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in　vitro受精システムを用いて検討した，

培養液中の基質がヒトの受精に与える影響

（ヒトの受精における最適条件の検討（2））

，

Effects　of　Substrates　on　Penetration　of　Human

Spermatozoa　into　the　Zona　Pellucida　of　Human

　　Eggs　and　the　Zona．free　Hamster　Eggs

　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学医学部産科学婦人科学教室

　　　　　　　　星和彦斉藤晃鈴木雅洲
　　　　　　　Kazuhiko　HOSHI　　Akira　SAITO　　Masakuni　SUZUKI

　　　　　　　　　　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Tohoku

　　　　　　　　　　　　　　　　　University　School　of　Mediclne．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福井県立病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　　　恵　　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Keiko　HAYASHI

　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Obstertrics　and　Gynecology，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fukui・kenritsu　HospitaL

　　　　　　　　　　　　　　　ハワイ大学医学部解剖学・生殖生物学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳　町　　隆　造

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ryuzo　YANAGIMACHI

　　　　　　　　　　　　Derartment　of　Anatomy　and　Reproductive　Biology，

　　　　　　　　　　　　　　University　of　Hawaii　School　of　Medicine．

　透明帯除去ハムスター卵とヒト卵透明帯を用いてヒト精子とのin　vitro受精実験を行ない，培養液中に含

まれる種々の基質の受精に対する効果について検討した．

　基本となる培養液としてmBWW液を用い，その中に含まれるglucose，　Na・pyruvate，　Na・lactateの有

無による8種類のテスト培養液を作製して，それぞれの培養液中における受精率を調べ，以下のような結果

を得た，

　1）透明帯除去ハムスター卵へのヒト精子の受精率は，通常のmBWWと基質除去mBWWとの問に

有意な差はなかつた．

　2）　ヒト卵透明帯へのヒト精子の貫通率は，基質除去mBWWで低く，しかもglucoseを含まない

mBWW中では全く通過が認められなかつた．

　以上の成績から，培養液中の基質，特にgluceseは精子が透明帯を通過する際に重要であると思われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jap．　J．　Fert．　Ster．，27（4），439－444，1982）

　　　　　　　　　緒　　言

精子は，運動その他の機能維持に必要な．t・nergyを獲

得するために種々の代謝を行なつている．energy供給

の主役は精子の行なう呼吸と解糖によつて生じるATP

であり，その供給源としては主に細胞外に存在する種々
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golden　hamsters
　　　↓，up。＿1。，、。n　PMS－HCG

mature　unfertilized　eggs．

　　　↓侃％］，y。］ur。nidase

remOVed　the　CUmUIUS　CellS

　　　↓α1％瞭m

removed　zonae　pellucidae

　　　↓washed　3　t、mes－。i、h　mBWW　med、、m

ZOna－free　hamster　eggs

　　　　　　　　　　　　＼

　　　　　　　　　　　10～20eggs

＼
oo　　　‘
8°

‘

日不妊会誌　27巻4号

human

semen　samples

↓加・曜一d

vigorously　nlotile　spermatozoa

washed　twice　with　mBWW
（by　centrifugation　at

230xg　for　5　min　each）

　　Sperm　suspenslon

　　／

10　一一　30μ1

insemination ／／
　！mineral　oil
／

incubation　37℃

under　pure　air

4～6hrs

mBWW　medium　with　3．5％HSA
（0．3ml）

final　sperm　concentration

lO6～107／ml

examination　of　eggs

Ahamster　egg　was　recorded　as“ penetrated”when　at　least　l　swollen

sperm　head　or　sperm　pronucleus　with　accompanying　sperm　tail　was
discernib】e　within　the　egg　cytoplasm．

