例，ポリー

1

「

」
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プ状増生では70例中20例，子宮アトニーでは68例中8例

と，組織学的にも内膜ポリープの頻度が高く，なかでも

X線像でポリープ状増生とされた例では約3分の1が組

織学的にも内膜ポリープという結果を得た．内膜増殖症

も子宮正常像の2例を除けば，すべてこの群に属してい

る．このことは，子宮内全面掻爬のさい，肉眼的に見ら

れた内膜の肥厚，増生の所見を組織学的に裏づけるもの

である．

　また，全面掻爬を行なう前に，子宮鏡による観察を行

なつてみたが，X線像でみられたポリープ状に肥厚した

内膜がこれによつても確認された（写真8），この場合，

子宮腔粘膜を外套管で傷つけ，掻爬する前にすでにポリ

－1 プ状に肥厚した内膜を自然排出することもある．

　すなわち，子宮X線像で子宮の形態について大まかな

観察を行ない，そこで形態的に変化や異常が認められた

場合には，引き続いて子宮内全面掻爬を行なうことによ

り，内膜の変化をよりくわしく検査するのが良策である

と考える．

　3）　その他

　組織学的に炎症，結核，萎縮を示す例が，X線学的に

炎症の後遺症とも考えられる辺縁微細不正像，子宮萎縮

像，外傷性子宮腔癒着症に多く分布するという結果が得

られた．近年急激な減少傾向を示す子宮結核は410例中

わずか3例0．7％で，いずれも子宮辺縁微細不正例であ

つた（写真9，10）．

　6．子宮X線像と掻爬後の妊娠（表3，図5，6）

　子宮内全面掻爬の後，410例中136人（33．1％）が妊娠

し，このような操作が不妊患者の最終希望である妊娠成

立に好影響を及ぼすことが推測された．月経第1日目，

あるいは用期後半に全面掻爬を行ない，次の周期の月経

発来を見ることなく妊娠した例を0周期とし，以下，妊

娠成立136例における掻爬後妊娠までの月経周期数を調

査してみると，0周期：5例，1周期：19例，2周期：

21例，3周期；10例，4周期：13例，5周期：9例，6

周期：5例，7周期：6例，8周期：4例，9周期：3

例，10周期：4例，ユ1周期：7例，12周期：5例，1年

以上25例となり，2周期をピークにして，6周期以内で

136例中82例60．3％が妊娠しその治療効果がうかがえた

（図5）．

　子宮内全面掻爬が妊娠成立に及ぼす効果は，異常内膜

を機械的に除去するところにあると考えられ，不妊のそ

の他の因子である排卵障害8例（うち妊娠4），卵管通過

障害45例（うち妊娠4），精子減少症32例（うち妊娠9）

を除外すると，内膜掻爬後の妊娠率は325例中119例36．9

％となり，かなりの高率になる（表3）。

　代表的な症例についてのべる．続発不妊12年で昭和9

表3

排卵障害

（261）25

D＆C例における不妊因子

響

20

10

卵巣襖状切除

卵管通過障害

　　卵管形成術

　　卵管周囲癒着像

　　卵管像不明

精子減少症

　　　（4000万／ml以下）

計　85例　うち妊娠17例（20％）

これらを除外したD＆C後妊娠率

　　136－17
　　　　　　×100＝36．996
　　410－85

　　8例（妊娠4例）

　　　　　　1例

Clomid　　1例
その他　　　2例

　　45｛列　（妊娠4イ列）

　　　　　　2例

　　　　　　1例

　　　　　　1例
　　32例（妊娠9例）

　0　1　2　3　4　5　6　ア　8　9　10　1112　1年以上

　　　　　　　　　周　期

図5　D＆C後妊娠圭での周期数（総数136入
　　　33．1％）
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妊娠ノ例数 3B／悩 8／34 25／68 18／53 21／70 926 5／18 ，2〆37

率（％） 36．5 23．5 36B 3毒．O 30．0 34．6 27．8 32．4

図6　子宮X線像と周期別妊娠例

年生まれの未産婦．初経13歳　25～30日型，持続5目

間．昭和34年結婚，同年妊娠3カ月で自然流産43年某

大学病院にて子宮卵管造影法を受け卵管疎通性はあつた
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が精子減少症と診断され，A．1．H．を3回受け妊娠しなか

つた．46年当科外来受診，内診所見で著変なく，5月，

子宮卵管造影法を施行，両側卵管疎通性であつたが，子

宮にポリープ状欠損を認め，全面掻爬を行なつた．内膜

量3grでポリープ状の内膜片3個あり，組織学的にも

内膜ポリープと診断された．同年10月の月経（掻爬後5

周期目）を最終として妊娠し，47年8月満期分娩した．

　X線像による子宮の形態的分類と全面掻爬後妊娠成立

までの周期数の関係をみると，図6の如くで，辺縁粗大

不正（0周期：0例，1周期：3例，2周期：4例，3

周期：2例，4周期：2例，5周期：2例，6周期；1

例，7周期：0例，8周期：1例，9，10，11，12周期

いずれも0例，1年以上3例），ポリープ状増生（0周

期：1例，1周期：3例，2周期：3例，3周期：2例，

4周期：2例，5周期：3例，6周期：2例，8，9，

10，11周期：0，12周期：1例，1年以上4例），子宮ア

トニー（0周期：0，1周期：3例，2周期：2例，3

周期：2例，4周期：3例，5周期：2例，6，7，8

および9周期：1例ずつ，10周期：0例，11周期：4例，

12周期：0例，1年以上5例），それに対照とした正常

子宮像（0周期：3例，1周期：4例，2周期：7例，

3周期：2例，4周期：5例，5周期1例，6周期：0

例，7周期：2例，8周期：1例，9周期：2例，10周

期：1例，11周期：2例，12周期：3例，1年以上5例），

発育不全子宮（0周期：1例，1周期：2例，2周期：2

例，3，4，5および6周期：0例，7周期：1例，8，

9，10および11周期：0例，12周期および1年以上：

1例）となる．いずれの群でも，1～2周期をピークに

して，早期に妊娠が成立する傾向が認められたが，6周

期以内に妊娠する割合は，正常子宮像では妊娠38例中22

例（57．8％），発育不全子宮では8例中5例（62．5％）であ

るのに対し，辺縁粗大不正18例中14例（77．7％），ポリ

ー プ状増生21例中16例（76．2％）となり，掻爬後6周期以

内の比較的早期に妊娠成立する率にはかなりの差が認め

られた．すなわち正常子宮像の場合には妊娠例が全周期

に平均的に分散しているのに対し，辺縁粗大不正，ポリ

ー プ状増生では，妊娠例が6周期以内に集中する傾向が

あり，後者では子宮腔の形態的変化が妊孕性を阻害して

いたことが推測される．

　なお，採取内膜量，組織像における内膜の肥厚，増生

という点では，子宮アトニーも程度の差はあれ，ポリー

プ状増生と同様の傾向を示したが，全面掻爬後6周期以

内の妊娠例は25例中13例（52％）で，正常子宮群に近い

値であつた．

　このような特異な子宮X線像の患者で5～10年の経過

を見たものの中には，手拳大あるいはそれ以上の子宮筋

日不妊会誌　19巻3号

腫になつて，全摘出術を受けているものがある．たとえ

ば原発不妊4年で昭和40年に造影法を行ない，ポリープ

状増生と診断され，全面掻爬を受けてから妊娠し，2児

を分娩したあと，過多月経と月経困難症が強くなり，4

年後子宮全摘した症例で，粘膜下および壁内に栂指頭大

筋腫が多数認められた（文献43参照）．

　また，原発不妊9年で他の病院において卵管閉塞と診

断されて来院し，造影剤16ml注入で卵管疎通像が得ら

れたが妊娠せず，10年後の昨48年，小児頭大子宮筋腫で

全摘してみると，内腔に鶏卵大子宮筋腫を認めた（写真

11，12、．これらの症例でみると，造影法で子宮アトニ

ー，ポリープ状増生を示す例は，筋腫として腫瘍を触知

するに至るまでの一過程ではないかと考えられる．

IV．考　　按

　1．X線像による子宮の形態的分類と妊娠

　近年，結核や淋病などの炎症性疾患の減少によリ，女

性不妊のうちで約半数を占めるとされていた卵管通過障

害が著減し，また強力な各種ホルモン剤の開発は排卵障

害の治療を容易にし，相対的に女性不妊では子宮因子が

重要性を増してきた．一般不妊患者1643人のX線像によ

る子宮の形態的分類は，郭（1969）がすでに発表し，その

中で子宮の形態と妊娠率との関係について触れている．

　すなわち正常子宮像609例から，精子減少症および無

精子症56例，無排卵58例，卵管閉塞28例を除外すると，

その妊娠率は22％であり，同様に子宮発育不全での妊娠

率は13％，子宮アトニーでは23％，辺縁粗大不正では18．2

％となり，ポリープ状増生などでは精液異常や卵管閉塞

を合併している率が著しく低いので，このような内膜の

変化が不妊と何らかの関係があろうと示唆している．

　今回の報告では，主として，このような子宮X線像で

形態的変化を認めた例に全面掻爬を行なつたわけである

が，その妊娠率は正常子宮像で36．596，発育不全子宮

23．5％，子宮アトニー36．8％，辺縁粗大不正34．0％，ポ

リープ状増生30．0％と，いずれの場合も前記報告を上ま

わる成績であり，全面掻爬が妊娠成立に及ぼす治療効果

がうかがえた．

　2．子宮卵管造影法と全面掻爬

　子宮卵管造彰法を受けた不妊患者で，検査後，早期に

妊娠成立をみる例があることは，しばしば経験されると

ころである．本報告では造影法のあと，その所見にした

がい全面掻爬を施行したが，辺縁粗大不正，ポリープ状

増生などのように子宮に形態的変化のあるものでは，正

常子宮像に比べて，掻爬後妊娠例が6周期以内に多く分

布していること，．また前述の郭の報告にある造影法後の

妊娠率より，全面掻爬後の妊娠率が，それぞれの子宮形
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態に於いて上まわつていることから，特に子宮に形態的

変化のある場合には，造影法の影響とは別に，内膜掻爬

による治療効果が大きいことが推測できる．

　3．子宮内全面掻爬と組織所見

　X線像による子宮形態異常と内膜採取量，および組織

所見についてはすでに一部報告した．まず子宮卵管造影

法により子宮形態を把握してから，全面掻爬を行なえば，

X線像と内膜肉眼所見は並行し，併わせて組織学的検査

を行なうことにより，一かき掻爬より診断を確実にでき

る．また同時にこのような操作が妊娠成立を促進し，不

妊診療上有用であるという結果を得た．以下，主な内膜

の組織所見について述べる．

　1）　異常分泌期像

　子宮内膜は受精卵着床の場として，正常妊娠成立のた

めに，その形態および機能が重要な関係を有するものと

考えられる．不妊婦人の内膜に関する組織学的検索はす

でに多くの研究者によつてなされ，特に受精卵の着床時

期である黄体期における異常分泌期像についての報告も

多いが，その診断基準の相違もあつて，報告者により成

績は必ずしも一定しない．

　河合，池沢（1962）は，主として腺腔ならびに腺細胞の

形態から，非定形的分泌期像と命名した子宮内膜組織像

を婦人科患者2301例中148例（6．4％）に認め，このうち

ユ22例が不妊症であつたと報告している．Glass（1955）

は，腺腔内分泌物を重視し，腺の反応が不適で，間質と

の調和がとれずノ腺と間質が異つた反応を示すSecretory

hypoplasiaを50例中29例に，またGillam（1955）は不

妊患者における子宮内膜の未熟性が受胎し難い環境を作

ると考え，123人ヰ158人がInadequate　secretory　phase

tendometriumであつたと報告している．　Murthyら

（1970）は5年間follow　upできた335人について調べ，

①BBTで黄体期の長さが10日以内，②内膜組織診が

BBTより2日以上遅れているものをLuteal　phase

inadequacyとし，その頻度は335人中37人（11、0％）で

あつたという．しかしProgesterone，　H．C．G．などによ

る治療群と非治療群に分けて妊娠成功を調べたが両群に

差は見られなかつたとしている．

　子宮形態と異常分泌期像についての報告は少く，加藤

ら（1973）は，不妊患者144例の子宮内膜を組織学的に

検討し，黄体機能不全を6．9°／。に認め，とくに臨床的に

子宮発育不全と診断された例では51．2％が掻爬時に相当

しない内膜像であつたとしている．今回の報告では，あ

らかじめ造影法により子宮形態を分類し，それぞれの組

織所見を調べたが，子宮形態と分泌不全にはとくに関連

性は認められなかつた．子宮の大小よりはむしろ卵巣機

能が内膜の組織像に関連しているように思われる．しか

（263）27

し経験的に「正常大子宮＋月経順調」群の妊娠率が最も

高く，次いで「発育不全子宮＋月経順調」，「正常大子

宮＋月経不順」群であり，「発育不全子宮＋月経不順」

群は妊娠予後が極めて不良であるという成績を得ている

ので，卵巣ホルモンの奏効器官として子宮の形態が妊娠

成立に重要な関係をもつことは想像に難くない．さき

に，Winter（1955）は子宮内膜には変異（Variation）

が多く，生物学的にもホルモン作用が全粘膜に一様に現

れるとは考え難く，すべての内膜が性周期の各期におい

てその形態的特性を有するものであり，正常というより

はむしろ平均的内膜像からの偏りが極端な例を明かにす

る必要があるとしている．不妊患者における異常分泌期

像については，正しい診断基準と治療法が確立されるま

ではなお論議の多いところであろう、

　2）内膜ポリープと不妊

　子宮内膜ポープの定義については，Novak（1968）に

よれば，組織所見に主眼をおいたものではなく，むしろ

臨床的な概念であり，内膜より発生した有茎増殖物であ

るとしている．蜂屋（1964）は，その中心部に正常内膜

の基底層を有するPolypと機能層の肥厚により発生し

たPolypoidの2つに分類した．今回の報告では，まず

X線像で子宮の形態を把握し，全面掻爬を行なつて内膜

組織像との関係を追求し，辺縁粗大不正像，ポリープ状

増生，子宮アトニーなどでは内膜ポリープを認めること

が多く，またこのような形態的異常が妊孕性を阻害して

いた可能性があるという結果を得た．

　杉本（1972）は，子宮造影で形態異常を示した206例中31

例（15％）に，子宮鏡でもポリープを確認し，うち18例は

辺縁不正像，13例は陰影欠損を示したものであつたとい

う．樋口ら（1957）は，不妊婦人240例の子宮内膜を全面

掻爬により調べ，内膜ポリープ5例（2．1％），内膜肥厚

7例（2．9％）に認めたが，他に原因がなく本症による不

妊と思われるものはそれぞれ1例ずつであるとした．

　Overstreet（1959）によれば，内膜のポリープはD＆C

を行なえば比較的多いもので，4197例中400例（9．5％）に

認められたという．400例の子宮内膜ポリープ患者の妊

孕性について検討し，妊娠率は一般婦人よりむしろ高い

が，流産率は倍であつたと結論している．しかしこれは

15～84歳の患者を対象に現在ポリープを有するものを

retrospectiveに調べた結果であつて，生殖年齢の頃す

でにポリープがあつたかどうか明らかでない．

　de　Kanter（1958）は月経異常の患者の中には，経血

中に凝塊を認めるなど，流産とよく似たものがあること

に注目し，このような患者42人中36人に内膜の増生を認

め，ことに6例ではPseudopolypoidであり，内膜掻爬

の結果，11例（2例はPseudopolpoid）が妊娠したと述
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べている．

　Sillo・Seidl（1967）は461人の不妊患者に内膜掻爬を

行ない，50例（10．8％）にポリープが見つかつたとし，そ

のうち一一maき掻爬では411例中45例（10．9％），全面掻爬

では50例中5例（10．0％）になつている．中でも6例で

は子宮卵管造影法で子宮体部にポリープ状のものが見つ

かり，これが掻爬により4例で確められたという．しか

し小指頭大ポリープが一掻き掻爬用の細いcuretteで完

全に採取できるか疑問であろう．

　また内膜ポリープ50例中8例が掻爬後妊娠したが，妊

娠しなかつた例では，内膜診で他の不妊原因（無排卵な

ど）がみつかつたので，内膜診は不妊診療上，欠くこと

ができないと結論した，内膜ポリープの頻度については

本報告にほぼ一致するが，私たちの410例は，あらかじ

め子宮卵管造影法で子宮の形態に変化のあるものを主に

選択しており，内容的にはかなりの違いがあるt最近，

百瀬ら（1973）は，31歳の不妊患者で子宮卵管造影法に

より栂指頭大のポリープ状欠損像を認めたが，そのまま

妊娠し，予定日超過2週間で帝王切開したところ，子宮

後壁に小鶏卵大の脱落膜化したポリープを発見した例を

報告している．内膜ポリープが絶対不妊の原閃でないこ

とを示すものと思われる．

　3）　結核性内膜炎と不妊

　近年，性器結核の頻度は激減の感がある．樋1二1ら（1957）

は，240t例の不妊患者の内膜診で19．6％の高率に結核性

内膜炎を認めたが，林（1960）は115例の不妊患者で5．3

96，加藤ら（1973）は144例の不妊患者で0．7％となつて

いる．今回の調査では410例rli，わずかに3例0．796で，

かつては性器結核が不妊因子としてかなりの比重を占め

たが，今日では頻度からいえば結核による不妊は二義的

なものとなつたといえよう．

　4．子宮内膜掻爬と妊娠

　不妊患者で子宮内膜掻爬のあと比較的早期に妊娠成立

を見る例のあることは，一般によく知られている事実で

ある．しかし多数例について，あらかじめ造影法により

子宮の形態を把握し，全面掻爬を行なつて，このような

操作が妊娠成立におよぼす影響について系統的に調べた

報告はない．

　前述のSillo・Seidlは，一掻きまたは全面掻爬で正常

分泌期像を示した47例中11例，23．4％という高い妊娠率

は掻爬の刺激効果を意味し，おそらく掻爬が遺残子宮内

膜に増殖作用（Proliferationsreiz）をおよぼし，受胎可

能な内膜に変えたのであろうとしている．

　Hughes（1959）は，内膜診をした周期には他の検査

をした周期よりも多くの例が妊娠していたことに注目

し，内膜診が治療効果を持つことを示唆した．これにつ
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いては内膜診の機械的刺激による血管増生のため，脱落

膜化が促進されたものと説明している．

　Karow（1971）は，実験動物で子宮体または頸部の刺

激により容易に偽妊娠を作り得ることから，胞胚着床前

後の頸管刺激，子宮内膜診や卵管疎通性検査に伴う軽い

子宮損傷が黄体への内分泌刺激を増強し，発育卵に対し

より好適な環境を作ることが考えられるとしている．さ

らに妊娠成立周期の黄体期に内膜診を実施した152例に

ついて検討し，その流産率は6．8％で，一般流産率10％

よりむしろ低く，不妊外来における流産率21％より著し

く低いことから，黄体期内膜診には治療効果があること

を示すものとした．

　Hinz（1956）は，機能性子宮出ti巳に対する掻爬の治療

効果について報告し，その中で分娩や流産後の出血に対

する掻爬の治療効果は，子宮腔内の大小の退行脱落膜片

が粘膜の再生や治癒を妨げており，これらが掻爬によ9

除かれ，平滑な基底層面を作り出し，上皮形成が容易に

なり，止／frLすると述べ，いわゆる刺激掻爬の作用機転は

粘膜の再生に対する機械的作用と考えた．

　本研究ではまず造影法により子宮形態を分類し，各型

について子宮内全面掻爬を行なつたが，正常子宮像およ

び形態的異常を示すポリープ状増生など，いずれに対し

ても妊娠成立を促す傾向の見られることから，全面掻爬

はHughesやKarowがいうように内膜の血管増生を

促進し，あるいは反射的に卵巣を刺激し，そのために子

宮内膜がホルモンの影響をよ！一層受けやすい状態にな

り，妊卵の着床，発育に好適な場を提供したのかもしれ

ない．とくに辺縁粗大不正，ポリープ状増生など，内腔

に形態異常が認められた場合には，掻爬により比較的早

期に妊娠成立する傾向が著明であることから（図6），刺

激効果とは別に，Sillo－SeidlやHinzがいうように，

ポリープ状に肥厚増生した内膜を機械的に掻爬除去する

ことにより，平坦な基底層面を作り出し，新鮮な内膜が

再生され受胎が容易になるのであろう．とくにポリープ

状増生を示す不妊患者ではしばしば月経困難症を伴い，

経血中に凝塊を認めることがあり，掻爬後これらの症状．

が著しく改善されている事実もこの推測を裏づけるもの

と思われる．従つて，造影法により，特にポリープ状増

生のような子宮形態異常が認められた場合には，引きつ

づいてその周期に全面掻爬を行ない，組織学的に内膜の

状態を知るとともに，6周期以内は掻爬による治療効果

を期待し，経過観察を行なうのも1つの有効な治療手段

と考える．

V．結　　論

1．子宮卵管造影法で，子宮X線像に形態的変化が認
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められたもの，および対照として正常子宮像，発育不全

子宮など，不妊患者計410例の周期後半に吸引法による

全面掻爬を行なつた．

　2．これら410例の子宮X線像を分類すると，正常子宮

像：25．4％，発育不全子宮：8．3％，辺縁粗大不正，ポリ

ー
プ状増生および子宮アトニー：46．6％，欠損：6．3％，

奇形：4．4°／。，その他：9．0％であつた．

　3．採取子宮内膜量は子宮X線像とよく並行し，正常

子宮像に比べて，発育不全子宮では量が少く，ポリープ

状増生，子宮アトニー，辺縁粗大不正では多量であり，

肉眼的にもポリープ状に肥厚した内膜片を得ることが多

かつた。

　4．組織学的に子宮内膜ポリープが410例中44例（10．7

96），増殖症が9例（2．2％）であり，これらは辺縁粗大

不正，ポリープ状増生，子宮アトニー群に多く分布して

いた．その他，分泌不全5．3％，結核性内膜炎0．7％であ

つた．

　5．子宮内全面掻爬後410例中136例（33．1％）が妊娠し

た．妊娠までの周期数をみると，掻爬後4～5周期以内

の比較的早期に妊娠する例が多く，治療効果がうかがえ

た，

　6．410例のうち，卵管通過障害，排卵障害，精子減

少症など他の不妊因子85例を除外すると，全面掻爬後の

妊娠率は36．9％となり，かなりの高率であつた．

　7．子宮X線像別の掻爬後妊娠例で，6周期以内に分

布する割合は，正常子宮像：57．8％，発育不全子宮：

62．5％に対し，辺縁粗大不正：77．7％，ポリープ性増

生：76．296となり，子宮の形態により早期妊娠成立例に

は明らかな差が見られた．

　8．造影法により子宮の形態を把握し，これに異常が

認められた場合には，引き続いて全面掻爬を行ない，組

織学的に内膜の状態を知ると共に，6周期以内は掻爬の

治療効果を期待し，経過観察を行なうのが不妊診療上有

用であると考える．

　本研究要旨は昭和49年3月30日，第26回日産婦総会で

発表した．林基之教授の御指導，御校閲を感謝すると共

に，貴重な資料を提供され，日夜御指導御鞭捷下さつた

百瀬和夫助教授に感謝致します．又，病理所見について

御教示下さつた三井記念病院河合信秀博士，並びに放射

線科技師各位の協力に感謝する．
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The　diagnostic　and　therapeutic　signi丘．

　cance　of　dilatation　and　curettage　at

　　　sterility　clinic．　Special　reference

　　　　　　　　　to　correlations　with

　　　　　　　　　　　　hysterograms

T．Hirashiki

Dept．　of　Obst．＆Gynec．　Toho　Univ．

　　　School　of　Med．　Tokyo，　Japan

　　It　is　a　well　known　fact　that　some　infertile　wo．

men　who　underwent　D．＆C．　as　a　diagnostic

procedure　become　pregnant　soon　after　the　mani－

pulation．　Can　be　such　a　simple　method　actually

effective　therapeutic　procedure　？Hysterograms，

histopathological丘ndings　and　pregnancy　rate　for

each　group　are　reviewed　in　410　infertile　cases．

　　1．Methods：Hysterosalpingograplly　was　ta－

ken　4－6　days　after　menses．　If　any　abnorma1

丘ndings　were　detected，　D．＆　C．　was　done　at

premenstrual　phase　under　intravenous　anesthesia．

　　2．The　hysterograms　of　about　1634　cases　of

sterile　patients　were　classified　as　follows，　nor・

mal：50．996，　hypoplastic：14．7％，　atonic：5．5％，

roughly　irregular：4．0％，　polypoid：1．6％，　myoma－

tous：1．8％，　malformed二4．1％．410　cases　were

selected　for　further　investigation　to　detect　ute。

rine　abnormalities．　Norma1；104　cases（25。496），

hypoplastic　34（8，3％），　atonic　68（16．6％），roughly

irregular　53（12．99る），polypoid　70（17．1％），　defecti－

ve　26（6．396），deformed　18（4．4％），　others（synechi－

a，atrophy　etc．）37（9．Oo／6）．

　　3．　In　the　cases　of　atonic　uteri　and　polypoid

hyperplasia，　much　more　endometrium　were　ob－

tained　during　D．＆C．（3　gr．　or　more）．

　　4．　Histlogica1　findings、vere　as　follows．　Se・

cretory　247　cases　（60．2％），　hypoplastic　22　（5．396），

proliferative　16，　menstrual　54，　atrophic　2，　polyps

44（10．7％），hyperplastic　9，　in刊ammatory　11，　tub－

erculous　3，0thers　2．

　　5．　Pregnancy　rate　after　D，＆C，0℃ycles：

5cases，1－cycle：　19　cases，2－cycles：　21　cases，3－

cycles：10　cases，4－cycles：13　cases，　5－cycles：　9

cases，6・cycles：5cases，7－cycles：6　cases，8℃ycl－

es：4　cases，9℃ycles：3　cases，10℃ycles：4　case＄，

11・cycles：7cases，12－cycles：　5　cases，1　year　or

more：25　cases．

　　6．　In　those　cases　which　show　polypoid　hy－

perplasia，　roughly　　irregular，　atonic　uteri　by

hysterography，　much　more　endometrial　tissue　were

obtained　by　D．＆C．，　and　pregnanc1es　were　ensu－

ed　relatively　soon　after　the　procedure．
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興味ある経過を示した続発性第2度無月経症の1例