　　　　　　　　　図10utline　of　technique　used

の基質が利用される．哺乳動物の精液中にはfructose

が多量に含まれており，これを主たるenergy源にして

いることが考えられている．しかし，内在基質が利用さ

れることも知られている．

　これら外因性および内因性の種々の基質と精子の呼吸

や運動性との関連については多くの研究報告があるが，

基質と受精の関係についての報告はみられない．

　われわれはヒトのin　vitro受精研究を行なう際に，

培養i液としてmodified　Krebs　Ringer液を用いている

が，この培養液に含まれている種々の基質が受精に与え

る効果について，ヒト精子と透明帯除去ハムスター卵・

およびヒト精子と塩溶液保存ヒト卵（透明帯）とのin

vitro受精システムを用いて検討したので若干の考察を

加えて報告する，

研究方法・材料

1．実験方法の概略

　透明帯除去ハムスター卵と，高濃度塩溶液中にて保存

されたヒト卵を用いて，　ヒト精子とのin　vitro受精実

験を，基質の有無による8種類の培養液中で行なつた．

透明帯除去ハムスター卵との受精実験の概略は図1に示

した．

　2．培養液

　基本となる培養i液としてはmodified　Krebs　Ringer

液を用い，その組成は表1に示した．以後文中では，こ

の培養i液をm。di丘ed　Biggers，　Whitten　and　Whittin－

ghami）液（mBWW）液と呼ぶ．

　mBWW液には，　energy源となると思われる基質と

してglucose，　Na・pyruvateそしてNa・lactateが含ま

れている，この3種の基質の有無による8種類の培養液

を作製して実験に供した．なお基質をはぶいたときは，

NaClを加えて浸透圧を一定（約308mos　mo1）にした．

　3．透明帯除去ハムスター卵の作製

　体重100g前後の成熟メスゴールデンハムスターを用

咽

，
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表IComposition　of　standard　medium　used