ACase　of　Secondary　Amenorrhea　2　nd　Grade　with

　　　　　　　Interesting　Clinical　Features

九州大学医学部産婦人科学教室（主任：滝一郎教授）

楠　田　雅　彦

M．KUSUDA
倉野彰比古
A．KURANO

熊　本　煕　史

H．KUMAMOTO
中　村　正　彦

M．NAKAMURA

永　田　行　博

Y．NAGATA
津　田　知　輝

　T．TSUDA

Department　of　Obst．＆Gynec，　Kyushu　University，　School　of

　　Medicine，　Fukuoka　Japan（Directoor：Prof．1．　Taki）

　約7年間の続発性無月経第2度の34歳の婦人に2年間にわたり詳しい検査と排卵誘発を試みた．血中のLH

およびFSHは低値で，　LH・RH，　Premarinの負荷によつても反応はごくわずかであつた．最初に排卵誘

発を試みた時は，PMS総量40，000単位を用いて成功したが，7カ月後には等量のPMSで排卵には至らな

かつた．その後開腹所見で卵巣の所見から排卵誘発は困難であろうと予測されたが，HMG－HCGにより強力

に排卵誘発を試み，HMG総量4，800単位でHCGに切り替えた所，排卵に成功し，臨床的にはBBT表で

高温が約6週間続き，妊娠切迫流産のような経過をたどつた．このHMG－HCG療法中の血中LH，　FSH，

estradiol，　progesteroneを経目的に測定したが，　gonadotropinとくにFSHは外因性の投与量を反映し，

steroid　hormoneは典型的な排卵周期のパターンを示し，妊娠の可能性は否定された．本例の検討は重症な

排卵障害症の治療上，いくつかの興味ある知見を示唆するものと思われる．

盲

　排卵障害症の診断と治療に関する研究は近年著しく進

歩し，たとえば合成LH－RHの導入にみられるように

実地臨床の上でもその成果が着々と応用されつつある．

　臨床的に無月経第2度のような重症排卵障害症に対し

ては，Clomid，　Sexovidなどの経口排卵誘発剤は単独

ではほとんど効果は期待できないので，卵巣直接刺激療

法としてPMS十HCG，あるいはHMG十HCGなどの
ゴナドトロピン療法が行なわれているのが現状であろ

う．しかしながら従来の報告をみても，重症度とゴナド

トロピンの投与量の関係，すなわち，どの程度の重症の

ものにどの位の量のゴナドトロピンを用いるか，あるい

はどの位の重症のものまでゴナドトロピン療法が適応と

なるかといつた点に関しては，明確な見解は得られてい

ないようである．これは排卵障害症の程度を正確に示す

指標が乏しいこと，同一人でもchronological　factorを

考慮に入れれば，その程度が刻々変化すること，PMS

は抗体産生，HMGは高価であるという各々のhandicap

で頻繁には応用できないことなどの理由によるものであ

ろう．

　われわれは，最近かなり重症と判定された続発性無月

経第2度の症例について，長期にわたる詳細な検査およ

び治療を行ない，興味ある経過を観察し得たので，いく

つかの問題点に若干の検討を加え報告する．

症　　例

　症例：－34歳，主婦．

　主訴：続発性無月経，挙児希望

　現病歴：初潮17歳以後27歳まで月経はほぼ順調であ

つた．27歳の時，某外科医にて虫垂炎のため虫垂切除術

と同時に高度の胃下垂のために胃部分切除術を受けた．

その術後に2回自然の月経をみたのち無月経となつた．

当科受診まで約7年間，近医にてホルモン剤投与により

消槌出血をみるといつた程度の治療をうけたのみで系統

的なホルモン療法はほとんどうけていない．29歳の時結
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婚，避妊経験はないが当然ながら妊娠しないため，近医

よりすすめられて昭和46年12月に当科を初めて受診し

た．

　既往歴：27歳の時，虫垂切除および胃部分切除術

　家族歴：特記すべき異常なし．

　生活歴：紺婚は29歳．夫は公務員で35歳健康であ

る．他に特記すべき異常なし．

　全身および局所所見：体格中等度やせ型，乳房の発育

はやや不良で，発毛は腋毛，恥毛とも正常である。腹

部には前記手術の癒痕がある以外に異常所見はなく，外

陰，腔も特に異常はない．内診上，子宮膣部は小鳩卵

大，体部は小鶏卵大で，いずれも平滑，硬であり，子宮

腔長は6cmであつた．両付属器は触れにくかつたが，

器質的には性器がhypoplasticであるという点を除け

ば異常は認められなかつた．

　臨床経過：一括してBBTとともに図1－・　7に示し

図2

／　’．
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　x　5　days　　弓．陰卿t　256㎎

　　　　　　　　　　　　♂｝　亀亀

た．初診時すでに約半年間記録したBBTを持参し，そ

の間前医でKaufmann療法をうけていたことがわかり，

しかもgestagen剤のみでは消槌出血が起こつてないこ

ともわかつたが，無月経のgrade決定のためgestagen

testとしてDydrogesterone　10mg　5日間の投与を行

ない，投与終了後1週間を経過しても消槌出血をみない

ため，estradiol　valerianate（ペラニンデポー）10mg，

さらに10日後同じくestradiol　valerianate　10mgと17

α一by〔lroxyprogesterone　capronate（プロルトンデポー）

125mgを投与し，　Kaufmann　testを行なつた．その結

果消腿出血がみられ続発性無月経第2度と判定した，そ

の後，昭和47年2月に初めてゴナドトロピンによる排卵

誘発を行なつた．かなりの重症と推定されたので周期

の10日目よりまずPMS　5，000jlE位から始め，同時に抗

PMS抗体の産生を抑制する意味でdexamethasoneを

1日1mg，2週間服用させた．連日頸管粘液を検査し，

「
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内診により卵巣腫大の有無をみながら，PMSを同量8目

澗，計40，000単位使用したが頸管粘液は増量せず，ただ

本人が帯下増量感を訴えたためHCGの投与に切替え

た．HCGは隔日に3，000単位ずつ4回注射した．この

排卵誘発は結果的には成功し，高温が約12日間続いたの

ち月経をみた．なお高温期の血中progesterone値は

8．2および5．6ngで明らかに黄体が形成されたことが示

唆されたが卵巣腫大は認めなかつた．次周期はcarry

lover　effectをいくぶんか期待してClomid　50mgを5

日間投与してみたが，排卵あるいは消槌出血はなかつ

た．昭和47年の5月には脳下垂体のゴナドトロピン放出

予備能，さらに間脳下垂体の同機能をみる目的で，LH－

RH　test，さらに10日後にpremarin　testを行なつた．

その結果はLH・RH　testではLH，　FSHとも前値はこ

の時のassayの感度3．9mlU／ml以下と低値で，200μg

のLH・RH投与後もLHは2時間後が5　．　8　mlU／ml，

FSHは30分後が6　．　lmlU／mlで各々ピークとほとんど

反応はなく，下垂体機能不全と判定された．Premarin

testでも前値はLH　4．4mlU／ml，　FSH　9．OmlUi“mlと

低めであり，20mgのPrernarinの投与後の反応もご

く軽微であつた．これらの結果から，この例の場合は内

因性のゴナドトロピンに期待をするのは無意味であり，

排卵誘発は行なうならゴナドトロピン療法しかないこと

が確認された，その後Kaufmann療法を行ない，昭和

47年9．月，すなわち前のPMS・HCG療法から約7カ月

経過してから，2回目のPMS－HCG療法を行なつた．

今度は，あらかじめ夫の精液検査で異常のないことと，

通水により卵管の通過性も十分あることを確かめた後，

やはり周期の10日目からPMS　5，00｛〕単位とdexame－

thasone　lmgの投与を開始した．今度も頸管粘液の増

量はなく，帯下増量感も自覚しなかつたが，8日間の

PMS投与の後，　HCGに切替え3、OOO単位を連日4日
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写真1　右卵巣，白色平滑で萎縮性

写真2　卵巣の組織所見，線維化が著明で少数

　　　　の原始卵胞を認めるのみ

問とさらに1日おいて1回投与した．今回はBBT上も

変化なく排卵はみられず，当然のことながら卵巣腫大も

なかつた．昭和48年になつてからはestradiol　valeri・

anateと17α一hydroxycaproateとによりpseudopre－

gnacy　therapyを行なうとともに入院精査をすすめた．

3月末にHSGを行なV・，子宮はhypoplasticで両側

の卵管の通過性は正常であることが確かめられ，入院精

査の了解が得られた．昭和48年4月23日に入院，試験開

腹し，手術前後にLH－RH　test，　Premarin　testを反復

した．LH－RH　test，　Premarin　testの結果は今回も前

回同様，前値はLH，　FSHともに低値で反応はごく軽

微であつた．試験開腹の結果は写真1のごとく両側卵巣

とも萎縮性で小指頭大（左，2．2×0．7×0．6cm．右，2．1×

0．6×0．5cm），やや細長型で表面は平滑白色で，すう襲

は認められなかつた．割面には両側とも数個の白体を認

めたが，黄体，成熟卵胞などは認められなかつた．組織

学的な所見では写真2のごとく線維化が高度で，原始卵
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胞はわずかに散在するという状態で，排卵の誘発は困難

であろうと予測された．退院後2カ月経過してから，今度

はHMGにより3回目のゴナドトロピン療法を開始し

たがその前に卵巣の感受性を高める目的でDHEA－Sを

1日3錠30日間投与した．HMGははじめ1日150単位

を連目10目間投与し，頸管粘液の増量がみられないため

その後は1日300単位に増量し連日11日問投与した．そ

の時点で頸管粘液量は0．1mlとなり，牽糸性15cm，結

晶形成（冊）となつたので，HCGの投与に切替えた．

HCGは初め5，000単位を5日間連日投与し，その後は1

日あるいは2日おきに3，000単位4回，2，000単位4回投

与を行なつた．BBTはHCGに切替えた翌日より上昇

を始め，以後記録を続ける問，約5週間にわたつてその

まま高温を持続した．HCGに切替えて後，内診では卵

巣腫大は認められず，2週後より倦怠感，嘔気を訴えは

じめた、20日後に超音波断層写真を撮つたが，妊娠の他

覚的徴候はなかつた．22日後より少量の性器出血が始ま

り，25日後に尿の妊娠反応は陰性であつたが，妊娠およ

び切迫流産を疑つて入院させ，dydrogesterone　30mg，

Dactil　OB　4錠の投与を開始した．1週間の入院期間中，

再度の超音波断層法でもgestatiQnal　sacは認められず，

尿の妊娠反応も陰性で，婦人科的診察でも子宮体は超鶏

卵大と本例にしては以前より大きく感じたが，子宮膣部

のリビド着色もないことなどから結局非妊娠と判定し，

そのまま様子をみることにして退院させた．今回のゴナ

ドトロピン療法にさいしては頻繁に採血し，血中LH，

FSH，　progesteroneおよびestradiolをradioimmu－

noassayにより測定した．その結果は図8に示すが，

gonadotrop垣は外因性のHMGおよびHCGの投与
量を良く反映しており，steroid　hormoneは典型的な

排卵前後のパターンを示し，progesteroneはLHピー

クより11日目までは漸増し，次に測定した18目目にはす

でに消槌していた．これらのホルモン測定より妊娠の可

能性は否定できた．

考　　按

　排卵障害症の治療のうち，第2度無月経を除く比較的

軽症例についてはクロミッドなどによる排卵誘発法の進

歩によりほぼ満足すべき成果があげられつつある．われ

われの教室の成績でも，クロミッドを例にとれば270例7

926周期の成績では，第2度無月経53例，122周期のうち

他剤との併用で2例，2周期の排卵しかみていないのに

対し，その他の217例，804周期では193例，545周期の排

卵が認められ，例数で約90％，周期数でも約68％の排卵

率が得られている．しかし第2度無月経の例だけについ

てみるとその治療はまだまだ多くの問題を含んでいる．
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第2度無月経にはクロミッドその他の経口の排卵誘発法

1は無効で，前述のクロミッドによる排卵2例2周期はい

ずれもクロミッドを投与した後，引き続きPMS・HCG

およびHMG－HCGのゴナドトロヒ゜ン療法を行なつて

排卵したものである．したがつて現在では第2度無月経

の治療はすなわちゴナドトロピン療法であり，PMS・

HCG，あるいはHMG・HCG療法がおもに行なわれて

いる．ところでゴナドトロピン療法の実際となると，

PMSは異種蛋白であり，抗体を産生して2回目以降の

効果が減じる．HMGには高価であるというおのおのの

事情から頻繁に用いられず，さらにはクロミッドなどで

・はあまり見られない過剰刺激症候群のごとき副作用の存

在などから合理的な治療スヶジュールの確立が望まれ

る．どこまで治療を続けるかという問題について従来の

報告をみてみると，HMG　20001．U．，　PMS　2500LUを

総量として，10～12日間に分けて投与後，卵胞成熟の徴

なければ中止する（倉智1））．PMS　1日10001．U．，　HMG

1日1501．U．10～14日間（佐藤2））．　PMS連日1000　一・　2eOO

I．U．5～10日間20，0001．U，まで（飯塚ら3）），　PMS　1000

工U．14口問（鈴木ら4））．PMS　20001．U．15日間，　HMG

1501．U．15日間（関5））となつており，　PMSでは総量と

して20，0001．U．前後まで投与を続ける人が多いようで

ある．本例は最初のPMG－HCG療法時，総量で40，000

1．U．ものPMSを用い，　しかも頸管粘液の増量などの

卵胞成熟徴候は認められずにHCGに切替えた所，排

卵したもので，ほぼ限界のゴナドトロピン療法適応患者

であると思われる．HMGの量についても2，0001．U前

後を使用量の限界としている人が多いが，本例では実

に4，8001．U．を使用し排卵に成功した．このように治療

の限界周辺の患者に対し，正しい診断に基ずく合理的な

治療指針を立ててやることが肝要であり，従来から種々

の負荷テストなどが試みられている．倉智工）はゴナドト

ロピン負荷後の尿中エストロゲンの増量度により過剰反

応型，正常反応型，無または低反応型に分け，おのおの

に適合した治療法を展開するよう無排卵症の治療的診断

法の新しいスケジュールを提唱している．東条ら6）7）は

無排卵症婦人の卵巣を直視下に観察し，機能形態学的に

polycy　9．　tic　type，　sclerotic　type，　norlnotroPhied　type，

hypoplastic　type，　atrophic　type，　streak　typeの6型

に分類し，その結果とHMG－HCG刺激試験，　in　situ

のホルモンレベルを併せて治療方針の一助としている．

また平野ら8）は第2度無月経患者の治療方針確立のため

PMS・HCG，およびHMG－HCG負荷療法，尿中FSH，

負荷療法前後の尿中estrogenの変動，負荷陰性例の卵

，巣所見などを検索した結果，第2度無月経の診療にさい

し，まず尿中FSH測定し，　hypergonadotropicであ

口不妊会誌　19巻3弓・

れば排卵誘発の対象から除外し，hypo・またはnormo－

gonadotropicでありながらPMSHCGおよびHMG－

HCG負荷療法にiく反応しない症例はpolycystic

ovaryの存在を考え，卵巣の襖状切除を施行して組織所

見を検討すべきであると述べている．われわれの今回の

例は，in　situのホルモンレベルは数回のLH－RH　test，

premarine　testから明らかにhypo－gonadotropicであ

り，しかも，LH－RH　testの結果から内因性のゴナドト

ロピン分泌は全くといつて良いほど期待できない状態で

あり，卵巣の形態は続発無月経であるところからわれわ

れはatrophic　typeに分類しているが，東条ら7）のいう

hypoplastic　typeのsubgroup　B（原始卵胞がほとんど

認められない）に相当すると思われる．ゴナドトロピン

負荷によるエストロゲンの変動はHMG－HCG負荷療

法時に可及的連日に採血し，図8のごときE2レベルを

得た．すなわちHMGの増量に伴ない漸次増加し排卵

前ピークは約500pg／dlに達した．

　このHMG－HCG負荷時の各種ホルモンの動きにつ

いてみてみると，一言でいつてゴナドトロピンは外因性

の投与量をそのまま反映した動きを，ステロイドホルモ

ンは排卵時の分泌パターンをほぼ忠実に示しているとい

える，すなわちFSHはHMG（Humegon）投与後測定

可能となり後半，1日3001．U．の投与で約30mlU／1nlの

値を維持し，HCGに切替えてからは数日で再び測定感

度以下に減少した．LH－HCGはHMG投与中はHu－

megon中のLHはFSHとちがいその半滅期の短か
さゆえか投与後約24時間の値は測定感度以下のことが多
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考となる数多くの知見をもたらした例であると思い報告

した次第である．

図9

く，ほどんどふえないで，HCGに切替えて後にピーク

を形成し，黄体機能賦活の意味で投与を続けている間50

mlU／ml前後の値を維持し，図にはないが最終的に測定

感度以下となつた．estratiolおよびprogesteroneの

動きは図9の正常排卵周期婦人の分泌パターンと比較し

てもわかる通り典型的な排卵の分泌パターンで，estra－

diolもsuperovulationを起こすときほどには増加し

ていない．これらのホルモン分泌パターンは青野ら9）の

報告とほぼ一一Stしており，またわれわれの黄体期HCG

負荷後のホルモンの動きからもよくうなずける、day＋

18のprogesteroneがこの前後では1日だけしか測定し

ていないが，ほとんど消槌しているのに，臨床的には，

消槌出血と思われる出血はday＋22からspotting，　day

十24からそれらしきものが少しあつたという事実は，い

わゆる想像妊娠の成因などとも関連してきわめて興味が

ある．

まとめ

　34歳の続発性無月経第2度の症例についてかなり長期

にわたり詳細な検査治療を行ない，きわめて排卵誘発が

困難であろうと予測されたが，強力なHMG－HCG療法

を行ない排卵させることに成功した．症例の紹介ととも

に，第2度無月経のゴナドトロピン療法，そのさいの血

中ホルモンの動態などにつき若干の考察を加えてみた．

本例は，今後ゴナドトロピン療法を行なつていく上で参

　（御指導，御校閲いただいた滝一郎教授に感謝致しま

す．なお本論文の要旨は第68回日本産科婦人科学会福岡

県地方部会で発表した．）
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Acase　of　secondary　amenorrhea　2　nd

grade　with　interesting　clinical　features

Masahiko　Kusuda，　Hirofumi　Kumamoto，

　Yukih量ro　Nagata，　Akihiko　Kurano，

　　　　Masahiko　Nakamura　and

　　　　　　Tomoteru　Tsuda

　Department　of　Obst．　Gynec，　Kyushu

　　University，　School　of　Medicine，

　　　　（Director：Prof．1．　Taki）

　Athirty－four　year・old　woman，　who　had　been

suffering　fro皿secondary　amenorrhea（2　nd　grade）

for　about　seven　years，　was　treated　with　gonadot－

ropins　and　examined　endocrinologically　in　detail．

　Her　serum　levels　of　LH　and　FSH　were　extre－

mely　Iow　and　showed　minimal　responses　to　the

administration　of　LH－RH　or　Premarin（i．v）．　0・

vulation　was　induced　by　treatment　with　40，000

1U　of　PMS　in　total　dose　follwed　by　HCG，　but

could　not　be　induced　by　same　treatment　which

performed　about　seven　months　later．　Macro－and
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microscopic　features　of　both　ovaries　revealed　as

atrophic，　and　marked丘brosis，　very　few　primodiaI

follicles　were　observed。　Three　months　later，

4，8001U　of　HMG　and25，0001UofHCGwere
administered　by　one　two　cyclic　suchedule．　0－

vulation　was　induced　and　high　phase　of　BBT

continued　for　about　six　weeks，　however，　any

signs　of　pregnancy　could　not　be　found，

　　The　hormonal　analysis　in　serum　which　were

performed　sequentially　during　the　treatment　gave

following　results　as　indicated　in　Fig．8；gnoadot一

日不妊会誌19巻3号

ropin　levels　depended　on　the　doses　of　exogenous

HMG　or　HCG，　and，　estradiol　levels　increased

correlating　with　that　of　FSH，　then　showed　a

ouvlatory　and皿idluteal　peak　in　comparison　with

that（Fig．9）of　nor皿al　ovulatory　cycles．　　Pro・

gesterone　levels　elevated　after　the　peak　of　est－

radiol　and　reached　maximum　at　7　days　later．

Pregnancy　was　denied　in　this　case　ultimately，

however，　some　interesting　aspects　in　manage－

ment　of　severe　ovarian　failure　were　suggested．
ρ

咽

一

，
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過去6年間の統計を中心として

The　Significance　of　Tubal　Patency　Tests　for　Diagnostic　Technics

　　　　　　　　　in　Treatment　of‘‘Infertility”（II）

　With　Special　Reference　to　Statistics　for　the　Past　Six　Years

金沢大学医学部産婦人科学教室（主任：西田悦郎教授）

　富山県立中央病院産婦人科（院長：本岡肇博士）

舘　野　　政　　也

　　M　TATENO

舌　　　野　　　　徹

　　T．SHITANO

Dept．　of　Obstetrics＆Gynecology，　Toyarlユa　Prefectural　Central　Hospital

　われわれは女子側にも男子側にも一般外来検査でBB．T．，　Rubin，　H．S．G，，精液検査，およびKurzrock－

Miller’s　testに異常がない不妊患者に排卵前をえらび，診断的に行なうPertubation，　Hydrotubation，あ

るいはHysterosalpingography，などがしばしば妊娠を成功させることを経験している．今回過去6年間の

601例の不妊患者中検査可能であつた564例について統計的に妊娠例を検討したので以下それらの成績につい

て述べる．

　1）　当院における不妊患者は全婦人科患者の7％前後であつた．

　2）　妊娠成功率は過去6年間の平均は19．5％であつた．

　3）妊娠成功例中Rubin　test，　Hysterosalpingography施行後の妊娠が多く，全体の47％を占め，診断法

としての卵管疎通検査は治療法としての価値も大であることを痛感した．

　4）Rubin　test，　H．S．G．後にclomid療法を併用するといういわゆるCombination　therapyにより妊娠

率はさらに高まることが示唆された．

緒　　論

　不妊の原因は複雑多岐で，無排卵や卵管閉鎖など原因

の明らかな場合は別として，周知のごとく原因不明な場

合も多く，種々の治療法を試みても妊娠さらには分娩を

成功させることはかなり困難である場合が多い．

　不妊に対する正しい取り扱いは種々の臨床検査による

正確な原因および病態の把握がまず必要であり，いたず

らなホルモン療法はかえつて妊娠成功率を低下させる場

合が少なくない．さて不妊に関する統計的な研究につい

ては多数の報告がみられるが1冒9），内分泌学の著るしい

進歩により，ことに不妊原因としての無排卵に対する治

療法は一段と進歩し，Kaufman法からclomiphene　cit－

rate，　HMG－HCG療法さらにはLH－RHが合成され臨

床応用されるにいたり，排卵誘発成功率は極めて高い成

績がおさめられ，またRadioimmunoassayの普及によ

リ下垂体レベルまでのFSHやLHの測定が可能とな

り，この方面における進歩は真にめざましいものがある．

　しかし，不妊に対する治療法がこれですべて解決した

わけではなく，まだまだ複雑な問題が残されており，こ
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とにもう一つの不妊の大きな要因である卵管因子も重要