　　　　　　　　　　　　mBWW

gA mM
NaCl

KCl
CaCl2

KH2PO4

MgSO4・7H20
NaHCO3
Na－pyruvate

Na－lactate

Glucose

HUman　SerUm　albUminb

Antibiotics　stock　soln．c

4．910

0．356

0．189

0．162

0．294

3．000

0．028

2．416

1．000

35。000

1．Om1

84．00

4．78

L71
1．19

1．19

35．71

0．25

21、58a

5．56

human　ovarian　pieces

　lrinsein　PBS
　ワ
　lmince　in　Petri　dish　containing　PBS
　ワ

rinse　eggs　with　PBS　3　times　and，　then　transfer

　IintO　CUlture　medium
　▼

（441）3

｝ncubate　the　eggs　for　2　days　at　37°C　under　596　CO2　in　air

　　for　　「naturation

mosmol 308

薗二鶴陥，mediu．
　↓

e慧gs　were　st。red　in　highly　c・nce・tI『ate・1・alt　s・luti・n・

　1（0．5MI［Nlh）2SOi－i－lMMgCl’2十〇．1％Dextran）

　ψ
eggs　stored　in　salt　s〔）lution　Nve1’e　washed　with　mBWW　medium

and　USed　f‘｝r　inSerninati〔，n．（ZOr】a　pellしICida　penetrati‘）n　teSt）

a　DL－lactic　acid，　Na・salt（Sigma　Chem．，　St．

　Louis，　MO）；60％syrup，3．68　mL
b　Puri丘ed　humall　serum　al1〕umin，　Norite・trea－

　ted，（Sigma　Chem，，　St．　Louis，　MO）

c　100，000iu／ml　K－penicillin　G　and　50　mg〆ml

　streptomycin　sulfate　in　distilled　water，　sto－

　red　frozen　until　use．

い，PMS－HCGにて過排卵を誘発させ，卵管中より採

卵した．

　とり出した卵を0．1％hyauronidaseと0．1％trypsin

で処理して，透明帯除去ハムスター卵を作製した．一連

の操作には，glucose，　Na－pyruvate，　Na－1actateを含ま

ないmBWW液（基質除去mBWW液）が使用され
た．

　このようにして作製した透明帯除去ハムスター卵を，

基質除去mBWW液で3回洗浄して実験に供した．

　4．　ヒト卵透明帯の作製・保存

　ヒト未熟卵を成熟培養させた後，高濃度塩溶液中で

4DCに保存されたものを使用した．実験に際しては，

基質除去mBWW液で5回洗浄して用いた．その略図

は図2に示した．

　5．精液からの精子の分離

　健康男子より用手法にて得られた精液から，われわれ

の行なつている精液静置法によつて運動良好精子を分離

し，最終的に少量の基質除去mBWW液を加えて高濃

度精子浮遊液を作製した．この実験で施行された精液静

置法にも全て基質除去mBWW液を使用した．精液静

置法については図3に示してある．

　6．in　vitro受精実験・受精の判定

　3種類の基質（glucose，　Na－pyruvate，　Na－lactate）の

有無による8種類のmBWW液（3。5％のヒト血清ア

図2Preparation　of　zonae　pellucidae　of　hu－

　　　man　eggs　fQr　insemination

2m［cu1七ure

　medium

　図3

O．5mi

semen

A‘‘1ayering”method　to　separate　a
population　of　vigorously　motile　sperm－

atozoa　from　semen　sample．

ルブミン・HSA含）を3．5cm×1．OcmのPetd　Dish

内に0．3ml入れ，その上をミネラルオイルでおおう．

　培養液内にO．03mlの高濃度精子浮遊液と透明帯除去

ハムスター卵あるいは保存ヒト卵（透明帯）を入れ，

37℃大気中で培養を行ない，一定時間後卵をとり出し

て受精の有無を観察した．

　培養時間は，透明帯除去ハムスター卵の場合は4時

間，ヒト卵の場合は5時間とした．

　最終精子濃度は10～20×106／mlになるよう調節した．

受精の判定は位相差顕微鏡下に卵を観察して行なつた．

透明帯除去ハムスター卵の場合は，卵内に一個以上の膨

化精子頭部もしくは雄性前核が認められた場合に“受

精”と判定し，ヒト卵の揚合は，囲卵腔内に一匹以上の

精子が認められたとき“透明帯通過”と判定した（写真

1，写真2）．

成　　績

表2は基質の有無にょる8種類のmBWW液中にお
ける，透明帯除去ハムスター卵の受精率，受精精子の平
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写真1 受精の認められた透明帯除去ハムスタ

ー
馴b］　〈10×20、

日不妊会誌27巻4号

写真2 精子の透明帯通過の認められた塩溶液
保存ヒト卵（10×20）

表2　Human　sperm　penetration　into　zona－free　hamster　eggs　in　test　media

Test　medium

Glucose　free　mBWW

Na・pyruvate　free　mBWW

Na－lactate　free　mBWW

GIucose＆Na－pyruvate　free　mBWW

Glucose＆Na－1actate　free　mBWW

Na－pyruvate＆Na－lactate　free　mBWW

Energy　source　free　mBWW
（Glucose，　Na－pyruvate＆Na－lactate　free）

Regular　mBWW

No．　of
　　　　や
exper1－
ments

　　4

　　4

　　4

　　4

　　4

　　4

　　8

　　8

Tota111‘）．　of

eggS　lnseml圃
　　　nated

42

32

46

49

50

48

87

92

No．（％）of

　　　eggS
penetrateda

　　No．　of

sperm　heads

No．　of　eggs

31（74）

24（75）

33（72）

36（73、

38（76）

37（77）

62（71）

69（75）

1．69

2．44

2．78

1．94

2．36

3．56

1．75

2．26

aExamined　4　hrs　after　insemination．

表3　Human　sperm　penetration　into　the　zonae　pellucidae（，f　human　eggs　in　test　media

Test　mediUm
No．　of

expen”
ments

Total　no．　of

　　　　eggS
inseminated

　　Spernl
attachment
　to　ZOnaa

Glucose　free　mBWW

Na－pyruvate　free　mBWW

Na－1actate　free　mBWW

GIucose＆Na・pyruvate　free　mBWW

GIucose＆Na－lactate　free　mBWM’

Na－pyruvate＆Na－1actate　free　mBWW

Energy　sourse　free　mBWW
（Glucose，　Na－pyruvate＆Na－1actate　free｝

Regular　mBWW

a　After　pipetting

1

1

1

1

1

1

3

3

4

4

4

3

3

3

9

9

No　（96）　of　eggs

　　penetrated

Few
Few
Few
Few
Few
Few

Verv　few

Very　many

0（0）

2（50）

1（25）

0（0）

0（0）

0（0）

0（0）

8（89）

b　Examined　5　hrs　after　insemillation．

噸
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均数などを示したものである．受精率には培養液にょる

差はあまりみられない．一個の卵あたりの平均受精精子

数はglucoseを除去した培養液中では少ない傾向が認

められた．

　表3は同様に精子のヒト卵透明帯通過，透明帯への付

着の状態について示したものである．基質を除いた培養

液中での精子付着は少なく，透明帯通過も減少してい

た．しかも，glucoseを含まない培養液中では透明帯へ

の精子通過が全く認められなかつた

考　　案

　精子の運動エネルギー供給の主役は，精子が行なう呼

吸と解糖とによつて生じるATPである．哺乳動物の

精子は，精漿中に含まれるfructose，　glucose，　mannose

などの解糖基質の代謝によつてenergyを得ている．好

気的条件下では，糖のほかに乳酸，ピルビン酸　脂肪

酸，グリセリン，アミノ酸なども利用されるが，嫌気的

条件下では解糖が唯一のenergy源となる．

　しかし，精子は細胞外の基質を利用するばかりでなく

内在基質をも運動エネルギーとして利用することが知ら

れている．このことは，精漿の代りに基質を全く含まな

い生理食塩水に入れられた精子が好気的条件下で活発な

運動を持続するとの報告2）や，ヒト精子の運動能は細胞

外基質の有無に関わらず3時間は不変であるとの報告3）

からも推察される．そして内在基質としては，リン脂質

や脂肪酸が利用されることが確かめられている4’6）．

　このように，精子の呼吸・運動と細胞内外の基質との

関係についての報告は多いが，基質と受精の関連をみた

報告は少ない．今回われわれは，ヒトの受精に対する細

胞外基質の影響を，透明帯除去ハムスター卵と塩溶液保

存ヒト卵（透明帯）を用いたin　vitro受精システムで

検討した．透明帯除去ハムスター卵および塩溶液保存ヒ

ト卵の有用性についてはすでに報告7）8）した通りである．

　実験の結果は，3種の基質glucose，　Na－pyruvate，

Na－lactateがなくても受精は可能であつた．精子が卵に

受精するためには先体反応（acrosome　reaction）が必要

であり，受精は精子と卵の細胞膜の融合により生ずる

が，その機序については未だ不明な点が多い．しかし，

それらの過程は細胞外の基質の有無に関わらず行なわれ

ることが認められた．しかし，ヒト卵透明帯への通過性

は基質のない培養液中ではよくない．しかもglucoseの

含まれない培養液中では，精子は全く透明帯を通過でき

ない．精子が透明帯を通過するたもには先体反応がもち

ろん必要であるが，精子尾部鞭毛の強い運動力も必要で

ある．細胞外にある基質とくにglucoseは，その運動性

の維持に重要な役割をはたしていると推定される．
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1n　vltro受精システムを用いて検討した

on　in　vitro　fertiliZation　were　investigated．

　　In　vitro　fertilization　assay　employing　the　zona．free

hamster　eggs（Yanagimachi　et　al，1976）and　the

salt－stored　human　eggs（Yanagimachi　et　al，1979）

were　used　to　analyze　human　spermatozoal　fertilizing

ability．

　　The　zona－free　hamster　eggs　or　the　salt・stored

human　eggs　were　incubated　with　human　sperma－

tozoa　in　modi丘ed　Biggers，　Whitten　and　Whitting－

ham’s　media（Biggers　et　al，197L，　mBWW）
containing　substrates（glucose，　Na・pyruvate　and／or

Na・1actate）or　not　containing．

　　Then，　the　zona－free　hamster　eggs　were　examined

microscopically　4　hours　later　for　evidence　of　sweliing

or　decondensing　sperm　heads　in　the　cytoplasm．　The

salt－stored　human　eggs　were　examined　5　hours　later

口不妊会誌27巻4号

for　evidence　of　sperm　penetration　into　the　perivitel－

line　space．

　　The　following　conclusions　were　obtained．

　　1）There　was　not　a　signi丘cant　difference　between

the　percentage　of　human　spermatozoa　penetration

into　the　zona－free　hamster　eggs　in　regular　mBWW

medium　and　in　substrates－free　mBWW　media．

　　2）The　rates　of　human　spermatozoa　penetration

into　the　zona　pellucida　of　the　salt－stored　human

eggs　in　substrates．free　mBWW　media　were　poor．

Particularly，　human　spermatozoa　could　not　penetrate

into　the　zona　pellucida　of　human　eggs　in　glucose．free

mBWW　media．

（受付：昭和57年2月17日，特掲）

弔
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家兎受精卵の腹腔内培養
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り
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　　　　　　　　Toshio　SUZUKI
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　　　　　　　　　　（Director：Prof　Rihachi　IIZUKA）