である．

　従来われわれは女子側にも男子側にも一般外来検査で

BB．T．，　Rubin，　H．S．G．精液検査，　Miller－Kurzrock

検査などに異常なく，しかも妊娠しない場合に排卵前を

えらび，診断的に行なう通気法，通水法，あるは子宮卵

管造影法などの疎通性検査がしばしば妊娠を成功させる

ことを経験しているので，今回は卵管疎通性検査後の妊

娠について過去6年間の成績を中心として以下述べてみ

たいと思う．

　当院における不妊患者の検査，治療方針．われわれの

不妊患者に対する検査，治療方針は表1のごとくであ

る．すなわちまず不妊を訴えて来院した患者について正

確な問診の後，内診によつて子宮の位置や形態異常，子

宮筋腫やEndometriosisの診断を行ない，最近はAle－

xander・Adams手術などは行なわないが，必要な場合に

は手術療法を行なう．また，全例に基礎体温（以下BB．T・

と略）をつけさせ，さらに卵胞期にRubin　test，およ

び子宮卵管造影法（以下HS．Gと略）を行ない，さら

にこれらに異常を認めない場合には夫の精液を検査し，

さらに異常のない場合には排卵期にほぼ一致して頸管粘

液検査およびKurzrock－Miller’s　testを施行し，これ

が陰性の場合にはAIHを行なうことにしている．ま

たわれわれはVitamin　Eの投与が妊娠率を高めるとい

　表1　当院における不妊患者の検査治療方針

①内診一子宮形態異常子宮腫瘍
　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　手術療法

②　基礎体温一排卵の有無，黄体機能不全
　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　排卵（一）1相性　　ゲスタノン，ルトラール
　　　↓　　　　　　H．C．G．
　　　Oral．　Kaufmen

　　　　　排卵（一）

　　　　　　clomid　50mg－100mg（Sexovid）

　　　　　　　　　　　排卵（一）
　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　HMG，　HCG療法
　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　Wedge　resection

③子宮卵管造影法一卵管の通過性，子宮形態

　　不良（2回検査）→5％TZ十ウロナーゼ5000単位

　　不通（2回検査）→試験開腹

　　　　　　　　　　　chromotubation（一）
　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　卵管形成術

④子宮内膜組織検査一炎症の有無，排卵の有無

⑤精液検査（当院泌尿器科）精子数，運動率，脊形率

　　　精子過少症→A．1．H．

　　　無精子症→A．1．D．

目不妊会誌　19巻3号

う成績を得て24）いるので，本来は血清V．E．値を測定し

て低値を示す場合にV．E，を投与すべきであるが，経験

的にV．E．　nicotinate（以下V．E．と略）を1日300mg宛，

内服で連用している．また子宮や卵管に異常なく，下垂

体卵巣系に異常が推定される場合にはLuteonosticon

やRadioimmunoassayによつてLHを測定し，治療と

してはLH－RHが入手できないので，　HMG・HCG療法

を行なつているが，実際には治療的診断法の根本方針と

して，無排卵症に対する排卵誘発法としてまず第1に経

口避妊薬（主としてAnovlar．　Lindiol）によるKaufman

Kur（Oral　Kaufman赤須法〕を3回行い，排卵誘発に

成功しない揚合にはclomiphene－citrate（clQmid）を漸

増して（50mg／day→150mg／day）2～3Kur治療を行

ない，さらに成功しない場合にはclomid－HCG療法，

HMG－HCG療法を行ない、それでも成功しない場合に

は卵巣の襖状切除（Wedge　resection）を実施すること

をroutineしている．もちろん，このさいは夫側の十

分な検査によつて異常のないことを確認して行なうこと

にしている．また，どうしても不妊原因の判明しない場

合には甲状腺機能検査（B．M．R　Triosorb　test，　PB．1，

cholesterolなど），副腎皮質機能検査（Metopyron　test，

尿中17－KS．，17－OHCSの測定）などを行ない，さらに

これらに加えて最近われわれは末梢血培養法による染色

体分析を行なつて原因の究明を行なつている．

　また卵管閉鎖がある場合には夫側に異常がなく，排卵

の存在することを確認の上，卵管形成術を施行するが，わ

れわれはこの卵管閉鎖の診断を単に1回のHS．G．では

しないことにしている，すなわち，われわれは反復して

行なつたHS．G像が写真1のごとき像を呈し，完全に

閉塞と診断し，手術を予定していたにもかかわらず妊娠

した例を2例経験しているので，卵管形成術には慎重に

なつている．手術を行なう場合でも開腹の時点でIndi・

gocarminによるchromotubationを行ない，通過性が

認められればそのまま閉腹することにしている．

　以上全検査に特に異常が認められない場合には，卵胞

期の後半すなわち排卵前にPertubation，Hydrotubation

（5　016Glucose　20ml十Dexarnethasone　5皿9十Uroki－

nase　50001，U．）を行なV・，このさい感染予防に抗生物

質を投与し，この他必要と認めた場合にはH．S．G，を行

なつている．また，性器結核を発見するために子宮内膜

検査，月経血の培養を行なつている．すなわち男性側，

女性側に原因が認められず，しかも不妊である揚合，わ

れわれは先に述べたごとく，H．SGで不通と思われて

もその直後に妊娠することがあること，外来でroutine

に行なつているRubin　test，　H．S．G後にたまたま妊娠

することなどの理由からH．S．G．やRubin　testなど



昭和49年7月1口 舘野・舌野 （279）43

表2　（1966～1973）不妊で来院した患者数

外来患者数 所妊患者数 96

1966

1967

1968

1970

1972

1973

1966

1967

1968

8382（総）

2083（婦）

3310（総）

3438（総）

表3

　　　　1
　　　　1
　　　　1

　　　　1

2250（婦）i

2371（婦）i

不妊患者数1

1970

1972

1973

（例）

171

100

169

161

171 2．04

100

169

161

不妊患者の分類

　原発性不妊
　　（例）（°6）

　　　　　　　　　　　　　　　　

l　　　　　l
l・6・（93・6％）

1　　　　［

1　　93（93，0％）

…　115（68．096）　！

！　114（70．8％）
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

4．8

7．6

6．8

続発性不妊
（例）（96）

11（6．43？6）

7（7　％）

54（32．og6）

47（29．296）

写真1

の卵管疎通性検査を診断的治療法と呼び，妊娠成功とい

う観点からわれわれは大いに意義を認めている．

統計成績

表4　不妊期間の分布
　　　　　（1970．71．72年を除く）

　過去6年間にわれわれの病院へ不妊を訴えて来院した

患者数は表2のごとくで，不妊患者は年々増加し，1968

年までの2．04°／，に比し，最近は外来全婦人科患者数に占

める割合は7．0％前後で急速に多くなつてきている．

　次に不妊患者を分類すると表3のごとく，1966年から

ユ968年までの不妊患者は171例で，うち原発性不妊は160

例（93．6％），続発性不妊は11例（6，4％）であるが，1970

年の不妊患者の内わけはそれぞれ93例（93％）と（7％）で

あり，1972年は169例中それぞれ115例（68．0％），および

54例（32．0％），1973年は161例中それぞれ114例（70．8％）

および47例（29．2％）と，1972年より続発性不妊が増加し

ている．これは1児で児をあきらめることなく2児，3

児と子供を欲する最近の傾向であろう．次に不妊期間に

ついてみると，表4のごとくで，3年以内の不妊期間の症

例と6年以上の症例が多い傾向を示し，この傾向は原発

性，続発性のいずれの群にもみられる．これを図示する

と図1のごとくで，毎年ほぼ同様の傾向を示している．

これは不妊期間3年までは熱心に挙児を希望し，治療を

受ける傾向にあるが，治療に疲れ一旦あきらめ，6年目頃

よりさらにあせるという一種の女性心理で興味ある現象

といえる．次に1973年の1年間における不妊原因につい

てみると，表5のごとくで，B，BT．一相性，卵管閉鎖，

不妊綱原発性不妊
型上）1・966－681・973

1

2

3

4

5

6

30％

20％

10％

16（10．096）「27（23．7％）

35（21．996）27（23．7gる）

30（18・896）［23（20・2％）

27（16．9ヲ6）i7（　6．1％）

　　　　　　20（12．5？ム）18（　7．Og6）

32（20．0？ら）22（19．396）

　続発性不妊
1966～68　　　　1973

N。）；7（販．996）

：L（9．196）19（19．1？6）

2（18．206）’8（17．0％）

　　　　　　0（　0　　）　6（12．896）

2（18．290）16（12．8？6）

6（54，506）11（23．496）

。54．5％

1 2　　　3　　　4

　一＿●1966－68原発性不妊
　。…一一eユ966－68続発性不妊

　▲一一▲1973　原発性不妊
　△冒一”も1973　続発性不妊

5　6ンfζ々壬」UllH】

図1　不妊期問の分布

精液異常などが比較的高いが，V・ずれも10％以下でBB．

T，H．S．G．あるいは精液などに異常のない例が161例中

82例（50．9％）で，全く不妊の原因がわからない例が36例

（22．3％）にみられ，われわれの不妊患者に対するrou・
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　　　　　　表5

不妊の原因として考えられるもの

B．B、　T．　　1相性

Rubin
　　　＞通過性なしHSG
精子過少症

無精子症

性器結核

子宮筋腫

双角子宮

甲状腺異常くBasedow病）

B．B．　T．　HSG．精液異常なし

不　詳

　　　　含　　　　　i、　1一

不妊の原因（1973）

　数　　（96）

11例（6．8％）

1、4例（8．696）

　7｛列（　4．396）

　5｛列（3．1gも）

　1例（0、696）

　3例（1．8％）

　1例（0．6％）

　1例（0．696）

82f列（50．9％）

i36例（22・3％）

1161例（100％）

表6　不妊原因（BB．T．　Rubin　HSGに
　　　ついてだけ）（1973）

B．B．T．

B．B．T．

（2相性）

Rubin．

　　〃

不　　詳

（1相性）

Rubin．

　　〃
不　　詳

HSG． ㊦
∈）

HSG　㊦
　　　e

検査せず（来院せず）

　　　　　計

表7　妊娠率

不妊患者敏（例）

82f列　 50．9？6

12｛列　　7．4ヲ占

3f列　　　1．996

9例

2例

16例

37例

145例

5．696

1296
9．9％

23．1％

10096

1966

1967　1

1968　旨

1970

1972

1973

1966

1967

1968

1970

1972

1973

171

　　　　　100

　　　　　169

　　　　　161　　　1
（うち37例検査治療せず）1

女壬　託賑　f夕IJ　　　I　　　　　　　　　g6

25

22

37

26

14．6296

22　96

21．996

16．196
（20．9？6）

表8　妊娠とHSG．　Hydrotubation

妊娠例1隅禦％ICI・mid翻例
　　　I　　　　　　　　　　　　I

25 5 20°6

22　　　　　　　11　　　　　　　　50？6

37　　　　　　　22　　　　　　59．506

　　t

26i9　35u6
16（43．3gも）

7（26．9％）

日不妊会誌　19巻3号

tineの検査法とは別に，不妊には染色体異常や精子免

疫の問題など複雑な因子が相互に関連しているものと考

えられる．また不妊原因中，B．B．T，卵管因子について

のみみると表6のごとく，B．B．Tが2相性でRubin，

H．S．Gで通過性の認められたものが50．9％，認められな

いものが7．4％，B．B．T　1相性の場合はそれぞれ5．6°／・，

1．296であつて，いずれか一方に原因の認められる場合

は21例で13％，双方に異常の認められる揚合はわずかに

2例1．2％で，不妊患者に対する治療の必要性が痛感さ

れた．

　次に妊娠率についてみると表7のごとくで，過去6年

間の不妊患者601例中検査可能な例は564例で，その中で

何らかの治療後妊娠に成功した例は110例で妊娠成功率

は平均して19．5％で，すなわち，1970年より成績はほぼ一

定して20％前後の妊娠成功率であつた．次に妊娠とRu－

bin，　HS．Gなどの卵管疎通性検査との関係をみてみる

と，表8のごとく，妊娠例中卵管疎通性検査施行後の妊娠一

例は19．　66　・・－t　1968年の25例中5例の20％，1970年の22例中

ll例の50％，1972年の37例中22例の59．596および1973年

の26例中9例の35％で，これらを平均すると47％と高率

を占めている．すなわち，卵管疎通性検査は単に診断的

価値のみならず，治療としての価値が大きいものと考え

る．

　また，最近われわれはRubin，　H．SG．にclolnid療

法を併用しており，このCombination　methodはさら

に妊娠率を高めるので，今後はこの方法をr。utineに行’

なつていきたいと思う．また，Wedge　resectionによる

排卵誘発率も高率で，系統的な治療法の最終的な方法と

して是非行なうべきである．しかし，卵管形成術後の妊1

娠率は極めて低く，われわれは多くを期待していない．

考　　按

　不妊の原因を明らかにするためには臨床検査成績のみ

からの判定ではしばしば困難な場合がある．しかし原因

の明らかなものの中で無排卵，卵管閉鎖，あるいは無精一

子症などは決定的な重要な不妊因子である．しかし原因

不明といわれるものの中にも詳細な内分泌学的検索を行

なえば原閃を明らかにすることのできる症例もかなりあ

るものと思われる．例えば，著者が以前に究明した不妊

と甲状腺との関係についてみると，不妊群では甲状腺機

能の低値を示す例が多いことをすでに報告10）11）12）したよ

うに，不妊と甲状腺との関係も密接である．さらにその

甲状腺機能はV．Eによつても調節されているDataを一

著者はすでに発表している13ロ16）．

　これらの成績にもとずいて著者は不妊婦人にV．Eを

300mg，’day宛連用している．小畑25）らが不妊患者1065

●
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例について行なつた原因調査では排卵障害は約10°／・，卵

管疎通障害は26．3％に認められ，女子側に原因の求めら

れるものは43．8％であつたと報じている．一方精液検査

を施行した例の43，8％に著しい精子減少症が認められた

としている．また，不妊患者中の妊娠成功率は61．6％の

高率を占めたとしており，著者らの過去6年間の妊娠成

功率の平均19．5％に比して極めて高率であつた．

　次に不妊の頻度については著者の病院でも年々増加の

一
途をたどつており最近は7％前後である．小畑ら25）に

よる最近の不妊統計をみると7．6％とやはり高率を占め

ている．しかし，これは病院の性格によるところが大き

く一概に論ずることはできない．

　次に排卵誘発法に関する進歩はめざましく殊にH．M．

G．やこれとは性格を異にしているClomiphene－Citrate

が相次いで登場し，好成績をあげている報告がみられ

るt7冒21）．

　最近，金岡ら26）は挙児希望婦人393例に不妊検査施行

後，Kuppermann、　Kaufman，　clomid（その後場合によ

りPM．SまたはH．M．G），襖状切除といつた一連の系

統的ホルモン治療を行ないつつ内分泌環境を推察する治

療法を行なうことによつて，36．4°／oの高率に妊娠させ得

たとし，さらに妊娠成功例143例中56．6％が排卵誘発によ

り妊娠したものと考えられ，特に全体の35．0％がclomid

，により妊娠したと推定され，clomidによる排卵誘発成

功率は82．6％，妊娠成功率は22．9％であつたとしてい

る．またWedge　resectionの16例で排卵誘発成功率

93．8％，妊娠成功率は50．0％であつたとしている．

　このようにclomidの登場により無排卵患者に対する

治療はかなり容易となり，成功率も高くなつてきている．

また排卵誘発法として古くから行なわれているKauf・

rnan法も決して無価値ではない22幽24）．

　また種々の治療にもかかわらず，排卵誘発に成功しな

い場合にはとくに長い間のGonadotropin療法による

と思われる‘‘Polycystic　ovaries”がかなりあると思わ

れるので卵巣襖状切除を行なうべきであると考える．

　本法の排卵，妊娠成功率は金岡ら26）も指摘しているご

とく，かなりの高率である．また最近関ら28）は合成LH－

RHを連日皮下注射し，血清FSH，　LHにおよぼす影

響について研究し，LH－RH連日投与により下垂体より

のLH放出はある一定のRhythmをもつて増減する

ことを証明している．

　また倉智29）らはLH－RHを用いて下垂体からのGo－

：nadotropin分泌機能テストを行なつている．

　斉藤ら30）もすでに合成LH－RHの臨床応用を試み幾

多の有意義な成績を発表している．LH・RHの投与によ

り血中LHが増加するが，この測定にRadioimmunoas・

（281）45

say，　Luteonosticon，　Hi　gonavisなどを組み合わせ，

LHの微量定量により効果を判定している．未だ実験段

階ではあるがこのように下垂体の中枢である視床下部へ

と研究が進み，しかもReleasing　hormonがすでに合

成されたことおよびこれの臨床応用がすでになされてい

ることは大きな前進といえよう．

　次に卵管閉鎖の問題であるが，臨床検査上，閉鎖像を

示していると思われても開腹し，Indigocarmin　testを

行なつてみると通過性を示していることがしばしば認め

られるところから，手術療法を行なうときには慎重を期

し，必ず2回以上の検査を行ない，さらに排卵の認めら

れること，夫側が健在であることを確かめた上で手術を

行なうべきであり，手術療法後に排卵誘発を行なうなど

の方法は避けなければならない．ことに卵管形成術後の

妊娠成功例は極めて少なく，これは恐らく，移植吻合な

どを行なつた場合には通過性が保たれても卵管が短縮さ

れ，あるいは長期間の卵管内へのポリエチレン管の挿入

により卵管内膜の線毛の変性が大きな原因であろうと思

われる．

　また卵管開口術を行なつても，このさいは卵管釆に異

常があり，さらに術後，癒着し易い状態になつているた

めではないかと考えている2？）33）．

　また，臨床検査としてのPertubation，　Hydrotubation

H．S．G，施術後に妊娠する例がしばしばみられることを

著者は経験してお1・）　31）32），さらにこれにc10mid療法を

組み合わせ，卵胞期にCombination　method（卵管検

査，clomid療法）を行なうことにより妊娠率はさらに

高まることを経験した．すなわち，本法は検査法として

の価値はもちろん高いが，治療法としても価値が大きく

不妊患者に対しては卵胞期にRubin　testやHydrotu．

bationを実施することの重要性を再認識した．

　次に女子側に不妊原因が考えられない場合には夫の検

査を行なうべきであり，このさい泌尿器科医との密接な

提携が必要である．

　また，無排卵治療が不妊患者の妊娠率を高める最も重

要な因子となるのでLH・RHやFSH－RHがわれわれ

婦人科医に自由に使用できる日が1日も早くおとずれる

ことを期待してやまない．

　　　　　　　　　　結　　論

　1）　当院における不妊患者は全婦人科患者の7％前後

であつた．

　2）妊娠成功率は過去6年間の平均は19．5％であつ

た．

　3）妊娠成功例中，Rubin，　H．S．G．施行直後のものが

多く，全体の4796を占め，診断法としての卵管疎通検査
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は治療法としての価値も大であることを痛感した．

　4）　Rubin　test，　H．S．Gにclomid療法を併用すると

いういわゆるCombination　therapyにより妊娠率はさ

らに高まることが示唆された．

　　（本論文の要旨は昭和48乍12月23日金沢市で開かれた

第9回1」本不妊学会北陸支部総会で発表した．
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　　The　signi丘cance　of　tubal　Patency

　　Tests　for　Diagnostic　Technics　in

　　　treatment　of‘‘　lnfertility　”（II）

－
With　Special　Referen．ce　to　Statistics

　　　　　　for　the　Past　Six　Years一

　　　　　　　M．Tateno　and　T．　Shitano

Dept．　of　Obstetrics＆Gynecology，　Toyama
　　　　　　　Prefectural　Central　Hospital

　万Ve　have　found　in　cases　where　th6　husl〕and　or

wife　is　supPosedly　sterile　but　general　examina－

tions，　including　B．B．T．，　Rubin　test，　seminal　Huid

examination　and　Kurzrock－Miller’s　test，　revealed

no　abnormalities，　that　pregnancy　quite　ofterl　oc・

curs　following　pertubation、　hyclrotubation　or

hysterosalpingography　during　　the　preovulatory

period　of　such　patients　for　diagnostic　purposes．

　　Of　601　s　upposed　cases　of　sterility　encountered

during　the　past　six　years，564　were　subjected　to

astatistical　analysis　of　pregnancies　occurring．　A

sumrnary　of　tl－1e　obtaille（l　results　follo、vs；

　　11　Approximately　796　0f　the　gynecol（）gical

patients　at　our　clinic　were」㌧inferti！e”．

　　2）　The　incidence　of　pregnancies　among　this
』‘

infertile”　group　during　the　past　six　　years

averaged　l9．596．

　　3）　Pregnancies　occurred　in　47960f　such　cases

following　a　Rubin　test　or　hysterosalpingography．

This　indicates　that　tubal　patency　tests，　con－

ventionally　used　for　diagnostic　purposes，　are　of

great　therapeutic　signi丘cance．

　　4）　It　is　suggested　that　a　higher　rate　of　preg曽

nancies　may　by　induced　by　combination　therapy

involving　the　use　of　Clomid⑪following　a　Rubin

test　（，r　hyster〔，salpingography．

、

1

鰯
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Human　Menopausal　Gonadotropin治療時の

内分泌環境とその成因

Hormonal　Observation　of　Human　Menopausal　Gonadotropin　Treatment

北里研究所附属病院産婦人科

白　井　英　一　郎

　　Ei三chiro　SHIRAI

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Kitazato　Institute　Hosp玉tal

　61名の排卵障害患者をhuman　menopausal　gonadotropin（HMG）で治療したが，治療中尿中estrogen値

は排卵の有無にかかわらず広いばらつきを示した．正常排卵時に見られるような頸管粘液像や高いestrogen

値を示すにかかわらず排卵不成功であつた例が多く見られ，estrogen値や頸管粘液像に一定の規準を設けて

排卵を推測することは非常に困難であろうと思われた．HMGは卵胞のregress玉onを障害し，多数の卵胞

を同時に発育促進するが，上記のような例では多数の未熟卵胞より多量のestrogenが分泌され，非常に良い

粘液像とか高いestrogen値をもたらしたものと思われる．今回の実験から間脳下垂体一卵巣系が比較的良

い状態に保たれている軽症排卵障害例程より高率に卵胞の退行変化が障害され，多数の未熟卵胞が同時に発

育促進されるがごとき結果を得た．

1．緒　　言

　Human　menopausal　gonadotropin（HMG）は排卵障

害の治療に現在広く使用され，その著しい効果が認めら

れている1’4）．しかし強い薬理作用をもつHMGはと

もすれば卵巣過剰刺激による重篤な副作用を伴い易

い4’6），特に副作用をもたらすHMG過剰投与量と排卵

誘発に必要な最少必要量との差（許容量）が非常に少い

ことが，HMG治療を一層難しいものにしている4’6）．こ

れまでもHMGによる副作用の成因やその防止法に関

する種々な研究がなされているが，いずれも満足すべき

結果を得ていない1’6）．より理想的なHMG治療を行な

うにはHMGによる排卵現象を十分観察し，できるだ

け正常な周期の排卵に近似させることにあると思う．今

回自然排卵時とHMG排卵誘発時の相違を特に内分泌

環境面から観察し，HMG排卵誘発につき考察したので

ここに報告する．

II．研究対象と研究方法

　排卵障害により不妊要因をきたしていると診断された

患者69名を対象とした．年齢は24歳から37歳までである．

排卵障害の状態によi）対象を以下の3群に分類した・基

礎体温等より少くとも3カ，月以上排卵なく2カ月以内の

間隔で性器出血が認められるものをa）無排卵性性器出

血群とした．少くとも3カ月以上性器出血のないものを

無月経とし，さらにprogesterone　capronate　50mg筋注

投与後2週間以内に性器出血きたすものをb）無月経第

1度群とした．progesterone　capronate　50mg筋注投与

により出血をきたすことなくestrogen　primingにより

始めて性器出血を認めるものをc）無月経第2度群とし

た，LH　factorであるHCG（human　chorionic　gona－

dotropin）をほぼ一定とし，　FSH　factorであるHMG＊

を漸減投与し，頸管粘液（CM）像によりその投与量を調

節するという著者らの設けた宜MG投与方法に従つ

た7）．すなわち最初2ampoule（1501U／day）のHMG

を連日筋注投与後，頸管粘液0．2ml以上，結晶形成2度以

上に達したとき，1ampouleに減量連日投与した．さら

に粘7＆量O　．　3m1以上，結晶形成3度以上に改善を見て

HCGと併用2日間続け投与した．　HCGは30001U／day

3日から5日間続けて投与する方法である．HCG投与量

　＊Humegon：produced　by　Organon　Co．，　Ho11and．

　　Each　ampule　contains　751U　of　HMG．
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は基礎体温の上昇および副作用の出現等により任意増減