　いわゆる体外培養i（in　vitro　fertilization）とは異なる受精卵培養方法の検討と，腹腔内環境における受精卵

の発育の検討を，Diffusion　Chamberを用いた家兎受精卵の腹腔内培養にて・試みた・in　vitroでの研究は，

受精の機構解明に必要な方法であるが，現在試験管ベビーと称されても，体外受精，体外培養のみin　vitro

で，他はin　vivoである．そして体外受精児の成功率は，卵胞卵をin　v三troで成熟培養するよりも，排卵直

前の卵を使用することで高く，また，受精卵培養も化学合成培地のみより，血肩を添加した方法で高いこと

が報告されている．これらより量nvivOでの培養の再検討は，価値のあるものと考える・血清と腹水が組成で

近似していることより，また腹腔妊娠の報告もあることより，著者は，in　vivOでの培養の揚として・腹腔内

を考えた．

　腹腔内環境での受精卵の培養方法として，inillipore　filterを使用したDiffusion　Chamberを用い，次の

実験成績を得た．

　1．249ケの家兎受精卵をDiffusion　Chamber内に封入し，同一一家兎腹腔内培養iを24時間行ない・103ケ

の受精卵の回収を得た．

　2．回収卵の内訳は，2分割卵40ケ，4分割卵27ケ，8分割卵22ケ，桑実胚14ケであつた．

　3．この分割速度は，卵管内に比して遅延傾向にある．

　4、本培養によつて，光顕レベルにて，卵管内スタンダード受精卵と比較し，形態的，およひ分割速度に

おいて差のない桑実胚が得られた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jap．　J．　Fert．　Ster．，27（4），445－453，1982）

緒　　言

　体外受精卵培養の新しい方法の一つとして，また腹腔

内環境での卵の発育の検討を含めて，Diffusion　Cha－

mberを用いた家兎受精卵の腹腔内培養を試みた

　test　tube　baby（試験管ベビー）と称されても，現在

では，体外受精，体外培養のみin　vitroで，卵成熟，着

床，子宮内発育，などは，in　vivoである．　in　vitroで

の実験は，種々の受精培養環境条件を変化させ，その経

過を観察可能であることより，受精の機構解明に大きな

利点があるが，現時点では未解明な部分も多く，受精卵

の培養液なども，不明微量成分の含まれる血清などを添

加したもので成績のよいことも事実である．

　生体の腹腔内は，腹腔妊娠の例もあり，受精卵にとつ

て，必らずしも拒否的な環境ではないと思われる．腹腔

内はまた，受精卵の発育に関与する因子としての温度，

pH，酸素濃度，屯解質，グルコース，ホルモンなどが

恒常的に保たれていると想定される．もし，腹腔内が

受精卵の発育に適した環境であれば，その腹腔内培養

は，従来の方法に比し，操作管理が容易であり，また薬

剤全身投与による卵への影響を検討するのによい方法と

なるであろう．一方，腹腔内環境が不適であるとするな

らば，卵管内環境との差における卵への影響をみること

ができる．
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　そこで著者は，家兎受精卵の培養を同一家兎腹腔内で

Diffusion　Chamberを使用して行ない，その培養成績を

検討した．

1．研究対象および方法

　1．対象

　実験動物としては，2．5kg～3kgの家兎（日本白色

種）を用いた．本実験に家兎を用いたのは，次の理由か

らである、

　（1）腹腔内に入れるDiffusien　Chamber（以後D．C

と略）の体積が265mm3あることより，家兎以上の大き

さの動物が必要である．

　（2）家兎は，刺激性排卵動物であり，受精卵の卵割

を，正確に追跡することが，可能である．

　（3）　家兎は重複子宮であり，胚移植に関する研究で

は，一羽の家兎が同時に対照の役もする．すなわち，処

置した胚を一方の子宮に移植して，もう一方の子宮に移

植した対照の胚と比較できる．2ケの分離した頸管を持

つているので，胚は一方の子宮角から他方へ移行しな

い．

　2．方法

　（1）受精卵採取，腹腔内培養，分割卵回収を行なつ

た．

　（2）交配

　交尾は，強制交尾は排卵しないことが多いことより，

自然交尾によP行なつた．過排卵処置は，交尾一時間後

に，HCG　25～1001U静注もしくはHCG注射なしで
行なつた．

　（3）　受精卵の採取

　家兎では，交尾1～2時間後にLH　surgeがあり，

10～15時間後に受精が行なわれる．21～25時間後に2分

割卵となり，72～75時間で子宮に達することを確かめた

後に，採卵は，受精卵であることの確認容易な2分割卵

の時点で行なつた．

　実験初期には，附属器切除術もしくは卵管切除術を行

ない，卵管を体外にとりだし，23Gの針を卵管に刺し，

子宮側を結紮，培養液にてウオッシュアウトし，実体顕

微鏡下にマイクロペットを用いて採卵を行なつた．実験

後期には，卵巣を残すこと，出血を少なくすること，手

術時間の短縮を目的として，次のように工夫した．交配

24時間後に開腹し，卵管子宮側をナイロン＃　5－O糸にて

結紮し，卵管釆の支持組織を結紮切断し，遊離させ，卵

管開口部にプラスチックシャーレを設置し，23Gの針

を卵管子宮側より穿刺し，腹水にてウオッシュアウト

し，シャーレに卵をうけた，また卵管釆よリシリコンチ

ューブ（φ0．7mm）を1cmほど挿入し，吸引する方法

　　　　　　t　　　　　　　

：l　il　li　直径1　mmの
　　　　　　　　　　　

・l　l：　lI／穴
l　　　　　　　　　　I
　l　　　’1　　　　　r
l　l　　Il　　　l　l
　　　　　　　コ

・　　1二二］2mm
　　ロ　　　　　　　　　

1　［卜一9mm－“　II

l　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　

，咽一一一 13mm－→r

　　　　　　図1
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　　↓

［＝互＝コ［〉〔：＝：コ

　　↑

pore　size：0．45μm

mi川pore　filter　membrane

Diffusion　Chamber

［卸ll麟Filteり

pore　volume
　　BO％

pore　size

　O．45μm

1饗ノ盃li婁響

図2　Diffusion　Chamebr　millipore　Filter

　　　Porosity

でも，採卵を行なつた．

　（4）受精卵のD．C内培養

　採卵した卵を実体顕微鏡下（100×）で観察，2分割

受精卵であることを確認し，ただちに，これをD．C内

に封入し，腹腔内にD．Cを入れ，閉腹し，腹腔内培養

を行なつた．

　D．Cは，図1，写真1，のように，プラスチックリ

ングの上下両面にmillipore　filterを接着させた構造を

もつ。millipore　filter，は，　Pore　size　O．45μのmillipore

社のHAWP　O1400，図2を使用し，　chamberは，同社

のプラスチック穴あきリングPR　OOO1401を使用した．

このリングには側面に，直径1mmの穴があり，ここ

より，受精卵を，D．C内に注入することができる．卵

を注入後は，プラスチック棒にて，栓をする．

　（5）　D．C内培養時間

　家兎受精卵の初期発育経過は，表1の通りで，2分割

卵の時点（交配後24時間）より子宮腔に達する桑実胚の
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表1　初期家兎受精卵の時間的経過
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事　　項