した．排卵の判定は通常行なわれている方法に従つた8）．

全例に基礎体温を記載させ，来院時必ず頸管粘液検査を

行ない，粘液量，結晶形成につき精査した12）13）．

　24時間または48時間蓄尿せる検体につき尿中estro－

gen9），　pregnanedio110）および総genadotropinii）を測定

した．

III．研究結果

　総gonadotropin値が異常に高い値を示した8名を除

き，61名をHMGの治療対象とした．

　投与前尿中estrogen値を測定し，排卵成功群と排卵

不成功群とに分けて比較したが，両者に著しい相違は認

められなかつた．HMG投与量とestrogen（est．）値とに

相関関係は認められず，図1のごとく尿中est．値は高

低非常に異つた値を示した．HMGに重ねHCG投与を

開始した時，すなわち卵胞の十分な成熟を示唆する頸管

粘液（CM）状態を得た時点での尿中est値を，排卵成功

群と不成功群とに分け，両者を比較したが，成功群は排

卵不成功群に比べ非常に高い値を示した（図2）．しかし

不成功群においても正常周期では十分排卵と診断される

がごときest値（20μg／day）を示す例が多かつた．自然

排卵では稀れな十字状のCM結晶（図3）が排卵成功例

の多くに観察されたが，図1に示すごとく排卵例が一般

に非常に高いest値を示したことと相通ずるものと思わ

れる．図4は基礎体温上昇開始から日数計算した各々の

時点での排卵成功例のpregnan6diol値を示すが，自然

周期に比べ高い値を示した．表1に示すごとく61例中40

Estrogen

1：278．4）1：238．2」・282．8）

　　o　　　●　■

日不妊会誌　19巻3号

例が排卵に成功し，7例の単胎妊娠を得た．

排卵（＋） ● ●　●　●　o o ● ●

Estrogen値
　　　　μ9／day

50 100

排卵（一） ●　●o● ● ●　　■　　　　●

　　　　150
＿＿　＿一＿＿＿＿＿⊥＿＿

イ282．8，

150

100

50

μ9〆day

図2　HMGに重ねHCGを投与開始した時
　　　　点での尿中estrogen値．排卵の有無

　　　　により2群に分け比較した

図3　頸管粘液の十字状結晶形成
　　　（20×10f音）
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図4　基礎体温上昇後のpregnanediol値．縦
　　　軸はpregnanediol値（rng／day）を，横

　　　軸は体温上昇時からの日数を示す

　　　　　表1　HMG治療による排卵率

　’一　　症例1周一
　　　　　　　＼製腰日i％…∫響i》

　　　　　　　　　　　　　　　　
無排卵性性器出血群11718i47．0　1919
無月経第1度群126；・・76・gl3・・…24

無月経第2度群

　合　　　　計

18　　12　　66．7　　25　　16

5　　　ユ0　　　15　　20　　　25　　 30

　　　　　　　HMG（×75ユU）

図lHMG治療中の尿中estrogen値：横軸
　　　　は投与されたHMG量を，縦軸はest－

　　　　rogen値を示す

期

％

47．4

72．7

64．0

　161　140　　65．6　　77　　49　163．6

　　　　　　　　　　　1

IV．考　　察

　投与前尿中estrogen値から排卵の可能性を予測でき

なかつたが，HMG治療自身FSH　factorの不足を補う
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のに意義あることを考えれば当然のことと思われる．

HMG治療中排卵成功群には尿中estが非常に高い値

を示す例が多く見られた．この成因を正常周期のest

値と比べ推測するならば，2個以上の卵胞が成熟し，それ

らよりestが多量に分泌されたと考えるのが妥当であろ

う．平常稀れにしか見られない頸管粘液の十字状結晶が

多数の成功例に見られたが，これも多量のest分泌の影

響によると思われる．排卵後の尿中pregnanediolも正

常周期時と比べ非常に高い値を示す例が見られたが，必

要最少投与を目的とした今回の投与方法にもかかわらず

2つ以上の黄体（排卵）形成の可能性を示唆するものと思

う．排卵不成功にもかかわらず正常周期では十分排卵と

認められるような高いest値を示す不成功例が多く見ら

れ，排卵の有無をest値から判定することが非常に困難

であつた．HMG投与によリ卵胞の退行変性（regressi・

on）が障害され，多数の未熟卵胞が同時に発育を促進さ

れ易い．著者は米国留学中HMGを投与した赤毛猿を多

数開腹する機会を得たが，赤毛猿でもこのことを同様痛

感した．排卵成功例が非常に高いest値を示した原因は

複数の成熟卵胞から，総計して多量のestが分泌された

結果であると思われる．排卵を示唆するがごとき頸管粘

液像が多数の排卵不成功例に認められたのも多数の未熟

卵胞から少量ずつ分泌された多量のestによる影響と思

われる．重症例より当然高い排卵率が予想される無排卵

性性器出血群や無月経第1度などの軽症例に予期に反し

比較的低い排卵率しか得られなかつた．HMGに対する

感受性が高いためより，軽症例程卵胞のregressionが障

害され，多数の未熟卵胞が発育促進され易いためと思わ

れる．最少必要投与を目的としたこの実験で比較的低い

妊娠率しか得られなかつたが，このこともest値やCM

像がHMG治療中必ずしも卵胞の成熟度に一致しないこ

とによるものであろう．統計的にも過剰刺激を多く合併

するような実験に高い妊娠率が示されている15）．しかし

HMG必要量と過剰量との差が非常に少いために多発す

る重篤な副作用の予防に十分心掛けるべきであろう5）6）．

　これまでHMGが卵胞のregressionを障害し，自然

周期とは少々異つた卵胞発育状態を形成することは治療

にさいしほとんど注目されなかつたことであるが，HMG

治療においては非常に重要なことであると思う，またこ

の点にHMG治療の難しさがあるものと思われるが，

今後さらに解明されることを切望する次第である．
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Hormonal　Observation　of　Human

Menopausal　Gonadotropin　Treatment

　　　　　　　　　　　Eiichiro　Shirai

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

　　　　　　Kitazato　Institute　Hospital

　　Attempts　were　made　to　丘nd　better　clinical

rnethods　to　control　the　amount　of　human　meno・

pausal　gonadotropin（HMG！and　to　prevent　severe

side　e葺ects　in　the　treatment．　Sixty－one　out　of

69patients　were　treated　with　HMG．　The　wide

range　in　responses　of　estrogen　level　to　HMG

pointed　out　great　d遜erences　in　sensitivity　to　H・

MG　and　the　di伍culty　of　I｝redicting　the　ovulation

日不妊会誌　19巻3号

time　USillg　eStrOgen　titer　Or　CerviCal　mUCUS　aS

criteria．　The　strong　stimulus　of　HMG　is　apt　to

cause　growth　of　many　follicles　and　to　impair

their　regression．　In　many　anovulatory　cases，

ovulatory　type　of　cervical　mucus　was　observed

without　success　of　ovulation，　In　those　anovula・

tory　cases，　it　was　suggested　that　the　high　estro・

gen　excretion　by　many　immature　follicles　makes

it　Inore　dif丑cult　to　　antic玉pate　　the　　follicular

growth　and　to　control　the　amount　of　HMG．　It

was　suspected　that　the　reason　for　anovulation　in

patients　who　have　more　nearly　normal　pituitary

ovarian　axis　is　that　they　are　the　most　apガto

have　their　follicular　regression　impaired，

■

、
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性周期に伴うラット卵集内の肥満細胞の態度
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　卵巣機能の活動期間中では，ヒト卵巣内に肥満細胞（以下MCと略す）が多数存在し，閉経とともに消失

すると報告ざれている．同細胞に関しては，古くから研究され，histamine，　heparinなどを産生することが

現在明らかにされているが，詳細な生理的意義については十分解明されていない．

　本実験では性周期に伴うラット卵巣内のMCの動態および下垂体摘出後のMCについて観察し，あわせ

てin　vitr。におけるestrogenの腹腔内遊離MCに対する直接作用を検討した．

　1．正常ラ・トの卵巣内では，休止期から発情前期にかけてMCの増加がみられるが，発情期では，　MC

が脱穎粒を起こしMC数が滅少した．発情後期では少数のやせたMCのみが認められ，他は消失した．休

1！糊にMC数の回復がみられた．またこの数の増加は休止期に起こるMCの新生であることが確められた．

　2．下垂体摘出20日後までラットの卵巣内のMC数は日差による増減に有意の変動がみられず，ほぼ一

定であつた，

　3．雌ラット腹腔遊離MCを採取し，　Tyrode液で洗浄遠沈した後，その遊離MCに10μg／m1のest・

radiol　phosphateを投与することにより，脱頼粒現象の起こることを直視下で観察した．

　MCが膨化．崩壊，穎脱粒を起こすとhistamine，　heparinなどが遊離され，このhistamineは血管の

透過性を充め．組織の浮腫化を起こすことはすでに実証されている，前記の実験成績から卵巣内においても

同様な状態を呈することにより，排卵機序の局所的な解明の一助となり，さらに排卵後は損傷した組織の修

復と新生に一役を荷つていると推定され，生殖生理学上，MCの意義の一部が示唆される．

緒　　言

Paul　Ehrlichi）は、その師Waldeyerが命名した

Pユasma　Zellenの中に，　metachromaticに染まる別の

細胞をみつけ、Mast　Zellenと名づけこれに関する一連

の研究を1878年に学位論文の中につけ加え発表した．以

後この細胞は世の脚光をあび多数の学者によつて研究さ

れ，胞体内にある特殊穎粒は抗原抗体反応およびhis－

tamine遊離物質によつて脱穎粒を起こし，　histamine

を遊離することが知られている2）．またheparin，動物

の種によつてはserotoninが産生されることが現在明

らかにされている．しかしながらMCの生体内におけ

る役割についてはなお不明な点が多い．

　MCは体内の結合組織のあるところには例外なしに

存在し，ネズミでは四肢尖端，耳介，口辺に特に多く，

感作した後の誘発によつて激しく脱穎粒を起こす．また

イヌでは肝静脈分枝の特定部位の壁に多数存在し，ペプ

トン静注によつて脱穎粒が起こる3）と共に，静脈壁をと

りまく平滑筋を強く収縮させショックを起こさせる．幡

井ら4）はNC系マウスの腹腔内の感作MCにin　vitro

で抗原を作用させたとき脱頼粒を起こすことを観察して

いる．このようにアレルギー，アナフイラキシー発現に

最終的にMCが関与することは生体にとつて不利な点

である．

　しかしながら，MCから放出されるhistamineは炎症

時に血管の透過性を充め，自血球の遊出を助け炎症の治

癒に関与するものと推定され，また唾液腺の周囲の結合

組織のMCは腺分泌に関連があると考えられている5）．
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　Tinel＆Vimeux6）はヒトの卵巣機能とMCとの間

に相関関係があると報告した．すなわち卵巣機能の営ま

れているうちは卵巣にMCが多数存在し，閉経と共に

MCが消失すると述べている．しかし性成熟期における

卵巣内のMCの動態についてはまつたく研究されてい

ない．本実験では性周期が規則的であるラットの卵巣を

用い，各性周期における同細胞の数と形態的変化を検討

し，さらに下垂体摘出後のMCの態度およびin　vitro

におけるMCに対するestrogenの直接作用を併せ観
察した．

実験材料および方法　　、）

　材料はすべてWistar系雌ラット（体重200±20g）を

使用した．

　1．正常性周期ラット

　5匹を1群とし，発情前期，発情期，発情後期，休止

期の各期について各1群を用意した．実験開始の2週間

前より早朝時に膣スメアをとり，性周期の規則性を確め

た上で各期の材料を採取した．発情前期から発情期にか

けては必要に応じて午後または夜間の膣スメアを採取し

た．

　左右の卵巣，卵管，子宮を採取後直ちに卵巣，子宮の

重量を測定し，8％塩基性酢酸鉛と14％中性ホルマリン

の等量液に3日間冷蔵固定し，パラフィン包埋，5μの

連続切片とし，H－E，トルイジン青染色標本を作製した、

　ll　．下垂体摘出ラット

　表1のように，ラット45匹について下垂体摘出（以下

下摘と略す）を行なつた．第1　・一・rv群までは下摘の時期

を各性周期別に分けて行ない，第V～第D（群は周期に

関係なく行なつた．また下摘ラット群でも体重，子宮重

量，卵巣重量を測定し膣スメアを観察した．

　皿．in　vitroでのMCに対するestradiol　phosphate

の直接作用

　ラットを屠殺し，直ちに開腹，Tyrode液5m1をピ

ペットで腹腔に入れ，創口を閉じ静かに約90秒間マッサ

ー ジする．再び創口を開き，ピペットで腹腔液を吸引

し，試験管に集め，700rmp，5min．遠沈する．回収

した細胞を培養用のchamberに入れる．　estradiol

phosphate（estradiol　phosphateを蒸溜水に溶解，50

mg／m1の濃度にしたもの．帝国臓器提供）をTyrode

液で希釈し，それぞれ1∞μg．10μg，8μg〆mlの溶液を

作り，chamber側壁からごく微量を添加し，それぞれ

の濃度に対するMCの変化を，位相差顕微鏡下（×400）

の微速度撮影（4秒1コマ）で観察した．この実験は3

匹について3回実施した．

　IV．　MCを含まない他の細胞におよぼすestrogen

群

I

ll

皿

v
LI

x砥

皿

　　表1

使用ラッ

　　5
　　5
　　5

　　5
　　5
　　5
　　5
　　5
　　5

日不妊会誌　19巻3号

下摘後の材料採取時期

馴下枷糊…磁翻惜
　　　発情前期1　　3
　　　発　情　期　…　　3

　　　発情後期　　　　3
　　旨休止期1　　3
　　1　＿　i　　5
　　1　　＿　　：　　10

　　　　　＿　　1　　15

　　　　　－　　　1　　　　20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　1　　　－　　　1　　　360
　　1

の影響

　MC以外の細胞に対するestrogenの影響を調べる

ために浸透圧の検査に赤血球を，毒性検査に穎粒白血

球，リンパ球，単球を用い，皿と同じ方法で比較検討し

た．

成　　績

　1．性周期に伴うMCの変化

　H－E染色標本でのMCの観察はかなり難しいので，

同細胞の同定，数および形態的変化の観察にはトルイジ

ン青染色標本を用いた．H－E染色標本は切片全体の組

織所見を対比観察する目的で使用した．

　（1）　発情前期（付図1，2）

　MCは髄質の血管周囲に多く存在するが，成熟卵胞

と発育卵胞の間質部にもみられる．発情期に近くなるに

つれ成熟卵胞はさらに卵巣表層に接近するが，MCの

分布状態にはあまり変化がない．発情前期のMCの形

態的特徴としては，濃染された多数の穎粒が存在するた

め，細胞全体が一様に濃染されている．したがつて核は

ほとんど観察できなかつた．すなわち成熟したMCで
ある．

　（2）　発情期（付図3，4）

　発情期に入つた直後から，一部のMCに脱穎粒と崩

壊像が認められるE脱穎粒しかけたMCは脱穎粒前と

ほとんど変らない細胞形態を保持しており，周囲の組織

中に極く少数の顯粒が散在しているだけである（付図

3，右上）．以後発情期が進むにつれ，崩壊脱穎粒を起

こしたMC数は多くなP，排卵後にその極に達し，顎

粒のみしか認められない部位もある付図4，中央）．

　したがつてMC数は発情期に入ると減少し始め，発

情後期に近い時期では穎粒数の多い成熟型MCはほと

んど存在せず，脱穎粒したMCがところどころでみら

れる．また脱穎粒した後の穎粒は消失すると思われ，脱

穎粒している部位も最初の時期より減少している．付図
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4は発情後期に近い時期のものである．

　（3）　発情後期（付図5，6）

　発情期にMCが崩壊，脱穎粒現象を起こして散在し

た穎粒は発情後期では消失している．またMCは発情

前期．発情期の初期に比べはるかに少なく，ところどこ

ろに認められる程度である．その内部頼粒はきわめて少

数なので，細胞自身の形態はいわゆるやせた細胞という

感を与える．

　（4）　休止期（付図7－一・14）

　発情期から発情後期にかけて次第に減少したMCは

休止期に到ると逆に増加してくる（付図7）．しかもこの

時期では種々の成熟段階のMCが存在している、すな

わち初期では明瞭な核と，その周囲に大部分がortho－

chromaticに染まる穎粒を有し，光学顕微鏡で認め得る

最も幼若型と思われるMCが出現する（付図8～11）．

出現部位は主として髄質の細動静脈の周囲（付図8）お

よび原始卵胞（付図9）の問質組織である．休止期が進

むにつれて幼若型の他に，それより成熟した型のMC

が認められるようになる（付図13）．成熟に近づいた細胞

ではmetachromaticに染まる穎粒の数と大きさが増す

（付図14）、

　皿．下垂体摘出ラットの卵巣内MCの変化（付図

15，16）

　下摘後，口数がたつにしたがつて，間質細胞の変性，

黄体の結合織化と卵胞の発育停止がみられる，術後3目

目のもので，術前の周期別による差異があるか否かを検

したが，ほとんど同一所見であつた．また5，10，15，

20日目の場合も3日目のものと変らなかつた．すなわち

MCの数，分布状態は休止期におけるそれとよく似て

いた．しかし休止期のように各種の発育過程の細胞が存

在するようなことはなく，幼若細胞と成熟細胞の中間型

と思われる細胞が主であつた．脱穎粒，崩壊像は全くみ

られなかつた（付図15）．術後360日目では全組織がほと

んど結合織化し，MCは存在しなかつた（付図16）．

　なお子宮重量は下摘後の日i数を経るにつれ減少した

が，卵巣重量は15日までほとんど変化せず以後減少した．

術後5日までは体重減少がみられるが，1週問目にはほ

ぼ術前の体重に復帰する．対照の意味で，下摘のさいと

同一手技により，外耳道より頭蓋のみを損傷させたラッ

トを使用した．このさい手術の侵襲のためか，3日目ま

では体重減少があるが4日目からは増量した．

　以上の組織学的所見をもとにして卵巣内のMC数の

変化をまとめたものが図1で，正常性周期の卵巣内の

MC数を円に，下摘後の卵巣内のMC数を扇形で表わ

した．すなわち正常性周期の場合は発情期から発情後期

にかけてMC数の減少と，　MCの脱穎粒がみられ，休

（289）　53

図1卵巣内のMC数の変化

表2　腹腔遊離MCへのertradio1の直接作用

添加ertradio1の濃度

　　100，Ctg／ml

　　　10μ9／ml

　　　8／t9／ml

　形　態　的　変　化

瞬時に崩壊・脱穎粒

徐々に膨化→崩壊・脱穎粒

なし

止期に入るとMCの新生が起こり，発情前期にかけて

増加成熟がみられた．

　皿．in　vitroでのMCに対するestradiol　phos－

phateの直接作用（表2，付図17）

　100μg／mlの濃度液添加時には，瞬時にして細胞の崩

壊，脱穎粒現象が生じたが，8μg／ml以下の希釈液で

は，すべてのMCはほとんど変化しなかつた．

　10μg／ml希釈液添加後80秒頃からMCの膨化がはじ

まり（付図17－2），3分20秒頃には個々の穎粒が明瞭とな

ると共に核の輪郭が次第に明らかになる（付図17－3）．4

分32秒後には大部分のMCがさらに強く膨化し，その

結果個々の穎粒はより明瞭となり，穎粒の不規則な運動

が認められるようになる（付図17－4）．以後時間の経過と

共にMCはますます膨化し，大きさを増す．穎粒のな

かには膨化して大型化したものが認められる．この頃か

ら穎粒問に空胞が出現しはじめ，次第にその数を増す．

16分32秒後頃には，MCの膨化は極限に達し，穎粒があ

たかも細胞膜を内側から押すような観を呈し，細胞表層

にはそれに対応する小さな凹凸が生ずる（付図17－8）Lし

かしこの時期には，まだ細胞膜は破れていない．22分32

秒後，ついに約半数のMCは細胞膜が破れ，穎粒を放

出する（付図17－9）．穎粒は全体としてどろりと溶け出す

ように放出される．細胞膜の破壊は，全表層にわたつて
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表3

性周期に伴うラット卵巣，内の肥満細胞の態度

MC以外の細胞に及ぼす
estradiol　の景多響

細胞の種類　形態
赤　　血　　球　　　萎

穎粒　白　血球　　　　な

リ　ン　パ　球　　　な

単　　　　　球　　　な

的　変　化

縮

し

し

し

同時に起こるものと，膜の一部が破れてその部分から脱

顯粒を起こすものとが見られる．それ以後，残りのMC

も次々に崩壊，脱穎粒してしまう．放出された穎粒は遠

く広く散らばることなく互に密着し，核の周囲に集積し

たままとどまつている（付図17－17）．脱穎粒とともに核も

著しく膨化し，内部構造が不明瞭となり，均一化してし

まう．

　IV．　MC以外の細胞におよぼすestradiol　phosphate

の影響（表3）

　estradiol　phosphate　10μg／mlの液を，培養用cham－

ber内の赤血球に作用させたところ膨化，崩壊とは逆の

萎縮がみられた．

　また脱穎粒MCと混在する穎粒白血球，リンパ球，

単球などのMC以外の細胞は微速度撮影下での観察中，

多少膨化するのみで，それ以上の変形や崩壊は生じなか

つた（付図17－18）．

考　　按

　本実験により，ラット卵巣内のMCは性周期に伴ない

数の増減と形態的変化が生ずることが明らかにされた．

すなわち発情前期はもつとも多数かつ成熟型であり，発

情期から発情後期にかけて脱穎粒を起こし，休止期の初

期では未熟な細胞が多く，発情前期に近づくにつれ成熟

型に近い細胞が多くなる．このことから発情期に崩壊，減

少したMCが休止期において新生され，短時間の間に

急速に成熟をとげるものと考えられる．これらの変化，

特に脱穎粒を起こす原因としては同じように周期性変化

を示すgonadotropinまたは卵巣ホルモンを考えるべき

であろう．

　文献的にはestrogen投与時にMCが減少するが，

progesterone投与時には不変とする報告が多い．すな

わちBergst6m7）は卵巣摘出ラットにestrogenを長期

間投与した後のMCの減少に注目し，またJohansson6）

はマウスで同様の実験成績を得ている，Iversen9）はヒ

トの子宮頸部の筋層内MCがestrogen処置により滅

少すると述べている．SchiffiO）はハムスター，サル，ヒ

トなどにestrogenを静注したさい，口腔糊莫内のMC

が脱穎粒現象を起こすことを観察してる．さらに前記

日不妊会誌　19巻3、」一

Johanssonら11）はestrogenの投与で子宮，膣のMC

数は減少するが皮下組織のMC数と血液凝固時間に変

化がないことから，MCへのestrogenの影響は生殖器

内の“　local　process”であるとしている．一方pro－

gesteroneに関してはConstantinidesら12）13）が単独投

与ではMC数の増減にまつたく変化がないと報告して

いる．またWestin14）15）はestrogenの投与によつて起

こるMCの減少はprogesteroneによつて緩和される

とし，Persson16）はestrogen十progesterene投与時に

はMCは増加すると述べている，このようにestrogen

投与時にMCが減少することは各報告者とも一致して

いる．しかしprogesteroneについての報告は少く，

progesterone投与時のMCの変化については明かでな

い，progesterene付加はestrogen投与時のMC数減

少を軽減するが，これはprogesteroneのMCに対す

る直接の影響ではなく，estrogenに対するprogesterQne

の拮抗性であろう．したがつて卵巣内のMCの変化は

主としてestrogenによるものと推定される．

　卵単内MCに実際にどの程度のestrogenが作用す

るのか分らないので，in　vitroにおけるestrogenの腹

腔内遊離MCに及ぼす影響を検討したところ，10！t9’ml

以上の濃度のestrogen添加時に脱頼粒現象が生ずるこ

とが判明したが，10μg／mlの濃度はchamber内の最終

濃度ではなく，本実験下でのMCに作用する実際の

estrogen濃度はもつと低く，また水溶性にしたための

活性低下もある．しかしin　v邑voにおける血中濃度よ

りはるかに高い17）estrogenのためのMCの崩壊とも

解釈できる．今回のin　vitroの実験はMCが実際に

estrogenに対してどのように反応するかを目的とした

のであつて，in　vitroの作用濃度そのままがin　vivo

に当てはまるとは考えられないが，混在するMC以外

の細胞が不変であつたことと赤血球における萎縮成績か

らみて，ある濃度以上のestrogenはMCに敏感に作

用するものと思われる．いわゆるhistamine遊離物質

であるSinomenin18）やCo　4％019）などのin　vitroで

MCに及ぼす影響がestrogenと非常によく類似してい

ることから，個々の作用機序は異なるかもしれないが，

MCはhistamine遊離物質といわれるものと同様に

estrogenにも強い感受性を持つのであろう、

　ラット卵巣静脈血中のestrogen量は発情前期の終り

に最大値を示し，以後急減し発情期には低値であること

が報告されているが17），卵巣静脈血中濃度がMCに作

用するestrogenの多少を示すとはいえず，また膣スメ

ア所見と血中濃度に時聞的一致ををみないことから細胞

に形態的変化を起こすにはある程度の時間を必要とする

ものと考えられる．

1

1

1
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　今回の実験から得られた性周期における変化および

in　vitroの成績に加えるに，文献的なin　vivoにおけ

るestrogenの投与成績から考察すると，卵巣内でMC

の脱穎粒を起こす主因となるのはestrogenと考えられ

る．すなわち休止期から次第に増量したestrogenが発

情前期の後半に最大値を示し，その数時間後に脱穎粒を

起こすものと思われる．

　下摘後は残存する発育停止卵胞の卵胞上皮および間質

細胞に変性が起こり，estrogen分泌が著しく減少し，

脱穎粒を起こすに到らなかつたものと思われる．

　Asboe－Hansen20）らはMCに含まれるhistamineの

結合組織への影響を論じているが，histamineにょって

生じた組織の浮腫が結合組織の増殖，新生，修復過程を

ひき起こすといつている．Kahls・n21）も一般に結合組織

の増殖と修復にはかなり多量のhistamineが関与する

としている．

　ウサギの卵巣には通常，MCはきわめて少ないといわ

れているが，Zachariae22）は交尾後8時間には血液MC

が卵巣血管外に遊出しはじめ，排卵前の卵胞周囲に集ま

り，交尾後12時間でその数が最高に達し，新鮮黄体に

MCが進入することを観察している、

　本実験成績からラットにおいても，卵巣内MCの脱

穎粒の結果生ずるhistamine放出が組織の血管透過性

を元め，浮腫状化をきたすことにより，排卵機構の一部

に関与すると共に，排卵時に生じた組織の修復に対して

重要な役割を演ずるものと推測される．

結　　論

　正常性周期のラットおよび下摘ラットの卵巣内MC

の観察とin　vitroにおけるestrogenのMCに対す

る影響を検討し，次のごとき成績を得た．

　1．正常性周期ラット

　1：発情前期ではMC数はもつとも多く，成熟型で

ある．

　2：発情期には脱穎粒現象を生じ，MC数は減少す
る．

　3：発情後期ではMC数はもつとも少なく，やせた

細胞のみである．

　4：休止期ではMCの新生があD，　MC数は次第に

増加する．また種々の段階の細胞が存在する．

　fi．下摘後20日目までのMC数はほぼ一定してい

る．しかし脱穎粒現象と成熟型MCは存在しなかつた．

　皿．腹腔遊離MCはin　vitroでestradiol　pho－

sphateを添加時に細胞の崩壊，脱穎粒現象を生じた，

　稿を終るに臨み，御懇篤なる御指導を賜わつた恩師林

基之教授に深甚なる謝意を表すると共に，終始一貫詳細
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に御指導と御鞭健を頂いた解剖学教室幡井勉教授並びに

橋本長助教授に衷心かりの深謝を述べ，さらに御教示を

下さつた産婦人科学教室岩城章助教授に感謝いたしま

す．また陰に陽に本研究の遂行に御助力頂いた解剖学教

室吉田進助手並びに教室貝各位及び産婦人科学教室の諸

氏，並びに本研究に御援助御協力をいただいた帝国臓器

株式会社中野渡亀夫博士，飯塚和雄氏に対し心からの謝

辞を送ります．本論文の一部は第5回結合組織研究会株

会，および第26回日産婦総会において報告した・
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The　Behavior　of　Mast　Cells　in

　　Ovaries　According　to　Sexual

Tatsuo　Sato

the　Rat

Cycle

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　　School　of　Medicine，　Toho

　　　　　　　　　　University，　TokyQ．

　　　のirector：Prof．　Motoyuki　Hayashi）

　　An　experimental　study　was　undertaken　to　in・

vestigate　the　role　and　changes　of　the　ovarian

Inast　cells　during　the　sexual　cycle　in　the　rat．　The

following　interesting　facts　could　be　discovered．

　　1．　The　numbers　of　the　ovarian　mast　cells

were　variable　under　the　normal　sexual　period，
Q，］

〈2）

Mast　cell　count　increased　from　diestrus　ta

preestrus

The　degranulation　and　consequential　de・

crease　of　the　ma＄t　cells　occurred　in　estrus

　　（3）In　diestrus　period，　the　decreased　mast　cell

　　　　　count　recovered　gradually．

　　2．　But　mast　cell　count　did　not　vary　signi丘一

cantly　and　was　almost　constant　in　hypophysec－

tomized　rats．

　　3．　The　degranulation　of　the　peritoneal　mast

cells　was　observed　with　a　concentration　of
10　Pt9／ml　estradiol　phosphate　in　vitro・

　　From　the　facts　des　cribed　above，　it　may　be　con－

cluded　that，　variation　of　the　ovarian　mast　cells

occurs　in　the　sexual　cycle，　and　disruption　and

degranulation　of　the　mast　ce11s　release　histamine

and　heparin．

　　The　release　of　histamine　which　raises　the　per－

meability　of　blood　vessels　and　may　produce　e－

dema　in　tissue，　could　be　possibly　related　tQ　the

mechanis皿of　ovulation　and　also　plays　an　im－

portant　role　in　the　response　of　repair　of　con－

nective　tissue　which　is　broken　w玉th　ovulation．

5
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Impulse　cytophotometerによる不妊症および

不育症患者の夫精子DNA量の検討

Studies　on　Desoxyribosenucleic　Acid（DNA）Content　in　Spermatozoa

　of　Human　Sterility　with　Impulse　Cytophotometer（Phywe　ICP－11）

愛知医科大学産科婦人科学教室（主任：渡辺金三郎）

山田昌夫 野口昌良
Masao　YAMADA　Masayoshi　NOGUCHI

伊藤祐正　中北武男
　Yusei　ITO　　　　Takeo　NAKAKITA

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology、　Aichi　Medical　University

　　　　　　　　　　（Dir：Kinzaburo　Watanabe）

　不妊症の原因について多くの研究がなされているがなお不明な点が多い，今回われわれは精子のDNA量

の測定に，新しく開発されたImpulse　cytophotometer（Phywe　ICP・11）を初めて応用し，多数の精子の

DNA量を測定し，若干の知見を得たので報告する．

序　　論

　不妊症および不育症の原因としての男性側因子につい

ては，すでに種々の検討が加えられ，一応の結果が得ら

れているとはいえ1）2）3），いまなお，不明な点が多く，そ

の一つの要因として，精子形成にさいしての核酸の生合

成の異常が重要であることは容易に理解されるところで

ある．

　しかし，精子の核酸についての検討は，その検査方法

の複雑性にわざわいされてか，2，3の報告を見るにす

ぎない4）5）6）7）．

　われわれはこの点に着目し，すでに本症患者の夫の精

子について，ホイルゲン染色を行ない，島津マルチパー

パス自記分光光度計を用い，二波長法による顕微分光測

光法にて，精子DNA量を測定し，これにもとずく若

干の知見を報告した8）．

　しかし，本測定法では技術面から見て，1検体につい

て検索される精子の数は，50～100個が限度であるので，

その成績には多分に偏向の恐れがあり，多数の精子につ

いての測定方法の開発が望まれていた．

　今回西独，ミンスター大学で開発された核酸自動瞬間

測定装置ともいえる，Automation　of　Cyteflurometry

Impulse　cytophotometer（Phywe　ICP－11）は，この点

をみたしたものであり，3，000　・一　10，000個の精子のDNA

量をわずか数分で測定し得るうえに，測定結果のヒスト

グラムも自記し得る装置である．

　依つて，われわれは前回に引き続き，本装置による本

症患者の夫の精子のDNA量を測定し，従来の測定方

法では知ることのできなかつた，若干の新知見を得たの

で，本装置の紹介も加えて報告する，

対象ならびに方法

　実験対象としては，愛知医科大学産婦人科外来，名古

屋市立大学医学部産婦人科外来を訪れた不妊症患者およ

び初期習慣性流産患者のうちで，諸検査の結果，女性側

に原因らしいものを認めなかつた，前者の25例と後者の

5例，計30例をこれにあてた．なお対照としては，結婚

1年以内に妊娠し，しかもこの1年以内に成熟児を得た

女性の夫，5例をこれにあてた．

　検査材料の精液は，7日以上禁欲させたのち，用手法

により採取させたものを用いた．

　実験方法としては，前記実験材料について，採取後2
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N　ame：Ethidium　Bromide（＝Homidium　Bromide）

巻

i

H，N

NH．

3－8－Diamino－5－ethyl－6－phenyl－phenanthridium　Bromide．

　　　　　　　　　　　図1

時間以内に精液量，精子数，奇形率，運動率を測定した

のち，ICPによるDNA量測定のために，同一材料を

50％エチルア・レコールにて固定し，ついで，螢光染料で

あるエチジウム・ブロマイド9）10）11）で染色して実験に供

した．なお，染料のエチジウム・ブロマイドの化学構造

式は，図1のごとくであ｝），同染料がDNAのらせん構

造にDNA量に比例して付着することを利用したもの

である．また，実験材料の処理と方法の詳細は，次のご

とくである．

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

50％エチルアルコー・レにて固定する．

1，700r．p．m．にて5分間遠心沈澱する．

生理食塩水にて1度洗う．

1，700r．p．m．にて10分間遠心沈澱する．

37°C，5分問，250μ9／m1ペプシンにて処理す・

エチジウム・ブロマイド（10μg／m1）にて染色

する．（トリスー塩酸緩衝液pH　7．5）

ICPにて精子のDNA量を測定する．

測定値のヒストグラムを作製する．

医

ICPll　　Block　diagram

（299）63

図2

　次に，DNA量の測定に用いたICPは，図2のごと

くであり，西独ミンスター大学で開発されたものであ

る、その機構図は図3のごとくである，なお，使用の

光源は高圧水銀ランプ（100W），励気フィルターは330～

650nmと330～430nm，750～nmの2枚のフィルター
を，またサプションフィルターはOG　550／3　mmを使

ラ〆叩
スタヒ；伊一
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フィルター

勤
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図4　構　造

用した．

　次に，検体の測定順序は次のごとくであり，その経路

図は図4のごとくである．すなわち，検体は細胞浮遊液

の状態でチューブを通り，フロースルーチヤンバーに吸

引され，中央部のアパーチュアで発光する．アパーチュ

ア孔の大きさは100μで，従来の光学顕微鏡と同様，

ケーラの原理により焦点がセットされていて，その焦点

を通過する各々の細胞（検体）の発光時間は約30μsec

で，その螢光のインテンシティーを，フォトマルチプラ

イヤーは感知し，それに対応した電気信号を発し，その

信号頻度は最高1，000パルス／秒である．次に電気信号は

マルチチヤンネルアナライザーにより，128のチヤンネ

ルにわけられ，連動するオシログラフに横軸にDNA

量，縦軸に細胞の数をもつて表わされ，これを自動的に

ヒストグラムとして書かせることができるようになつて

いる．

　したがつて，ICPの特徴は，顕微分光測光法などに

よる従来のDNA定量法とは異なり，個々の細胞の

DNA量を自動に細胞浮遊液の状態のままで測定するこ

とと，多数の細胞のDNA量とその分布状態を短時間

に，簡便に，かつ正確に知り得るという点である．

　今回のわれわれの測定では，オシログラフの最高ピー

クが細胞数（精子数）900個になるよう装置をセットし

た．

　装置の調整には，2nを示す代表的な細胞とされてい

る，健常性成熟期男子のリンパ球を用い，精子と同じ染

色法を行ない，そのヒストグラムの最高ピークが2nと

細
胞
数

細
胞
数

1，0

Ot　唖rPレ

o●

e．4　マ

e2

日不妊会誌　19巻3号

，柚Tl」

　忌lIlL
　　　L十

　　　　　　　　　　　　　　　　　　DNA量

図5　健常性成熟期男子のリンパ球のヒストグ

　　　ラム

図6　仔牛の胸腺のヒストグラム

DNA鼠

なるよう本装置を調整して使用した．そのヒストグラム

は図5のごとくである．なお，この調整の正しさを再確

認するために，仔牛の胸腺のヒストグラムを作成した

が，そのヒストグラムは図6のごとく2nと4nにピ

ー クを認め，調整の正確であることを確認した．

実験成績

　1）　実験結果の処理法

　ICPによる精子DNA量の測定結果によるヒストグ

グラムは，症例により種々であるが，その1，2を取り

出せば，図7，8のごとくである．すなわち，図7は対

照例（実験番号4）のヒストグラムであり，図8は不妊

症例（実験番号23）のヒストグラムであり，一見して相

当の差が認められるが，その反面，当然のことながら，

いずれもnのところにピークを認めている．

　よつて実験結果の処理としては，nの位置に相当する

精子のDNA量を任意単位10とし，その総数の累計を

求めるのが妥当と考えられ，これを累計して算出するこ

とにした．

1

亀
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∬）　実験成績の検討
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である．すなわち不妊症群の最大値は21．64（au），最

小値は12．77（au），平均値は16．32（au），不育症群の最

大値は20．79（au），最小値は12．31（au），平均値は18．32

（au）であるのに対し，対照群では最大値は18．73（a．u）、

最小値は1767（ru），平均値は18．32（au）であつた．

　図9は精子のDNA量と精子数の関係を分布図にし

て検討したものであるが，対照群に比し，不妊症群，

不育症群とも分散度の広い傾向がうかがわれた．精子の

DNA量と運動率，精子のDNA量と奇形率との関係
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表2

Impulse　cytophotometerによる精．’∫－DNA量測定
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においても同様の傾向が認められた．

　　次に不妊症群および不育症群における精子のDNA

量が対照群に比して，いずれも分散度の広いことから，

この関係を明らかにするため，そのDNA量をnの領

域のものと，2倍，3倍，4倍，5倍の領域のものとに

分割し，各領域におけるそれぞれのDNA量と，その

」
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｛

「
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図10　精子DNA重（n域値）とその
　　　按分比との関係
　　　　　　　　　　　　　（ICP　による）
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標　準

測定全精子数に対する比率（按分比）を求めた．その実

験成績を一括表示すれば，表2のごとくである．すなわ

ち，不妊症群，不育症群では，対照群に比し，精子の

DNA量の多い，2倍，3倍，4倍，5倍以上の領域の

精子の按分比の少ないことがうかがわれた．

　次に受精に対して主役を演ずると考えられる，nの領

域のものの精子DNA量およびその按分比について，

対照群のnの領域のものの精子DNA量とその按分比

とに対する各症群との関係をみるに，その分布は図10の

ごとくである．すなわち，対照群の各値の標準偏差範

囲内にあるものは，両群を通じてわずか2症例にすぎ

ず，両者とも域値外のものが多く，その分散程度は両群

ともほぼ同率であつた．この成績は，従来あまりとりあ

げられていなかつた点である，よつて，この関係を著者

等が先に報告した顕微分光測光法による検査成績につい

て，各症例につき測定精子数は約50個であつたが，検討

を試みた成績を一括表示すれば，表3のごとくであり，

この区分による精子のDNA量（nの領域）とその按

分比は，図11のごとくであり，この成績はICPによる

ものとほぼ同一の傾向にあることがうかがわれた．しか

し，nの領域でのDNA量には，対照群の域値外のも

のは，1例も認められなかつた．
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図11　精子1）NA量（n域値）とその

　　　按分比との関係
　　　　　　　　　（顕微分光測定による）
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　妊孕性と精子のDNA量との問に，なんらかの相関

があるのではないかとの考えは，以前より抱かれていた

ことであり，Leuchtenberger4）等は妊孕性のある精子の

DNA量は，妊孕性のないものより高い値を示すと報告

し，さらに妊孕群の精子DNA量の分布は不妊症群の

それに比べ集中的であると述べている．その後吉田6）は

顕微分光測光法のスポット法で精子のDNA量を測定

1難1霧1一
雰対照群ill　I
　　j或縮蔵タト149稼

琵1の呵11°
言圭1） ｛炉：、1：187圭8：14°美1｝とした

　2）アラビア数字は症例番号を示す

　3）0印は不育症を示す

し，その平均値は不妊症群の方が妊孕群よりやや大きい

と報告し，その後泉7）は初めて，2波長法による顕微分

光測光法を用いて精子のDNA量を測定した，その結
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果では運動率50％以上を有する精子群では，50％以下の

精子群に比して，その個々の精子分散度は小さいが，そ

れぞれの精子DNA量の平均値の間には有意の差はな

く，また個々の精子DNA量は，妊孕群では個体差が

少ないと述べている．

　われわれもすでに2波長法による顕微分光測光法によ

る精子のDNA量の測定を行ない，その結果として，

不妊症および不育症群の多くが，対照群と同じような精

子DNA量の平均値を示すにもかかわらず，一部では

まつたく異なつた広い分布を示すもののあることを報告

した8）．

　しかし従来の測定法では，冒頭にもふれたように，極

めて精力的に測定しても，1症例につきわずか数拾個の

精子についてであり，この結果をもつて，精子のDNA

量のすべてを論ずるのは誤まりをおかす危険があつた．

この観点から新しく開発されたICPを用い，1症例に

つき数千個の精子について，そのDNA量を測定した．

その成績を総括すれば，不妊症および不育症群における

精子のDNA量の平均値は，　Leuchtenberger等の報

告に近い傾向が見られたが，各群間のDNA量には有

意の差は認められなかつた　（表1参照）．また対照群，

不妊症群，不育症群に各々の精子のDNA量と精子数，

運動率，奇形率との関係では，いずれも特別の関係は認

められなかつたが，不妊症群，不育症群ではその分散が

大であり，特に不育症群にこのことが顕著であつた．（図

9参照）．

　次に今回の検査では多数の精子について測定したこと

と，不妊症群，不育症群の精子DNA量の分布にバラ

ツキの多いことから，精子のDNA量のnの領域，2

倍，3倍，4倍，5倍以上の領域における精子のDNA

量と当該精子数の測定全精子数に対する按分比について

検討した成績では，対照群に近いDNA量と当該精子

数の全測定精子数に対する按分比を示したものは極めて

少数であることを知り得た（表2参照）．よつて，この

関係をより明確にするため，受精の主役をなすと考えら

れる精子のnの領域のDNA量とその按分比について

検討した成績では，対照群の範囲内にあるものはわずか

に不妊症群の2例にすぎなかつた（表10参照）．この両

知見は，妊孕現象を完全にするためには一定のDNA

量の精子が一定の割合に按分されていることが必須の条

件であるように思考された．よつて，今後はこの方面の

検索が必要と考えている．なお，この成績を裏付けるた

め，先に報告した顕微分光測光法による成績を，同様

の観点から検討した成績は，まつたく前述のものと同

一傾向にあつた（表3参照）．また，精子のnの領域の

DNA量とその按分比との関係も前者と同様の傾向を示

日不妊会誌　19巻3号

したが，先回の測定では奇形精子を欠くため，当然の

ことながらDNA量の域値外のものは認められなかつ

た．今回われわれが精子のDNA量の測定法として新

らしく採用したICPによる測定法についてみると，本

法では従来の顕微分光測光法とことなり，精子のDNA

量を細胞浮遊液の状態で測定するので，直視下で個々の

精子を見ながらDNA量を測定することは不可能であ

る．従つて，精子の形態の正常，異常を鑑別することは

できない欠点はあるが，精子を無選択的に，奇形をも含

めて測定することができる利点もある．

　次に泉は精子頭部の大きさとDNA量との関係につ

て，有意の差があると考えられないが，精子頭部の形状

とDNA量の関係では正常形と多核型を比較すると，

双核型では約2倍近い値を示していると述べ，また多核

精子はDNA量の面からも奇形精子であると述べてい

るが，今回のわれわれの測定では，既述の理由で確認す

ることはできなかつた．とはいえ，今回の検査成績で

2倍体，4倍体のDNA量を持つた精子の存在を認め

たことは，その存在を示唆したものと考えている．

　また最近白井12）は，精子内のF－bodyの出現率を検

討し，正常人のそれに比べ，不妊症群では著しくその出

現率が減少することを報告し，これは造精機能障害によ

るDNA量の減少によるものとし，染色体構成がその

DNA量の変化に影響を与えているのではないかと述

べている．われわれも精子のDNA量分散の広いもの

は明らかにその精子の染色体構成などに問題があると考

え，目下この方面をも検討中である．

　いずれにせよ，不妊症および不育症の男性側因子とし

て，精子のDNA量を測定し，精子のDNA量のヒス

トグラムのパターンを分析することは，現在困難とされ

ている性細胞の染色体異常に関する手がかりを得，かつ

不妊症および不育症の男性側因子の解明に資するものと

思考している．

結　　論

　われわれは精子のDNA量の測定に，新しく開発さ

れたImpulse　cytophotometer（Phywe　ICP－11）を初

めて応用し，多数の精子のDNA量を測定し，次のよ

うな新知見を得た．

　1）不妊症群25例の精子のDNA量の平均値は1629

（au），不育症群5例の精子DNA量の平均値は15．99

（a．u）であるのに対し，対照群5例の平均値は18．32

（a．u）と高値であつた．

　2）　精子数とDNA量との関係では対照群では一

定の傾向を示すのに対し，不妊症群および不育症群では

広い分散を示し，特に不育群ではこの傾向が顕著であつ
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た．

　3）精子DNA量のnの領域における平均値と当該

精子の測定全精子数に対する按分比との関係では，不妊

症群および不育症群は対照群に比して城値外のものがほ

とんどであつた．

　稿を終るに臨み渡辺金三郎教授の御懇切なる指導，校

閲に対して深く感謝致します．又当研究につき貴重な御

助言を賜わつた名古屋市立大学医学部産科婦人科教室入

神喜昭教授に深甚の謝意を表し，あわせてICPの操作

ならびにデーターの解析に際しひとかたならぬ協力を惜

しまれなかつたK．K．持田製薬事業部山岸一美氏に深

くお礼申し上げます．
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Studies　on　Desoxyribosenucleic　Acid

（DNA）Content　in　Spermatozoa　of

　　Human　Sterility　with　Impulse

　　Cytophotometer（Phywe　ICP－11）

　Masao　Yamada，　Masayoshi　Noguchi，

　　　　Yusei　Ito　and　Takeo　Nakakita

Department　of　Obsterics　and　Gynecology，

　　　　　　Aichi　Medical　University

（Director：Prof．　Kinzaburo　Watanabe）

　For　the　estimation　of　DNA，　automation　of

cytoflurometry　of　the　Ethidiumbromid　stain　was

used．　Measurement　of　DNA　content　in　sperma－

tozoa　of　35　human　males　with　ICP　was　studied．

　The　results　were　as　follows；

　1）　The　mean　of　the　DNA　content　in　sperma－

tozoa　of　25　sterileties　was　16．29（au），　That　of

5　infertilities　is　15．99　（au）　but　that　of　5　con－

trols　is　18．32　（au）．　The　mean　of　control　is

higher　than　its　of　sterilities　and　infertilities．

　2〕In　the　relation　of　number　of　spermatozoa

and　DNA　content　tendency，　but　sterility　and　in－

fertility　group　had　a　remarkable　tendency　of　it．

　3）In　the　relation　between　mean　amount　of

DNA　content　of　spermatozoa　of‘‘n”phase　in

total　spermatozoa，　steτility　group　and　infertility

group　shored　similar　tendency　but　control　group

showed　different　tendency．

◎
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産婦人科領域におけるLH－RH　Testの

診断的意義について

Diagnostic　Application　of　LH－RH　Test

　　　　　　　　　　慶応義塾大学医学部産婦人科学教室

　　中村幸雄黒川博厚松本　茂
Yukio　NAKAMURA　Hiroatsu　KUROKAWA　Shigeru　MATSUM（，TO

高　　俊　　昭

　Toshiaki　KO

飯　塚　理　八

Rihachi　IIZUKA

Department　Qf　Obstetrics　and　Gynecology，　School　of　Medicine　Keio．　University

LH－RH　IOOt！g　1回筋注投与によるLH－RH　Testは副作用なく，再現1生も十分認められ，静脈内投与の

場合と同様の反応パターンが得られる．

　正常排卵期は反応の充進を認めるが，卵胞期，黄体期はほぼ同一の反応を呈する．

　産褥期は，3週迄低下または無反応で，4週以後に反応は回復するが，一時jE常を越える反応を示し，や

がて卵巣機能回復とともに正常レベルに戻る．

　排卵障害婦人の反応パターンは，low－poor，　high－good，中問型高FSH値群，低FSH群に分類でき，

FSH値高値を示すhigh－good型，中間型高FSH群は，卵巣機能障害を示し，排卵誘発成績は不良である・

LH－RH　Testを導入することにより，多嚢胞性卵巣症例より術前に撰状切除有効なる症例のpick　upが可

能である．　　　　　　　　　　　　　　’

　以上LH－RH　Testは，単に下垂体のみならず，間脳，卵巣系の機能検査として有用であ；），排卵障害婦人

の障害部位の推定，治療法の決定に臨床上大きな意義を有する．

することとした．

はじめに
1．LH・RH　Testの方法および対象

　近年Schally等によりLH－RHの分離，合成が行な

われたのに引続き，LH－RHを用いた下垂体機能検査

は，その有用性とあいまって幅広く行なわれるようにな

った．

　しかしながら，その方法，データーの解釈にあたって

は，必ずしもすべてに一致点がみられるとはいえず今後

の問題点を残していた．

　すでに我々は数多くのLH－RH　Testを行い，報告

してきたが1）2），今回これらの結果を総合して，LH－RH

Testの方法，正常値，　LH－RH　Testの反応パターンの

分類について検討を行い，LH・RH　Testが臨床的にき

わめて有意義であるとの結論に達したので，ここに発表

　慶応病院婦人科および内科を訪れた外来，入院患者お

よび慶応健康相談センター婦人科外来患者を対象に，原

則として午前9時，LH・RH（第一製薬，　DB　2521）10〔〕

rtg筋注投与を行った．採血は肘静脈より投与前，投与

後15分，30分，60分，120分，180分，24時間後に行い，

血清分離後一20°Cで測定まで凍結保存した．血清LH、

FSH測定は，第一ラジオアイソトープ研究所の2抗体

法RIA　kitを用いて，　duplicateで行った2）．

　第1度無月経，第H度無月経の区別は，progesterone

50～65mg　1回筋注投与による消退出血の有無にて行っ

た．また減食性無月経とは，美容上の理由から，本人の
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表1－b　筋注投与によるpeakの出現時間
　　　　（N＝30，排卵障害症）

LH－RH　Testの内1現性（N＝50）

1再現群1準1・P臓1⇒旨・槻群
　　　　　　　　　　　　［

0

0

1

0

LH前値
LH　peak

FSH前回
FSH　peak

　　　一1－

39　1
30

・・ i
33　：

18

18

・胡3α1・s’　1　6・’12α18α

1い1；、1 3

3

0

13

8

15

一 ．y

l，

2

LH
FSH

意志で体重減少（－20％以上）させ，その結果それまで

整順であった月経が第1【度無月経となった症例をいう．

IL　成　　績

　1．LH－RH投与形式による反応の差

　正常男子2例，第1度無月経3例，第ll度無月経3例

合計8例について，1カA間隔で，可及的同一条件にて

LH－RH　IOO，tt9を筋注および静注投与を行い筋注，静

注，投与別にみたLH－RH　Testの差を検討した．図1

に示すように，筋注，静注投与別にみた反応パターン

は，ほぼ同一傾向を示し，前値，peak値の投与形式別

にみた相関係数はいずれもO・，99以上を示し，両者間には

差はみられなかった。またpeakの出現時間をみると

表1－aに示すように筋注，静注ともにLHは30分，　FSH

は60分にpeakを示す場合が多く，投与形式による差は

全くみとめられなかった．

　さらに筋注投与によるpeakの出現時間を排卵障害症

2

2

30例について検討すると，表1－bに示すようにLHは

30分に，FSHは60分～180分にかけpeakは分散した・

　2，LH・RH　Testの再現性について

　各種排卵障害症50例について，1～2カ月間隔で同一

条件下にLH－RH　Testを行い，　Testの再現性を検討

した1）．

　再現群は対応する値が20％以内のもの，準再現群とは

後述するhigh－good、　low－peer．中間型の各反応パター

ン（表7）について一致するもの，一致しないものを非

再現群とした．表2に示すように前値，peakともに再

現性は十分みとめられた．非再現群3例のうちわけは，

low－poor→中間型（神経性食思不振症で体重増加を示し

た1例），中間型→high－good（第1度無月経より第皿度

無月経），h玉gh－good→中間型の3例で，前2者はカッコ

内に示した病態の変化を伴った．

　3．正常性周期のLH－RH　Teg．　t

　図2は，正常性周期婦人3例について，卵胞中期，排

卵期，黄体中期に行ったLH－RH　Testの結果を示した

もので，卵胞，黄体期は，ほぼ同一反応を示し，排卵期

には前値，反応の上昇をみとめた．

　正常性周期婦人のLH・RH　Testの前値，　peak値は

表3－aに示すように排卵期において，卵胞期，黄体期

より，LH，　FSH前値，　peakともに有意に高い（p＜

0，01）反応性の充進をみとめた．卵胞期，黄体期は図3
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表3－a正常性周期婦人のLH－RH　Test（M±S．E．）

例数

正常性醐鰍、gl

／霧匿1

排　　卵

LH
前値

9，1

±1．6

8．3

±1．7

9．8

1磁1罷

期1191＋

102．7
±12．8

120．4
±2，161

86．6

　±　2．7，±13，7

158．1　　1404．5

　＿11．1　±29，2

6．5

±1．0

6．1

±1．2

6．9

±1．6

9．8

±1．6

E　FSH
　peak

18．5

±2．2

22．5

±2，8

14．9

±3．0

34，0

±5．6

表3－b　正常性周期婦入のpeakの出現時間（N＝19）
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図2　正常卵胞，排卵，黄体期のLH－RH　Test

しH

mlUhl 　　　felti｛：ular　phase

－一一一一 luteal　phase

　（mean±SE．）

FSH
　m1U〆ml

40
一

　　亨

一

　　　　　→一一＋一一一曹一一‘十嚇一一一一　　一一＿　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、唱　・畳

　　。13。「蕊「　：20「「瓢r

図3　正常卵胞期，黄体期のLH－RH　Test（N＝19）
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に示すように同一反応パターンを示し，やや卵胞期の方

が黄体期より高値を示す傾向はあるが両者間には有意差

は認めなかつた．したがつてこの卵胞，黄体期を合せた

19例のM±SE．をもつて正常群の値とし，他の排卵障

害症の値と比較した．この正常群19例のrangeはLH

前値20mlU／ml以下，　peak　30　・一　250mlU／m1，FSH前値

20mlU／ml以下，　peak　40mlU／ml以下であつた．この

正常群におけるpeakの出現時間はLHは30分，　FSH

は30分～180分にかけて分散し，表1－bに示した排卵障

害群と同様の傾向を示した（表3－b）．

5

　4．産褥期婦人のLH－RH　Test

　正常妊娠，分娩経過をたどつた産褥婦人にLH－RH

Testを施行すると，図4に示すように産褥3週迄は

LH，　FSHともに無反応であるが，4週以後反応は急速

に回復し，一時正常のレベルを越す反応性を示し，この

傾向は特にFSHにおいて著しい．しかしこの反応の充

進も，やがて卵巣機能の回復，産褥初発排卵の発来とと

もに，正常のレベルに戻るものと思われる．

　同一人の産褥週数別にみたLH・RH　Testの推移を観

察すると，図5に示すように，LHは産褥5週より，FSH

は産褥3週より反応性を回復してきた．産褥3週迄の

LH・RH　100μgに無または低反応な時期にLH－RHを

400μg投与を行ってみると，図6に示すように，peak

値は100μg400μg間に有意差を認めなかつた．

　授乳の有無とLH－RH　Testとの関係をみると，表4

に示すようにLH　peak，産tW　4（－10週のFSH　peak

で授乳婦人に高値の傾向をみとめた．

　5、各種排卵障害症のLH・RH　Test

　散発性無排卵周期症のLH－RH　Test（図7，表5）

は，LH前値，　peakおよびFSH前値で正常群より有

意な高値を示した（P＜0．01）．これら無排卵周期症は全

例clomiphene有効であつた．

　第1度無月経のうちclomiphene有効群では，正常

群と有意差を認めなかつたが，clomiphene無効群で

はLH前値，　peakに有意の高値（P＜0．01）を認めた

（図8，表5）．
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表4授乳の有無とLH・RH　Test

　LH前値　　　l　　　LH　peak

授乳（＋）1授乳（一）授乳（＋）

o

03060

　2W
図5

120

3W 5W 10W 15W

　　　　　　　　　　　　　　　　

2－3W：21嵩2111轟6
4－・・W；11調61離倒

29．3±　7．0

授乳（一）

18．9±　3．5

274．0±65．9　　124．9±32．5

同一産褥婦人におけるLH・RH　Testの

週数別にみた推移

2－3W
4－10W．

FSH前値
授乳（＋）瞬L（一）

3．9±L4

7．5±3．3

3．4±0．9

8．7±2．3

FSH　peak

授乳（十）　授乳（一）

11．3±4．8　12．9±7．8

86．9±10．7　50．6±8．7

（M±S．E．：mlU／ml）

6

m端工
LH

mlUmL

30

FSH

ユΩΩ』≦⊇　　　　　　　　　　趣L　ユ⊆≧⊆）1！9　　　　　　　　　　400p9

　図6　産褥LH－RH無又は低反応期におけ
　　　　るLH－RH　100μg，400μg投与による

　　　　peak値の差（N＝6）

　clomiphene無効群より，　LH－RH　Testを導入した

PCOの診断criteria3）によつてPCOと診断，開腹に

よつて確認した27例中，Ist　groupは，　LH前値，　peak

に正常より高い傾向にある（図9，表5）．またLH・

RHの反応パターンと卵巣懊状切除後の排卵率，卵巣

の肉眼的，組織学的所見と密接な関係が見出された（表

6）．

　第fi度無月経は表7に示す黒川の分類1）に従つて分類

した．

　原発性無月経（全例第皿度無月経）は，大別して反応

充進を示す群と，低下を示す群に分れる（図工0，表8）．

染色体検査を施行した9例は，いずれも異常を認めてい

ない．

　続発性第皿度無月経は表8の如き結果を示した．

　第il度無月経の反応パターンとPMS・HCG療法との

有効性についてみると，原発性無月経は反応パターンに

無関係で全例無効であり，続発性無月経ではhigh－good
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図7　無排卵周期産のLH－RH　Test

表5　無排卵周期症，第1度無月経，多嚢胞性卵巣のLH－RH　Test
　　　　　　　　　　（M±S．E．　mIU加1）

無排卵周期症
第　1　度　無　月　経

　clomiphene有効群
｛

　clomiphene無効群

多嚢胞性卵巣 蹴温

例数

10

44

12

32

22

5

LH前値

＊40．9±6．4

22．8±2．3

16．7±3．6

＊25．1±2，8

＊32．8±3．7

7．5±2．0

LH　peak

＊334．1±40．4

＊191。7±16．3

145．0±27．2

＊209．3±19．3

＊200．8±20．0

173．5±79．3

FSH前値IFSH　peak

＊9．4±2．0

6．6±0．6

5．6±1．0

6．9±〔〕．7

17．2±4．4

18．5±1．8

22．6±3．6

16．7±1．9

7．0±0．8

5．6±2．2

13．4±1．8

21．7±9．8

＊signi丘cant　rise　from　norma1

型12例（16周期）中2例（2周期）排卵，中間型高FSH

群9例（17周期）中排卵なし，中間型低FSH群7例

（16周期）中4例排卵（4周期），low－poor型14例（24周

期）中8例（8周期）排卵しており，FSH値上昇群の

排卵率の低下を示し，これは卵巣機能の低下を意味して

いると思われる．

　第皿度無月経のうち，神経性食思不振症10例中2例，

減食性無月経10例中3例は正常反応を示すが，他は反応

の低下をみとめた（図11，表8）．

III．考　　按

　1．LH－RH　Testの基礎的検討

　LH・RHの投与方式による反応の差については，　Kas・

tin4）1例，矢追5）4例について検討し，筋注投与では

LH　peak　30分，　FSH　peak　45分，静注投与ではLH

peak　15分，　FSH　peak　60分との報告を行つているが，

両者間に著明な差をみとめていない．また筋注投与では

組織の分解，吸収に問題がある6）との報告もある．

　我々の8例の成績では，筋注，静注ともにLH　peak

は30分，FSH　peakは60分に出現する頻度が高く，筋

注例についてさらに多数例について検討を行つても同様

の結果を待た．またLH，　FSHの反応パターンも図1

に示すように同一傾向を示し，従来いわれている程の静

注，筋注の差はみられなかつた．一般にLHに比し，

FSHは明確なpeakをつくらず反応も遅れる傾向にあ

る．以上のdataよりわれわれは投与方式として実用性

に重点をおき，筋注投与を行うこととした．

　採血時間については，peakの出現を考慮して，　scre－

eningとしては0分，30分，60分で十分であるが，　FSH

peakの遅れ，下垂体周辺の器質的疾患にみられる反応

■
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LH－RH丁est　in　the　1　st　Gr．　Amenorrhea＆Results　ot　Ov．・！nduction　with　Ctomi　hene

LH

400

300

20

100

t＼

1　　’x

！　　　　、

1＼　　　＼

∫　＼　　　＼

←§、，，

FSH

30

20

10

　　　　Ov．（十）

一一一一一
〇v　（一）

x　　　　へ

l　Y〆　　x、

K

1トー1．，r

図8　第1度無刀経婦人のLH－RH　Test

LH・RH　Test　in　Pol　c　sticOvar

m焦、

400

300

200

100

m跳，

30

20

10

FSH 　　　Ov．（十）

一一一一一
〇v。（一）

　after　Wedge　Resection

図g　PCO症例におけるLH－RH　Testと襖状切除後排卵との関係

の遅れ1）等も考慮すると，正確を期すためには，さらに

長時間の採血も必要となろう．

　LH－RH　Testの再現性については，すでに黒川も発

表したように1），病態の変化を伴わぬ場合には，同一条

件下のTestでは，十分再現性が認められ安定性の高い

Testといえる．

　副作用については，ラットによる詳細な毒性試験の結

果安全性が認められており7），われわれの500例に近い

使用経験上，1例の副作用も認めず，安全性の高い薬剤

といえる．

　2．正常性周期婦人のLH－RH　Testについて

　卵胞期，黄体期は，ほぼ同様の反応パターンを示し，

排卵期には著明な反応の元進を示し，Yen8）、仲野9），倉

智等1°）の報告とよく一致した．この排卵期のLHの反

応充進を応用して，排卵のtriggering，促進を行うこと

が可能である1D12）．

　各期のrangeはかなり幅広いが，青野6），水口13）の

報告とよく一致し，また橋本14）の正常男子のrangeと
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表6　多嚢胞性卵巣のLHパターンと撰状切除の有効性，組織所見との関係

LH－RH　Test

iLH前値
1st　group

（22例）

2nd　group
　（5例）

20～60
（mIU／ml）

20以下

　　　　　　　襖状切除
　　　　　　　後の排卵

LH　peak　　（十）　　（一）

100以上

30～100

19例

1例

3例

0

肉眼的，組織学的所見

polycystic　type
　　（23例）

0 4例

表7LH－RH　Testのパターン分類

cirrhotlc　type
　　（4例）

LHパタニン
1．high・good型（前値＞60，　peak＞100）

1【．中間型　 （前値＜60，peak＞30）

皿．low・poor型（前値く10，　peak＜30）

　　　FSHパター　ン

　　　　（high－good）

A．高FSH群（peak＞40）｛

B．低FSH群（peak＜40｝
　　　　　（low－poor）

LH

400

24hr

FSH

図10　原発性無月経婦人のLH・RH　Test

一致した．peakの出現時間はLHでは30分，　FSHは

30分から180分迄幅広い分散を示し，30分以後はplateau

状態である．LHほど明確なpeakの出現はFSHでは

みられない．

　3．産褥期婦人のLH・RH　Testについて

　産褥期のLH・RH　Testについては，萱場15）の報告で

は4日で（±），30日で（十），五十嵐16）は11日目で（十），

坂元は17）6～13目目で（一）と報告している．

　われわれの症例では，産褥3週迄のLH前値はHCG

の影響で高値を示すものもあるが反応はpoorであり，

FSHはlow・poor型を示す．

24hr

　同一人で産褥週数別にLH－RH　Testを追求した仁で

は，LHは5週よ｝），　FSHは3週より正常反応を三し

ている．

　下垂体のLH－RHに対する反応の回復過程で，4週

以後LH，　FSHともに反応の充進をみるが，これは特に

FSHにおいて著しく，この傾向は五十嵐16）も認めてい

る．われわれは，このFSHの前値，反応の充進は，閉

経期，卵巣性無月経等にみられるのと同様に卵巣機能の

低下を意味するもので，卵巣機能の回復，産褥初発排卵

の発来とともに正常レベルに復するものと解釈してい

る．

‘
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表8　原発性，続発性第ll度無月経のLH・RH　Test（M±S．E．，　mlU／ml）

（313）77

噸

原発性無月経

1症例数
　一

｛　high・good型

中間型｛盤器

　10w－poor型

昼．一

｛｛

続発性第皿度無月経 75

｛　high－good型

中副盤鷺
　low・poor型

｛1 17

11

17

30

神経性食思不振症 8

LH前値

52．3±20．0

110．1±19．0

21．5　－

10．6　－

　6．0±3．7

LH　peak

173．4±67．0

379．1±39．0

56．5．－

75．0　－

　8．8±3．7

FSH前値

73．5±32．8

163．O±40．4

43．0　－

　7．3　－

　1．9±0

FSH　peak

128．7±48，8

280．3±22．4

67．5　－

33．4　－

　7．8±2．7

39・4±7・・1・57ユ±2・．6

105．1±13．9

25．1±　4．6

13．0±　1．9

　3．0±0．4

354．4±30．0

159．8±36．8

97．6±18．3

16．3±　2．6

44．7±　7．4 75．1±10．7

4．6±1．4

減食性無月経 9 5．4±2．1

118．8±10．7

36．3±　8．6

　8．3±1．0

　3．4±0．6

180．1±16．9

72．3±　9．6

24．8±　2．0

11．2±　2．e

37．5±20．7 6．6±1．7 16．9±4．1

52・・±23・7i4・・±…1 17．4±　5．5

LH－RH丁est　in　Amenorrhea　due　to　reduced　diet
ml脇

200

100

」　24hr

ml％1

2CO

1DO

∠≡≡≡≡≡≡≧』

　　　　　　　　　　　　　　　2Shr

LH・RH喪st　in　ADPrexia　nervΩsa

200

100

図11　減食性無月経，

：1

　24hr

神経性食思不振症のLH－RH　Test

24hr

←

　産褥初期のLH－RH　Testに対する無又は低反応は，

LH・RH投与量を増加しても変らない，

　授乳のLH－RH　Testに対する影響については，水

口18）は，授乳による乳頭吸引によつて，内因性LH－RH

の低下による二次的なLH－RH反応性の低下を推定し

ているが，われわれのdataでは，授乳婦人の方が前

値，反応とも充進の傾向を示しており，さらに検討が必

要である．

　4．排卵障害症に対するLH－RH　Testについて

　散発性無排卵症8例は全例clomiphene有効群で，

FSHは正常パターン，　LHは排卵期に匹敵する前値の

上昇，反応の充進をみとめた．鈴木19）の報告でも同様傾

向をみとめている．

　第1度無月経のうちclomiphene有効群はほぼ正常

反応を呈し，下垂体機能に異常をみとめず，clomiplコene

の作用機序からも間脳障害が推定される．

　clomiphene無効群は，　LH前値，反応ともに正常よ

り有意の高値を示した．
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　clomiphene無効群中，　LH・RH　Testを導入した

PCOの診断criteriaでPCOと診断，開腹で確認し

た症例では，LH－RH　Testと襖状切除後の排卵率，卵

巣の肉眼的，組織学的所見と密接な関係がみられた3）20）．

すなわちLH前値が比較的高値（20mlU／ml以上），反

応良好（100mIU，・’ml以上）の群（lst　gr（，up）．では，排

卵率良く，前値20mlU’ml以下，反応100mlU、／ml以下

の群（2nd　group）では排卵率悪く，卵巣もcirrhotic

（sclerotic）であっ，’こ．

　PCO症例では，・LHの前値，反応の上昇をみとめる

も，FSHは正常反応を呈する点，その他内分泌学的検

討によP，卵巣障害より間脳障害が一次的原因と考えら

れる20）．

　第n度無月経では，high－good、10w－poor，中間型と

大別したがD，青野6），水Li　13）等も同様分類を行いそれ

ぞれ卵巣性，下垂体性，間脳性と分類している．

　high－good型は，閉経後，去勢後にみられるパターン

と同一で卵巣機能の低下，障害を物語る．low－poor型

には下垂体障害の他，神経性食思不振症，滅食性無月経

にみられる間脳障害に基づく二次的な下垂体機能低下例

も含まれる．またIow－poor型の一部には原発性無月経．

にみられる卵巣機能低下を伴う下垂体機能低下例も存在

する．1（，w－poor型は，一般に原発性無月経を除いて

gonadotropin療法の適応となる．

　中間型は，高FSH，低FSH値群に分類され，両者

の間にはgonadotropin療法における排卵率に著しい差

をみとめる点で，この分類は有意義である．

　LH－RH　TestにおけるFSHの前値，反応の上昇は，

卵巣機能の低下を間接的に示すものでLHの値いかん

を問わず重要な診断ポイントとなる．

　神経性食思不振症，減食性無月経は，LH－RH　Test

では，ともに正常型またはlow－po（，rを示し差をみとめ

なかつた．減食性無月経は本人の意志で体重をコントロ

ー ルし，背景に精神的，環境的要因がうすい点でやや神

経性食思不振症と異る点もあるが，本質な病態は同一と

思われる．いずれも体重減少に基づく間脳障害によつて

生じた二次的な下垂体機能低下と考えられ，PMS・HCG

療法が有効な点より卵巣の反応性は保たれている．した

がつて神経性食思不振症，減食性無月経にあつては，出

来るだけ早期よりLH－RH頻回投与による下垂体賦活

療法を行い，下垂体，卵巣の不働性萎縮を予防するとと

もに下垂体の反応性の回復に努めるべきである2D22）N

　5．LH－RH　Testの診断的意義について

　LH－RH　Testの結果の判定法としては，前値peak

値を正常群と比較して，表9の如き分類を行い病変の推

疋，治療法適応の決定を行つている．

　high－good型は，閉経後，原発性無月経，続発性弟H

度無月経の一部が人り，いずれも卵巣機能低下または障

害を伴い，現時点では排卵誘発は不可能な群である．

　中間型高FSH群は原発性無刀経，続発性第皿度無月

6

1

表9　LH・RH　Testのパターン分類と臨床的意義

LHパターン FSHパターン 病 型 推　定　病　変

nOrmal　range　　　　nOrnlal　range

（前値　　peak　20↓　；30－250）鴎，P麟）

○正常性周期婦人（卵胞，

0正常男子

黄体期）

Ihighgood型
　（60↑；100↑）

〔high　good）

o去勢婦人
○閉経期婦人

O原発性，続発性第∬度無月経の一部 卵巣障害，機能低下

（A）高FSH群iO原発性，続発性第n囎酬経の一部

　（peak＞40）　　O産褥中期

II　中　問　型

　（60↓，30　T）　（B）低FSH群

　　　　　　　　　　（peak〈40）

0第1度無月経

0無排卵周期症

OPCO
o原発性，続発注第皿度無月経の一部

○神経性食思不振II三．減食性無月経の一部

間脳及びL位中枢障害

皿．low－poor型

　（10↓　；　　30↓）

（low－poor）

○原発性，続発性第∬度無月経の一部

○神経性食思不振症，減食性無月経の一，，IS

o下垂体周辺器質的疾患

0産褥i初期・妊娠

1巧（ヲ遙・］・生，　糸売多遙↑fl三一ドニ聾Ttr　f本機育ヒ

低ド
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経の一部が入り，前者と同様卵巣機能障害を伴い，PMS

（HMG）十HCG治療は無効である．産褥期にみられる

一時的な高FSH群は，卵巣機能回復過程を示すもの

で，やがて正常群に戻るものと思われる．

　中間型低FSH値群は，間脳および上位の中枢障害が

推定され，clomiphene有効な第1度無月経，無排卵周

期症，多嚢胞性卵巣，続発性第皿度無月経の一部，神経

性食思不振症，減食性無月経の回復課程が入る．多嚢胞

性卵巣群中LH前値比較的高値，反応良好例は卵巣襖

状切除が有効である．

　low・poor型は，原発性，続発性下垂体機能低下群で，

原発性無月経および，続発性第皿度無月経の一部，神経性

食思不振症，減食性無月経，下垂体周辺の器質的病変が

入る．この群中，続発性第工【度無月経，神経性食思不振

症，減食性無月経はPMS（HMG）＋HCG療法が有効

であるが，原発性無月経は，卵巣機能低下を伴うため無

効である．間脳障害は基づく続発性下垂体機能低下例で

ある神経性食思不振症，減食性無月経は，LH－RH頻回

投与による下垂体賦活療法が期待される，

　1・w・poor型は，下垂体周辺の器質的病変の存在も考

慮しなければならない．

結　　論

　1）LH－RHは副作用なく，筋注，静注投与によつて

も同一の反応がみられる．

　2）LH－RH　Testな再現性が十分あり，卵胞期，黄

体期はほぼ同一反応パターンを呈し，排卵期には反応の

充進をみる．

　3）　産褥期は3週迄低または無反応で，4週以後反応

を回復する．LH，　FSHとも一時正常を越す反応を示す

が，やがて産褥初発排卵，卵巣機能の回復とともに正常

パターンに戻る．

　4）排卵障害婦人の反応パターンは，10w－poor，　high－

good，中間型高FSH群，中間型低FSH群に分類で

き，high－good，中間型高FSH群のように高FSH群

は卵巣障害，機能低下を伴い排卵誘発成績はきわめて不

良である．

　5）LH－RH　Testは多嚢胞性卵巣の術前診断，襖状

切除予後推定に有用である．

　以上，LH　RH　Testは単に下垂体のみならず，間脳，

卵巣等の機能検査としても有用で排卵障害婦人の障害部

位の推定，治療法の決定に臨床上大きな意義を有してい

る．
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Diagnostic　Application　of

　　　　　　　LH．RH　Test

Y皿kio　Nakamura．　Hiroatsu　Kurokawa，

　　　　　Shigeru　Matsumoto，　Toshiaki

　　　　　　　Ko，　and　Rihachi　Iizuka

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

　　School　of　Medicine，　Keio　University

　　LH－RH　test，　performed　by　intramuscular　injec－

tion　of　100μg　LH－RH，　revealed　no　side　effect，

high　reproducibility　and　the　same　response　pat－

tern　as　that　of　intravenous　admillistration．

　　The　results　of　LH－RH　test　of　women　with

normal　menstrual　cycle，　showed　augmentation　of

r6sponse　during　ovulation．　While　response　dur－

ing　follicular　phase　was　noted　to　ceincide　with

that　of　luteal　phase．　During　puerperal　period，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コpituitary　response　to　LH－RH　was　not　recognlz一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コed　until　4　week　postpartum．　However，　translent

日不妊会誌　19巻3号

over－response　was　found　afterthen．　And　follow－

｝ng　the　functional　recovery　of　ovary，　normal

response　re－established．

　　In　cases　with　ovulatory　disorders，　the　response

pattern　were　divided　into　three　types，　ie，　low・

poor，　high　good　and　intermediate．　The　in－

termediate　type　was　subdivided　into　high　FSH

and　low　FSH　groups．　The　subjects　with　high

FSH　regardless　of　high－good　or　interrnediate　type

ovarian　dysfunction　and　poor　results　of　ovulation

induction　were　observed，　Moreover，　by　using

LH－RH　test，　enables　one　to　pick　up　the　succes－

ful　cases　of　wedge　resection　in　women　with

polycystic　ovary．

　　Therefore，　it　seems　justi丘ed　to　conclude　that

LH－RH　test　of　hypothalamico－pituitary－ovarian
circuit，　but　also　represents　an　important　tool　for

clinical　diagnosis　of　lesion　site　and　decision　of

treatment　in　women　with　ovulatory　disorders．

膚

■

■
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第12回日本不妊学会中国四国支部総会

会　場

日　時

米子市皆生1785　皆生温泉会館

昭和48年11月11日（日）

1．当大学不妊外来における最近3年間の統計的観

　　察

金田re－一・井庭信幸・尾添正治

日置薫道・相原　裕（鳥取大）

　昭和45年度から3年間の産婦人科外来患者総数は7744

名でこのうち挙児希望者は386名であつた．（総外来患者

数に対する比率は5．0％である．）また，妊娠総数は73名

であつた．（総挙児希望者数に対する比率は19．4％であ

る．）挙児希望者の平均結婚年齢は23．7歳であつた．ま

た，平均不妊期間は3．3年であつた．

　挙児希望者（386名）のうち原発不妊は246名（63．7％）

であり，続発不妊は140名で（36．3％）あつた．また，

このうち原発不妊の妊娠率は14．6％，続発不妊の妊娠率

は26．4％であつた．3年間の妊娠総数73名のうちの妊娠

率はクロミッド療法（45．2％），子宮卵管造影術（27．4％），

通水術（5、5％），カウフマン療法（5．5％），プレマリン20

mg静注法（4．1％），6ヵ月以上の自然放置（6．8°／・），偽

妊娠療法（2．7％），卵管形成術（1．4％），その他（1．4％）

であつた．その他というのは，メサルモンF，デュファ

ストン等の投与である．

　なお，3年間で挙児希望者386名のうち，10名の無精

子症があつた．乏精子症は11名あり，この症例には主と

してAIHを施行したが，妊娠例はなかった．

　質問　　　　　　　大　橋輝　久（岡山大泌尿器）

　Oligospermia患者11名の運動率はどの程度であつた

か

　答金田健一（鳥取大産婦）
　oligospermiaは3000万／mm3以下で運動率は80％以

下としていますが，AIHの対象例11名における運動率

の内訳は検討していない．

　質問　　　　　　　　　高　田　守　男（山口県）

　挙児希望者の妊娠例における年齢との関係は如何

　答金田健一（鳥大産婦）
　不妊患者の年齢と妊娠率との関係については検討して

いない．

　質問　　 平位　剛（広大産婦人科）

　1）生化学的検査の時期を月経終了直後としている理

由について，また性周期で変化が著しいか．

　2）　生化学的検査，とくにコレステロール値飽和脂肪

酸／不飽和脂肪酸と不妊症との間には関係がみられる

か．

　答金田健一（鳥大産婦）
　総コレステロール，脂肪酸の採血を月経直後にしてい

るけれど各周期中における値は検討していない．採血時

期を一定にするというつもりで月経直後としている．

　血清コレステロール値には特に有意差は認められない

が，血清総脂肪酸分画では不飽和脂肪酸であるリタール

酸が低値を示し，結果的には飽和脂肪酸／不飽和脂肪酸

比の減少が認められる．

2．男子不妊症におけるイノシーF・グルミン・ハ

　　ロテスチンの使用経験

　　　　　　　　　　大橋輝久・高田元敬・清水　憲

　　　　　　　　　　新島端夫（岡大泌尿器科）

　男子不妊の原因の大部分は性腺機能障害特に精巣にお

ける造精機能障害であり，これに対して種々の治療が試

みられている．

　今回われわれは，昭和43年から47年にかけて，当科外

来を受診した乏精子症および死精子症患者77名に対し

て，経口ATP製剤であるイノシーF，グルミン，お

よび経ロアンドロゲン製剤であるハ，ロテスチンを投与

し，その効果を検討した．精子数で有効がイノシーF

23．3％，グルミン25．0％，ハnテスチン5．3％であり，

運動率に関しては，イノシーF30％，グルミン28．6％．

ハロテスチン15．8％が有効であつた．検討の結果，ATP

製剤は男性ホルモン，甲状腺製剤などの補助的療法に有

効と考えられ，経ロアンドロゲン製剤において長期の経

過観察が必要と思われる．

3．不妊症例の長期観察

長田昭夫（境港市）

不妊の原因は複雑で，神秘的な因子の存在を思わしむ
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ることもしばしば経験するところである．そこで長期に

わたつて症例毎にその経過を分析することは原因解明の

一
助になると老え，7年以上17年に至る問演者が直接経

過を観察し得た症例より20例を選び報告した．

　質問　　　　　高田守男（山口）
　不妊症治療で第1回の治療をどの位の期間行なつた後

休ませたらよろしいか

　答　　　　　　　　　　　　　　長　田　昭　夫

　各症例でまちまちで，とくに一定の期間をもうけてい

ない，

4．ラット受精卵の凍結保存に関する予備的検討

○内海恭三・湯原正高（岡大農）

　ラット受精卵に種々の低温処理を施し，その形態的変

化と，in　v三vo培養による生存胎児の確認から，受精卵

凍結保存の可能性に関する若干の知見を得た．まず無処

置の胚盤胞を偽妊娠雌に移植した結果，約50％の生存胎

児を認めた．0°Cへの直冷でも生存胎児も得たが卵に若

干の形態的変化が生じた．一方0°Cへの緩冷では対照

と同様の艮好な結果を得た．0°C以下では1°C／3分で

冷却し，D．A．で一79°Cまでの各温度での胚の生存限

界を検索した．－40℃までの冷却では光学顕微鏡下に

よる形態的変化は認められないが，生存胎児の得られる

限界温度は一20°Cであつた，次に卵細胞の氷結が起る

と思われる温度域の凍結法に再検討を加え，融解も段階

融解法によつて一79°C氷結卵よリ生存胎児を得た．未

だその生存率は低いが，正常な産子が得られるとすれ

ば，受精卵の長期凍結保存も可能となるものと思われ

る．

　質問　　　　　　　　　　　　　高　田　守　男

　凍結精子と凍結卵との間の細胞内水の脱水の温度差に

ついて．

　答　　　　　　　　　　　　　　内　海　恭　三

　精子の凍結では，－15°C・一　－25°Cの温度城を急激に

通過させることによつて，氷結晶の形成を少くするか，

微少にして凍害を防ぐ方法がとられている．卵子でも同

様な工夫が必要と思われるが，精子の場合よりさらに低

い温度域に危険域がある．これは卵の脱水率の低いこと

に起因するものと考えられる．融解においても精子と違

つて段階的融解法が必要と思われる．

日不妊会誌19巻3号

5．最近1年6カ月間における非配偶者間人工授精

　　（A．1．D．）の成績

○安村　浩・宮川和康・檜井紀正

　平位　剛（広島大）

　私達の不妊外来では，男性不妊の夫婦における挙子希

望に対する治療法としてのA．IDを望む患者が増加し

てきている．今回は過去1年6カ月間（昭和47年4月t・t

48年8．月）に実施した64症例の本年9月末日における成

績について報告する．

　1．A．1．Dを希望して来院した患者数は70名で，女

性側因子を検索中の6名を除く64名に実施した．

　2．症例の年齢分布は22～37歳である．

　3．妊娠成功率は64名中23名（35．9％）である．

　4．妊娠成功の23名のうち12名が正常分娩し，9名が

妊娠継続中であるが，3名が自然流産した．

　5．これらの成績について年齢別による妊娠率，授精

周期による妊娠率について，2・3の検討を加えた．

　質問　　　　　　　　　　金　田　健　一（鳥大）

　L　AIDの妊娠率はどのような方法で追跡調査され

たか？

　2．AIDにより妊娠した揚合夫の側からの心変りな

どtroubleはないか？

　答　　　　 平位　剛（広大）
　1）　追跡調査は昨年4月AID外来発足以後は希望夫

婦来院時に次回来院日に承諾書（住所，氏名，印）と戸

籍謄本の提出を求める．それらが揃わないと実施しな

い．

　2）夫婦間のトラブルは現在のところない．2度目の

AID挙子（分娩終了）は2例ある．2度目の挙子希望

でAID施行中例も数例ある．なお挙子成功夫婦からの

礼状も4通きている．ただし，将来のことに関しては解

らない．

6．成長ホルモン単独欠損症短躯婦人の妊娠ならび

　　に帝王切開分娩例

井庭信幸・北尾　学（鳥取大産婦）

　患者は35歳の主婦で最終月経は昭和45年9月20日．月

経周期は30日型，身長は116．5cm，両親および義兄弟（3

名）ともに身長は普通　分娩予定日は昭和46年6月27

日．

　妊娠初期は順調に経過し，妊娠第37週で下肢浮腫を認

めたが，外来治療でよくなつた．生化学検査，EKG，ト

ルコ鞍および骨形成には異常は認められなかつた．骨盤

計測で狭骨盤が考えられた為，陣痛発来時，すなわち昭



｛

L

昭和49年7月1日

和46年6．目23日に腹式帝王切開術を施行し，2800gの女

児を分娩した．卵巣その他には異常はなかつた．分娩

時，分娩後の子宮収縮は良好で，乳房の色素沈着は著明

であつた．

　分娩4カ月後，患者の体重は28kg，児の体重は7．52kg

で授乳は母乳のみで十分であり，児の発育は正常であつ

た，

　insulin負荷試験（ITT）では，低血糖が生じても成

長ホルモン（GH）はradioimmunoassayで測定感度以

下であつた．PBI，　RSU，　Metopirone　test，　dexame－

thasoneによるACTH抑制試験は正常であつた．月

経10日目の一血中FSHは12．5miu／ml，　LHは19．8miu！ml

と正常であつた．

　以上のホルモン測定の結果，本症例は成長ホルモン単

独欠損症短躯婦人と診断した，

7．LH・RH投与における尿中LH，　FSH動態

櫛木範夫・猪野博保・鎌田正晴

奈賀　脩・足立春雄

　　　　　　　　（徳島大産婦）

　LH－RH投与における血中LH，　FSH動態はこれま

で多くの発表があり，それらの報告とわれわれの所とも

ほぼ同様の結果を得ている．

　このたび，比較的簡便に行なえる尿中LH，　FSH－RIA

を行ない，LH－RH投与における血中および尿中LH，

FSHの相関性，応用性につき検討を行なつた．その結

果次のような知見を得た．

　1）尿を透析することにより，尿のinhibitory　effect

の減少がみられた．

　2）Standard　curve作成には4％BSA　in　PBSが

尿中RIAに近似している．

　3）BSA　in　PBS　O．5％tv　4％で希釈したStandard

curveを用いると血中の実際の値より低い値が出る．

　4）血中および尿中gonadotropinは現在のところ明

瞭なpeak出現の時間的相関は得られなかつた．

　質問

　1）LH－RHテストにおけるLH－RHの負荷量，投

与方法について．

　2）’antibodyはどこの製品を用いているか．

　答　　　　　　　　　　　　　　　　　奈　賀

　Anti　FSHはSesono社のものである．

　答　　　　 三木範夫（徳島大産婦）

　1）投与量は生食20mlにIOOptgのLH－RHを静注し

ている．

　2）　遺伝関係等については検討していない．

（319）83

　質問　　　　　　　　　　　　　　　　　山　藤

　LH－RHテストで過剰反応を呈した症例はどのような

疾患だつたか．

特別講演

ターナー症候群の内分泌

原　田　義道（鳥取大第3内科）

　染色体分析が行なわれた32例と臨床所見と開腹所見に

よつて診断された4例の合計36例のターナー症候群につ

いて検討した，single　cell　line　17例，46，　X，　i（Xq）

6例，46，X，（Xq－）が1例であつた．その他モザイク

が8例あつた．体表奇形の発現頻度はKosowicz嚇様

突起93％，楯胸88％，被髪降下77％，外反肘73％，耳介

低位63％，翼状頸42％の順で，翼状頸が本症の特徴のよ

うにいわれているが，40～50％でむしろ低率であった．

体表奇形の発現頻度は性決定，染色体の短腕の有無につ

いて比較したが両者の間に差はなかつた．

　内分泌学的機能検査では甲状腺機能は1311摂取率24

時，TSHテスト，　RSU，　PBI，　BMR，血清コレステロ

ール等すべて正常範囲にあつた．尿中17－KS，170HCS

排泄量はそれぞれ1．83±1．4mg／day，2．63±1．5mg／day

で低値を示したが，体表面積当りに換算すると両者とも

ほぼ正常範囲にあつた．タトピロンテストでは良反応

し，視床下部一下垂体一副腎系の機能障害は認められな

かつた．L－DOPA負荷，　ITTによるGH分泌最高値

はほぼ正常であつた．血中ゴナドトロピンはLHも

FSHも異常に高く，原発性無月経を除く他の正常者ま

たは発育異常者に比し，桁違の高値を示し，LH－RH

200mg負荷によるLH，　FSHの反応はともに正常域を

越え，500mlU／mlを越えるものもあり，この系の異常

充進が示唆され，本症の一特徴と考えられる．1Ωは

53～130の範囲にばらつき，血清総蛋白量は正常，空腹

時血糖は93±24．8mg／dlであつたが，5090GTTで27

例中10例がdiabetic　patternでうち4例は真性糖尿病

であつた．本症と糖尿病との間に何らかのgeneticな

関係が示唆された．脳波異常は他のいずれの成長異常よ

り低率であつた．乾燥甲状腺末，蛋白同化ステロイド，

VBi2による治療では14，15歳の正常人では発育停止の

来る年齢からでも伸び率の増加が見られたが，最終身長

はsingle　cell　lineもmosaicも正常者の平均身長に

は達しなかつた．
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期　日

会　場

昭和48年11月17日（土）
サイホテル・フエニクス（カトレヤ）

1．九州・沖縄地域の医療機関における家族計画の

　　現況

○森　一郎・牧　美輝・有馬正俊

　釜付真一（鹿児島大産婦）

　九州・沖縄地域における主な医療機関420に，この1

年間（昭和47年8月～同48年7月）に実施あるいは指導

した家族計画について，アンケートをお願いしたとこ

ろ，225の機関から回答があつたので報告する．

　1）避妊法；方法はIUDあるいはピル（36．3％）が，

IUDではリング（96．7％）が，挿入時期は分娩後では

31～60口（47．9％）が，中絶後では10目以内（47．9％）が，

非妊婦では卵胞期（76．8％）が，麻酔は全麻（54．9％）

が，いずれも最も多く，失敗率は1．8°／・であつた．ピル

の失敗率は1．2％で，理由は副作用と飲み忘れが各々37．5

％であつた．

　2）　不妊法：開腹は経腹壁法（47．5％）が，術式は卵

管結紮法（92．8％）が，経腔壁法では前壁切開（66・7％）

が，手術の時期は分娩後では10［以内（86．1％）が中

絶後では術時（66．4％）が，麻酔は腰麻あるいは硬膜外

（61．0％）が，いずれも最も多く，失敗率は0．6％であつ

た．

　3）　人工妊娠中絶：術式は，頸管開大後内容除去術が，

～12週，～14週，～16週まではそれぞれ70．6％，93．1

％，58．6％，17週以降はブジーあるいはメトロが88・4

％，また麻酔は，・…　12週，～14週，～16週まではそれぞ

れ92．8％，83．2％，68．4％，17週以降は無麻酔が6・？・・3°／e

と，いずれも最も多かつた．

　質問　　　　　　　　楠　田　雅彦（九大産婦）

　アメリカでは一部でIUDの挿入期を月経期が最も好

ましいとしている向きもある．われわれはためらつてい

るが，先生の調査および東南アジアではいかがか．

　答森一郎（鹿児島大産婦）
　月経中の挿入については話はなかった．

2．男子不妊症のホルモン療法と妊娠成立

○中山　健・岡元健一郎（鹿大泌尿）

われわれのとりあつかつた不妊を主訴とする外来患者

数は昭42～47年の6年間で618例であり，その大半を

しめる種々の程度の造精機転の不全例にたいして，ホル

モン療法はG剤を主とする加療をおこなつてきた．この

療法が乏精子症患者の妊娠成立に真に効果があつたかど

うかを知るために，アンヶ一トにより調査を試み83例の

回答を得たのでその結果を報告した．すなわち対象症例

中無治療例が24例あり7例（29．2％）に妊娠成立をみた．

これら7例の精子数は1例が不明であつたが他の6例は

いずれも1ml中30×106以上であつた．　G剤は通常

HCG＋PMSGを1回量がおのおの1000－2000単位で週

2回，計15回を1クールとして投与したが加療例中7例

（11．9％）に妊娠成立をみた．これら7例の精子数は1

例が不明であつたが3例が1ml中30×106以下の乏精

子症，　3例が1ml中30×106以上であつた．すなわち

乏精子症重症の群で無治療群では0であるのに比し治療

群では3例の妊娠成立をみたわけで，この事実はG剤投

与の効果を示唆していると考えた．

　質問　　　　　　　　楠　田　雅彦（九大産婦）

　1）精子数何千万位の線でoligospermiaと診断でき

るものか．

　2）HCGとPMSGと併用，またはHCG単独使用
のさいの精子数増加はどの程度差があるか．またHMG

を用いた経験があるか．

　追加

　最近の文献でもヒトでFSH値の高いものにHCG

を与えるとtestosteroneが上昇するが，低いものは反

応しない、つまりLedig　cellの感受性をたかめるのに

FSHが必要であるという，

　質問　　　　　　　　　森　　淳　　躬（長大産婦）

　G剤投与によつて，運動率は，改善したか．運動率を

上昇させるため，どういう薬剤が効果的か．

　答中山健（鹿大泌）
　1）投与数のgroupingの名称はかなり便宜的なもの

　　　である。

　2）経験上HCG　PMSGの併用の方が良いようであ

　　　る．

　3）　G剤は精子の運動性の改善には特に効果がないか

　　　と思う．

邑
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　答　　　　　　　岡元健一郎（鹿大泌）

　男子不妊症の治療にPMSG，　HCGを共に使用する

理由は，教室の実験的睾丸障害の回復効果で両者にその

差をみなかつたためである．

3．心身医学的観点からみた卵管疎通性

○池田友信・武田信豊・恒吉康男

　　　　　　　　　　（鹿大産婦）

　不妊症婦人で，心理状態の障害が認められやすいこと

は，諸家によつて指摘されるところであるが，とくに卵

管疎通性検査にあたつてこの点への考慮が重視されてい

る．そこでわれわれは，いわゆる機能性卵管通過障害と

心理状態の障害，自律神経失調との関連性をみるため，

結婚後2年以上を経た原発不妊婦人のうち，25～32歳の

もので，内分泌学的検査をはじめとする諸検査で異常が

みられず，さらに器質的病変が認められなかつた38例を

えらび，月経周期の第6～8日目に心身医学的な諸種ス

クリーニングテストを行ない，その直後に一定条件のも

とで卵管造影術を実施し，卵管疎通性をX線透視下で観

察した．また卵管疎通性の指標には，一定圧に注入した

造影剤の卵管通過時間をもつて表わし，両側卵管のうち

通過時間の著しく異なる例は器質的病変が疑えるので除

外した．その結果，心身症的傾向の強い群では，心身医

学的にみて問題のない群に比べて，造影剤の卵管通過時

間は有意の差をもつて延長していることがわかつた．こ

のことが不妊の原因とどのような関連があるのか不明で

あるが，検査にあたつて万一疎通性が認められにくい揚

合でも，やたらに注入圧を上げて卵管の攣縮性を増すよ

りも，施行前に十分に不安感を除去するように説得し，

場合によつては適当な鎮痙鎮静剤の使用を考慮すべきで

あるN

　質問　　　　　　　　三　浦　清　櫓（長崎大産婦）

　Screeningする簡単な検査法はどんなものか．

　答　　　　　池田友信（鹿大産婦）
　M－RtestおよびV－testについては，私達の教室で

すでに何千例と他の関連testと比較検討してきたが，

スクリーニングテストとして，両者とも一応納得できる

ものである．

　答森一郎（鹿児島大産婦）
　1）MRTとMASはかなりの相関性を示す．

　2）VTとMTとは多少問題点があるが，スクリー

ニングにはよいと思う．

　3）質問紙法は，ライスコアの高い人では問題がある．

（321）85

4．正常性周期婦人における下垂体性LH，　FSH放

　　出予備能

○永田行博・中村正彦・尾上tw－一

　楠田雅彦（九州大産婦）

　規則的な性周期は間脳，下垂体および卵巣を軸として

営まれており，不妊症や他の内分泌疾患においてその障

害部位を診断することは治療の上からも重要なことであ

る．私達は種々の内分泌環境を有する婦人にLH－RH

を投与しその結果はすでに発表してきたが，正常性周期

を有する婦人の下垂体からのゴナドトロピン分泌状態を

正確に把握することはこれらの診断基準をもうける重要

な一つのステッフ゜であると考え，32名について延べ35回

のLH・RH　200μg投与を行なつた．

　LH－RH投与後LH，　FSHとも増加したが，　LHの

増加が圧倒的に大きく，また月経周期の各時期によつて

も増加の態度は異ることが判明した．すなわちLHで

はPreovulatory　phaseがもつとも高く，　early　lutea1＞

follicular≧midlutea1であり，　Iate　luteal，　early　fo1－

licular　phaseは低かつた．　FSHでもpreovulatory

phaseが高く，early　foloicular≧follicular≧mid　lutea1

≧early　luteal＞late　Iutealであつた．

　これらの結果より，LHの反応を基にして下垂体の反

応態度を次のように分類した．

　Well　Response（什）：3倍以上の増加および50mlU／

mlを越える．　Response（＋）：2～3倍の増加および20

mlU／mlを越える．　Uncertain　Response（±）：2倍以

下の増加および20mlU！mlを越えない．　No　Response

（一）：増加なしあるいは感度以下．このCriteriaは実

質増量（Area）ともよく相関し，正常性周期婦人では

（粁）が31例，（＋）が4例であつた．

　追加　　　　　　　　石　丸　忠　之（長崎大産婦）

　私達も正常周期婦人に合成LH－RHを投与しその反

応を検討した．卵胞期，排卵期，黄体期，月経期に合成

LH－RH投与を行なうとLHでは排卵期，卵胞期，

黄体期，．月経期の順であつたが，FSHでは月経期の

responseが排卵期についでgood　resposreを示した．

連目Gonodotropinを測定したresting　levelとよく

相関した．
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5．性ホルモンの下垂体gonadotropin分泌能に及

　　ぼす影響について

三浦清轡・田川博之・○石丸忠之

加瀬泰昭・大谷勝美

　　　　　　　　　（長崎大産婦）

　性ホルモンと上位性中枢との関係について検討を加え

たので報告する．実験対象は卵巣性無月経2例，間脳一

下垂体性無月経2例，卵巣摘除婦人1例についてHy－

droxyprogesterone　125mg（P剤），　Estradiol　valerate

10mg（E剤），両者の混合剤（EP剤）を投与した．上

記性ホルモンを負荷する前，負荷後3目目，および7目

目に合成LH－RH　200μgを1回筋注し，合成LH－RH

投与前，投与後30分，60分，120分，180分の血中LH，

FSHを測定するとともに尿中および血中Estradio1を

測定した．

　P，EP剤負荷ではLH，　FSHともにresponseは抑

制された．P，　EP剤ともに負荷後の日数がへるにつれ

抑制状態は強くなつた．E剤では負荷後3日目に著明な

responseの充進がみられた．重症下垂体性無月経例に

おいてもEstrogenのpretreatment後，合成LH－RH

responseの明らかな充進を認めた．　E剤負荷後12時間

目に血中Estradio1はpeakを示し，その後漸減して

いつたが，Estradiolの漸減しはじめる頃より，　LH，

FSHの分泌は充進し，　E剤負荷後48～72時間目にその

分泌はpeakを示した．　E剤によるpretreatmentはで

きるだけ少量の合成LH－RH量で，点滴静注や大量の

筋肉内投与と同じ程度の効果をもたらすことが期待でき

るので，患者の負担を軽減させる意味からも，適当なE

剤の前処置は意義のあるものと思われる．

　質問　　　　楠田雅彦（九大産婦）
　E2・depot注射後3日目にLH－RH負荷をし，強い反

応を得たので下垂体の感受性をE2がたかめたと結論

されたが，これはむしろいわゆるreboundの波に上の

せされた現象と見た方が妥当ではないか．E2・benze－

ate注射後4時間ではLH－RHは無反応という報告

（Tay皿or）もあり，問題は結局E2はLHのrelease

をblockするのかpreductionを抑制するのかという

大変むつかしい問題につながると思う．

　質問　　　　　　　　永　田　行　博（九大産婦）

　clomid投与にひきつづいてプロギノンをprimingし

ているが，clomidだけでも十分ではないか．

　答　　　　石丸忠之（長崎大産婦）
　1・　E剤投与後，内因性LH，　FSHの分泌増加期，

すなわち48～72時間目に合成LH－RHを投与している．

日不妊会誌　19巻3号

2．E剤投与後明らかにLH－RH　responseは充進す
る．

6，無排卵婦人の血中LH，　FSH値，　LH・RH　Test

　　およびその腹腔鏡所見

○村上利樹・立山浩道・梶原健伯

　宇津宮隆夫

　　　（九州大学温泉研究所産婦）

　排卵障害婦人の血中LH，　FSHの測定およびLH－RH

による下垂体予備能検査を試みると同時に，一部症例に

っいて，Gonadotropinおよびclomipheneによる排卵

誘発を試み，また，一部症例については，腹腔鏡による

卵巣所見との関係について検討を試み，報告した．排卵

障害婦人の臨床症型を，原発1生および続発性第2度無月

経，続発性第1度無月経，無排卵周期症の4症型に分類

した．それぞれの血中LH，　FSH値は，第2度無月経

では，非常に低値から高値に散在し，第1度無月経で

は，LHは正常からやや高値を，　FSHは低値から正常

下限値を示し，無排卵周期症では，正常からやや高値を

示した．LH－RH　testでは，各症型において一定の関係

は認められず，2～3症例を除いて，下垂体予備能は良

好であつた．Gonadotropin排卵誘発成功例では，その

Gonadotropin値は決して高いものでなく，無効例では

LH，　FSH値ともに高値を示したものが目立つた．　Clo

miphene排卵成功例では，　LH－RH　testにより下垂体

予備能は良好であつたが，無効例では，良好な反応を示

したものもあり，かなり低下したものもみられた．少数

例ながら，腹腔鏡による卵巣の形態を4つのtypeに分

類して，そのGonadotropin値，　LH－RH　testによる

下垂体予備能との関係をみたが，　とくに一定の傾向は

なかつたようである．今後，さらに症例を重ねて，各

typeを内分泌環境によつて，細分化しなければならな

いと考えている．

　質問　　　楠田雅彦（九大産婦人科）
　卵巣の肉眼的所見と顕微鏡所見とは必らずしも並行し

ないので，同じ型を示した卵巣を有する婦人に同一でな

い内分泌動態が認められたのは一面当然のことと思う．

　答　　　　村上利樹（九大温研産婦）
　一部症例については組織学的検討も試みているが，腹

腔鏡によるbiopsyが非常に困難で，全症例の検討は，

行なつていない．

　検討を加えた数例では，組織学的所見に種々なものが

あつた．

蝕
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7．当科における不妊症の臨床統計（昭．38年・一・45年）

○秦喜八郎・重城範嘉・有住　裕

　小柳孝司・浜田政雄

　　　　　　　　（県立宮崎産婦）

　当科における不妊症診療の実態を把握する目的で，昭

和38年1月より45年1月までの挙児希望者について調査

を行なつた．

　1．挙児希望者は1，013例であり，その頻度は外来患

者総数28，351例に対して3．55％であつた．そのうち各年

度にまたがる重複例を除外した挙児希望者の実数は335

例であつた．

　挙児希望者の来院までの不妊期間の変遷をみると1

年以内および1＾・2年のものが逐年的に増加を示してい

た．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　原発不妊，続発不妊の割合は年度毎にいちじるしい変

動はなくそれぞれ57．5％，42．5％であつた．

　原発不妊の年齢分布は26歳にピークを示し続発不妊の

それは25～31歳になだらかな山を示していた．

　2．挙児希望者実数835例中の加療数は237例であり加

療率は28．4％であつた．

　加療数237例中の妊娠例は66例で妊娠率27．8％であつ

た．

　妊娠例の不妊期間はおおむね5年以内であり，初診時

不妊期間が5年以上になると妊娠率が低くなつた．，

　治療期間との関係では2年以内に妊娠するものが，加

療数からみて64％，妊娠例からみると93％であつた．

　不妊因子別では検査正常群，卵巣因子群に妊娠率が高

く，卵管因子群，重複因子群で妊娠率が低かつた．

8．当教室における推計累積妊娠率について

○須藤幾三・森　憲正・前山昌男

　　　　　　　　　（熊本大産婦）

　挙児希望者の予後，すなわち妊娠の可能性を推測する

ことは大切なことと思える．そこで昭和46年1月1日か

ら本年8月31日までの挙児希望者，513例につき，その累

積妊娠率を検討し，症例毎の予後を推測してみた．513

例の累積妊娠率は，1年以内で32．8％，2年以内で50．1

％，3年以内で58．2％，4年で63．7％である．これは来

院時の各症例毎の予後をあらわしているものであり，若

し513例全例が4年間通院したとすると約325例が妊娠す

るであろうことがi窺える．

　続発性のものは原発性のものより早い時期に妊娠する

可能性があり，原発性のものは長期間約4年の加療を行
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なえば続発性のものと同じ約65％の妊娠率が得られると

思える．年齢別にみると35歳まではその累積妊娠率に変

化はないが，それ以上の年齢者では妊娠率が減じる結果

である．不妊期間別にみると，不妊期間1年以内のもの

では，その累積妊娠率は2年で80％と高く，5年以上の

もののそれは極端に低くなりあまり治療効果はないと思

える．不妊因子別にみると排卵性機能性不妊の群が最も

予後はよく，男性，卵管因子によるものは悪い．特に卵

管因子によるものは，治療よりむしろ発生予防に重点が

おかれるべきものと思える．

9．無排卵婦人のgonadotropin排卵誘発時にお

　　ける血中estrogen，　progesteroneの動態

○梶原健伯・村上利樹・宇津宮隆史

　立山浩道

　（九州大学温泉治療学研究所産婦）

　不妊婦人の内分泌背景を検察するために，無排卵婦人

のGonadotropin排卵誘発時における血中Estrogen

（E1，　E2，　E3）およびProgesteroneの動態，　LH－RH

test，腹腔鏡による卵巣所見などについて検討を行なつ

た．Gonadotropinは2抗体法RIA　Kitにより測定．

Estrogen，　Progesteroneは牧野・神戸川法に準じた．

すなわち抽出溶媒はEはエーテル，Pはヘキサンで，3

分画分離はSephadex　LH・20　column　chromatogra－

phyで行ない，　PはWithout　chromatographyで，

E1－17－ox玉me－BSA，　E2－6・oxime－BSA，　E3－6－oxime－BSA，

P：3－oxime－BSAによる家兎血清によるRIAを行なつ

た．治療法はHMG　1501U／dayまたはPMS　3000～

50001U／day約10目間とし，　HCG　10，0001U　one　shot

を行なつた．症例はclomipheneに反応しなかつた原

発性第2度無月経2例，2周期，続発性第2度無月経4

例，　5周期，続発性第1度無月経2例，　2周期の計8

例，9周期で，排卵成功は続発性第2度無月経1例，続

発性第1度無月経2例に，また消退出血は続発性第2度

無月経に1例みとめた．成功例のE2は236．2Pg，631．6

Pg，816Pgと著明に上昇したがEl，　E3は100Pg以内

の上昇であつた．黄体期のProgesterQne値はそれぞれ

6．8ng，6．9ng，22ngであつた．不成功例のホルモン動

態は，消退出血（＋）例でE2170．3Pgと上昇した以外は

E1，　E，，　E3，　Pともにほとんど上昇を示さなかつた．こ

れら不成功例の腹腔鏡による卵巣所見は，われわれの分

類で1，2型が大部分であつた．

　質問　　　　　　　　森　　憲　正（熊大産婦）

　Gonadotropin療法を行なう前後にlaparoscopyを行

なつて卵巣のfollicle　elementについて検討された例

／
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はないか，

　質問　　　　　　倉野彰比古（九大産婦）

　1）　Hypergonadotropismの例にGi療法を行なつた

か

　2）その場合排卵した例があるか

　3）　もしその例があればその解釈はどうされるか

　質問　　　　楠田雅彦（九大産婦）
　1）　HCG　10，000単位大量one　shQt使用の根拠は？

　2）　スライドに示された卵巣の組織像では発育卵胞が

ないが？

　3）　Eの3分画測定はE2のみで代用できないか？

　答　　　　　梶原健伯（温研産婦）
　1）腹腔鏡はGOF全麻，　Co2　pneumoperitoneum

などの危険を伴うのでGonadotropin治療前，後に腹

腔鏡を行なうことはない．

　2）①HCG　10，0001Uと大量one　shot投与したの

は，正常性周期のLHパターンを考慮して行なつた．

②講演中のPMSによる排卵成功した組織像で原始卵

胞がほとんどであったが，他の部分に発育卵胞を認めて

いる．③Estrogen　3分画測定の意義は今回，発表した

ように排卵成功例についてもE1，　E3の上昇は認める

が，E2の著明な上昇に比較すれば小さく卵胞の発育，

成熟の示標としてはE2が最も適当と思う．

　3）排卵成功例3例の治i療前のGonadotropin値はい

ずれもHypogolladotropicであった．

　追加　　　　　　　立　山　浩　道（九大温研産婦）

　gonadotropin療法前に腹腔鏡を行なつているが，排卵

例などの療法後の腹腔鏡は，残念ながら行なつてない．

　HCG投与方法は，主に10，0001U　one　shot投与を行

なつているが，3000～50001U投与との比較は行なつ

てない．正常性周期のLH　surgeを考慮に入れても，

HCGは大量one　shot投与が適当と老えている．

10．排卵障害症に対するgonadotropin療法の検

　　討

○熊本煕史・倉野彰比古・楠田雅彦

　　　　　　　　　　（九州大産婦）

立　山　浩道（九大温研産婦）

　教室不妊外来においてGonadotropin療法を行なつ

た221例，384周期の排卵誘発成績について検討した．

治療例数毎の排卵率は無排卵周期で80．0％，第1度無月

経で612％，第2度無月経で28．4％であり，治療周期毎

の排卵率でも同様の傾向であつた．HMG療法による排

卵率は無排卵周期と第1度無月経で100％，第2度無月

経では例数で52．6％，周期数で50．9％であつた．妊娠成

目不妊会誌　19巻3号

功例は無排卵周期13例，第1度無月経で12例計25例あ

り，そのうち投与周期妊娠が14例あつた．Gonadotropin

投与時の副作用は37例（16．7°／・），47周期（12．2％）に認

められ，卵巣腫大8．9％，腹痛4．7％であつたが第2度無

月経ではその出現率は低かつた．排卵と頸管粘液との関

係は頸管粘液量0．2ml以上の増加が認められた群に排卵

例が多いのは当然であるが，排卵例の20．4％が頸管粘液

増量を認め得ず，逆に排卵が起らなかつた群の2L6％に

頸管粘液の増加が認められた．PMSの投与形式は1日

3，000～5，000単借，等量連日投与がほとんどであるが，

これをPMS単独群とHCG併用群とに2大別してみ

るとPMS単独群で明らかに排卵不成功例が多く，特

に第2度無月経でその差は著明であつた．Premarin，

Sexovid，　Clomid療法とGonadotropin療法との比較

では無排卵周期～第1度無月経の症例においてはClo－

mid療法の排卵率が高く，次いでGonadotropin療法

であつたが，第2度無月経で排卵を誘発し得たのはGo－

nadotropin療法のみであつた，

　質問　　　森　憲正（熊大産婦）
　Gonadotropin療法を行なう場合Overstimulation

が問題となるが，どのような方法でcheckしておられ

るか．

　質問　　　　石丸忠之（長崎大産婦）
　1．HMG＋HCG療法でHCG投与切り替えの時
期を決定する為，CMの追求をするが，私共の症例で

HMG　1501U／日を10日間投与しCMが増加しないま

ま，HCGを投与してovulationをみとめた例を経験

している．HMG投与でCMが増加しない例がどれ位

あつたか

　2．また｝IMG投与し，　CMが増加しない例におい

てHCG切り替えの時期の決定は，どのようにしたら

よいのか

　答　　　　　　　　熊本照史（九大産婦）
　1）　副作用（卵巣腫大）の防止に関して

　ゴナドト，ロピン投与3日目頃より患者に対して腹部緊

満感～下腹痛の有無を問診し，同時に頸管粘液測定のさ

いに内診を行なつて腫大卵巣を触知するか否かを検討す

ることによる，すなわち自覚症状と内診によつて行なつ

ている．

　2）頸管粘液の増加が認められないまま排卵が起つた

例に関しては発表中に述べたように排卵例の約5分の1

に認められている．これはほとんどがPMS療法の場

合であるが少数ながらHMG療法の揚合も含まれてい
る．

　3）PMS－HMG療法時，頸管粘液増加が起つてこな

い場合のHCG切換えの指標に関してはPMSでは1

f
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日3000単位より始めて5～7日後に頸管粘液増加がない

場合，これを1日5000単位に増量，10～14日間で総計4

万単位を限度としてHCGに切換えている．　HMGの場

合は1日150単位10目問を原則としているがその後患者

の経済的条件その他により数日間増量して追加する場合

もある．このさいでも投与目数は14～15日間を限度とし

てHCGに切換えている．

11．排卵障害症に対する排卵誘発物質（Clomid，

　　Sexovid，　Epimestrolなど）の応用成績

○津田和輝・中村正彦・倉野彰比古

　永田行博・熊本煕史・楠田　雅彦

　　　　　　　　　　　（九大産婦）

　　立　山　浩道（九大温研産婦）

　教室不妊外来を訪れた排卵障害症婦人について，ゴナ

ドトロピン療法を除き，clomid，　sexovid，　epimestrol

の各排卵誘発剤の応用成績の検討を行なつた．排卵の指

標は，基礎体温表，頸管粘液，内膜バイオプシー，血中各

種ホルモン測定および妊娠の成立によつた．排卵率は周

期数でclomid約60％，　sexovid約50％，　epimestrol

約2596であつたが，2度無月経を除くと症例数にして

clomidは90％の誘発率となる．妊娠率は症例数，周期

数で作々clomid　24．4％，14．9％，　sexovidで約10％，

11．1％，epimestrolで11％，11．1％であつた．　clomid

は50mg　5日間，周期5日間よりの投与を行ない，排卵

のある例は，ほとんどがこの量で認められ，排卵のない

例に増量しても著明には誘発されなかつた．sexovidで

は5日目より600mg　5～7日間投与にて成績が良く，

epimestro1では2．5mg　10日間，5mg　10日間の投与法

問に差はなかつた．排卵は初回投与，次回投与でほとん

どの例が起こり，妊娠も3Kur目までに成立すること

が多い．頸管粘液増量と排卵との間には著明な相関は認

められなかつた．排卵はclomid，　sexovidでは投与開

始後8～16目目特に11～13日目に基礎i体温表上認められ

るが，epimestro1では幾分遅れ気味であつた．これら排

卵誘発剤による排卵障害症婦人の各症型別の妊娠率は，

0．A．Cで43．8％，　P．A．Cで48．8％，　Am．1で44．8％，

A皿、ilで9．3％であつた．以上の成績より特に2度無月

経の成績からみて今後，病態生理の探究とあわせて併用

剤の問題など治療法にさらに検討を加える必要性が示唆

された．

　質問　　　　　　　　森　　淳　躬（長大産婦）

　clomid等の排卵誘発を行なつた後，黄体機能が低下

している症例が多くみられるというが，それに対する治

療法はどうか．
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　質問　　　　石丸忠之（長大産婦）
　1．第1度無．月経の患者で124例中109例にovulation

誘発に成功しておられるが，無効例中にPCOはなかつ

たかどうか

　2．PCOでclomid有効例と無効例があるが，その

内分泌環境の違いについておしえていただきたい．

　答　　　　津田知輝（九大産婦人科）
　1）　高温相に入つてからの黄体刺激による妊娠も少数

は入つている．

　2）clomidにて排卵しなかつたすなわち無効例の内

分泌環境などについては現在検討中であり，今後の問題

と思う．

　答　　　　 楠田雅彦（九大産婦）

　polycystic　ovaryはとくにanovulatory　cycleに高

率に認めている．ただ各症例の内分泌検索は年次によつ

て必らずしも揃つていないので今のところ一定の傾向は

認めていない．

12．排卵性不妊婦人の治療成績の検討

○倉野彰比古・中村正彦・津田知輝

　熊本煕史・永田行博・楠田　雅彦

　　　　　　　　　　　（九大産婦）

　　立山浩道（九大温研産婦）

　挙児を希望して来院する婦人の中で排卵性不妊婦人は

高率を占めるが，当科不妊外来を訪れた排卵性不妊婦人

のうちfollow　upした651例について検討を行なつた．

　妊娠率は原発不妊群で19．1％続発不妊群で44．4％を示

し，平均して27．0％であつた．初診時年齢と妊娠率を検

討してみると，原発，続発両群共年齢が高くなると妊娠

率が低下する傾向にあり，不妊期間別にみると不妊期間

が長くなれば妊娠率が低下，早期の治療の必要性が示唆

された．HSGの成績では，原発不妊群では10．5％，続

発不妊群では5．4％の器質的異常が発見され続発群の異

常は予想より低率であつた．Huhner　testの成績をみて

みると，Huhner良好の症例で妊娠率が高いのは当然で

あるが，Miller－Kurzrok　testとは約2／3がよく相関し

た．排卵性不妊婦人の中で，現在行なつている諸検査で

器質的な異常を認めないいわゆる機能性不妊をpick　up

してみると，妊娠率は原発群と続発群で接近しており，

これは対象が絞られたためと考えられるが，治療別にみ

るとGestagenによる補充療法の成績が最も良く，HCG

による黄体刺激療法による妊娠は低率であつた．排卵匪

不妊婦人全体の治療成績はやはり補充療法が最も良く，

またその周期に特に治療を行なわなかつたにもかかわら

ず妊娠した例は全妊娠の46％を占めた．しかしこれらも
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当然前に適当な治療を行なつているものがほとんどであ

つた．

　以上の成績から排卵性不妊因子の多元性および未知の

因子の存在がうかがわれさらに詳細な諸検査の必要性を

示唆された，

　追加　　　　　　　立　山　浩　道（九大温研産婦）

　排卵性不妊婦人の中で，特に，routineの検査で異常の

なかつた症例について可及的可能なかぎり腹腔鏡による

観察を行なつているが，比較的多数例に，何らかの癒着

を見出している．腹腔鏡検査をこのような症例について

routine検査として導入すれば，さらに不妊原因の判明

するものが出てくるものと考える．

　質問　　　　 岡元健一郎（鹿大泌尿器科）

　産婦人科の排卵障害性不妊の治療に使用されるホルモ

ン剤は卵巣の発育を促進する目的のものか．また卵巣の

組織的検査はルーチンに行なわれているか？

　答　　　　　　 倉野彰比古（九大産婦）

　今回の例は排卵後の黄体を刺激する目的でHCGを用

いた例のみであり，排卵性婦人に計画排卵，良好な排卵

を得るという目的でGonadotropinを用いた経験はあ

るが，今回のGonadotropin刺激療法の対象には入れて

いない．

　追加，答　　　　　　　楠　田　雅　彦（九大産婦）

　1）　婦人科領域では黄体刺激を目的としてHCG療法

を，排卵誘発～促進の目的でPMSG（またはHMG）

とHCGを用いるのが主な用い方となつている．

．2）　なるべく卵巣組織を検査するよう努力している

が，routine　examinationとするにはかなりの抵抗が

ある．

13．切迫流産および黄体機能不全症に対する高単

　　位HCG療法

　　　　　　　　　三浦清櫓・田川博之・加瀬泰昭

　　　　　　　　○森淳躬・山辺徹（長大産婦）

〈切迫流産〉

妊娠初期（6～12W）の切迫流産例を入院安静後HCG

日不妊会誌　19巻3号

5000単位，投与した場合のスメァ（K．1．）尿中HCG

量，血中E2　P値は，投与後，直ちに改善傾向を示し

た．予後良好例においては，KIは症状改善と共に20～

30％以下になり，E2は週数に比例し，漸増傾向を示し，

10Wにて1000Pg／mlのレベルに達している．しかし

Prog．は症状の回復に従つて上昇したが，　HCG投与中

止または，安静度を軽減し，再び出血等の症状の悪化が

あつた場合，それに比例し低下する傾向がみられた．ま

た，HCG　5000単位投与と1000単位投与，他の薬剤との

併用した場合，Placebo投与との比較検討は行なわなか

つた．

　＜黄体機能不全＞

　1）黄体ホルモン分泌不全型，2）卵胞ホルモン分泌

不全型，3）全黄体機能不全型の内，全黄体機能不全型

の症例にHCG投与が有効であるという点に着目し，

EP低値の症例にHCGを投与した．　HCGは，　BBT

の改善および血中E2，　P値の上昇に対して効果はある

が，E2，　P値の上昇がすぐに子宮内膜の改善には結びつ

かない症例が多かつた．子宮内膜のステロイドに対する

感受性，また，卵巣のゴナドトロピンに対する感受性の

低下していると思われる症例があり，これらの検索が今

後の課題であると思つている．

　追加　　　　　　　　　楠　田　雅　彦（九大産婦）

　私共も同様な症例を多数経験しているが，これが妊娠

にむすびつかないのが悩みである．実際の内膜反応とホ

ルモン反応はより多数性があるように思われる．

　質問　　　　　　　　永　田　行　博（九大産婦）

　妊娠中のHCG療法で血中Progesteroneの増加が

見られるのは10週前後であるようで，それは妊娠黄体

がちようど切り変わる頃と一致している．

　答森淳躬（長大産婦）
　卵巣より胎盤への移行の時は9～13週と幅があり，低

下の時期に一致しているかどうか解らない．
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