交　尾

排卵前LH最高時

排　卵

受　精

卵割数

　2細胞期

　4細胞期

　8細胞期

　16細胞期

　32細胞期

子宮到達

着　床

時　　間

表2　受精卵の腹腔内培養

　　　　　慶大家族計画相談所　1981

　　0

　1～2
93／4～131／2

　10～15

　　　　DC内　　　　　　　回収ウサギ　　培養一
　　　　　　　卵数　　　　卵数　　　　　　　　　　2分割

回　　収　　卵

・分割8分割1騨

　　21～25

　　25～32

　　32～40

　　40～47

　　　48

　　72～75

（7日～72／1日）

時点（交配後72時間）までの48時間の培養を考え，実験

初期に数例試みたが，技術的問題もあり，卵の回収率が

悪かつた．そこで，分割が桑実胚（16～32分割）となる

時点（交配後48時間）までの24時間腹腔内培養を行な

い，その可能性を検討した．

　（6）　D．C内培養の判定

　培養が正常に進行したか否かの判定には，種々の観点

を必要とする．光学顕微鏡，位相差顕微鏡により卵割

速度がin　vivo（卵管内）と比較して同等か否か，卵割

の細胞配列が正常か否か，アルブミン層，透明層，透明

層下卵子横径，各層の厚さ，比率が正常か否か検討し

た．また，培養卵の内部構造をより微細に観察するた

め，lacmoid染色，　Normalski　＝F渉顕微鏡を用いた．

II．研究成績

　L　D．C培養卵回収率

　表2に示すごとく，D．C内に入れた2分割卵のうち，

24時間後，すなわち交配48時間後に回収された卵は，全

回収卵／D．C内に入れた卵＝103／249であり，41．4％の

卵が回収された．

　採卵時に，卵巣摘出を行なつた群では，D．Cからの

卵の回収率は，37．9％，卵巣摘出を行なわなかつた群で

は，46．2％であつた．

　2．D．C培養卵卵割速度

　a）卵巣摘出群

　　2分割卵のままのもの

　　4分割卵になつたもの

　　8分割卵になつたもの

　桑実胚になつたもの

b）卵巣を残した群

　　2分割卵のままのもの

58．2％

30．9％

9．1％

1．8％

16．7％

No．1　　　2－O
No．2　　　9－2

No．3　　　9－O

No．4　　　8－3

No．5　　　5－O

No．6　　　3－1

No．7　　　8－4

No．8　　　8－4

No．9　　　2－2
No．10　　　　　　7－2

No．11　　　6－－O

No．12　　10－－4

No．13　　　7－5

No．14　　　6－4

No．15　　　7－5

No．16　　　9－3

No．17　　10　　5

No，18　　　7－3

No．19　　　6－3

No．20　　　7－2

No．21　　　9－3

No．22　　　6－4

No．23　　　8－3

No．24　　　4－2

No．25　　　7－4

No．26　　　8－3

No．27　　10－6

No．28　　11－5
No．29　　　　　8－2

No．30　　　7－2

No．31　　11－4
No．32　　　8－5
No．33　　　　　　7－4

No．34　　　9－－4

　　　　　249－103

0

2

0

2

0

1

3

2

2

0

0

3

3

3

3

0

3

2

3

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

40

0

0

0

1

0

0

1

2

0

2

0

1

1

1

2

0

2

1

0

0

3

2

2

1

1

0

0

0

1

0

0

1

2

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

3

0

0

0

1

0

0

0

0

3

2

4

3

1

0

1

0

2

1

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

2

2

0

2

3

0

0

3

14

No．1～No．21
No．22・げNo．34

DC　Diffusion　Chamber
卵巣摘出（十）

　〃　（一）

　　　4分割卵になつたもの　　20．8％

　　　8分割卵になつたもの　　35．4％

　　　桑実胚になつたもの　　　27．1％

　8分割卵以上をD．C内培養成功例とすると，　a）卵

巣摘出群10．9％，b）卵巣非摘出群62．5％であつた．
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　3．D．C培養卵の形態

　D．C内24時間培養後の卵の形態を，図3のように，

ムチン層，透明層，透明層下卵子横径の厚さ及び直径で

計測すると，表3のようになる．

　D．C培養卵については，対照卵（交配48時間後に卵

管より採取した卵）に比して，透明層，透明層下卵子横

径では，とくに顕著な差は認められない．しかし，ムチ

ン層は卵割がすすむにつれて菲薄化する．D．C内24時

間培養後，2分割卵のままであつたものでは，写真3の

ように分割細胞の膨化，それに伴つて透明層が圧排さ

れ，変形を起こすなど分割停止を起こしていると考えら

れるもの，写真4のように，交配24時間後2分割卵（写

真5）に比較して，ムチン層の菲薄化がみられるもの，

また写真6のようにNormarski干渉顕微鏡で，分割細

胞に変性の認められるものなどがある．また，4分割

で卵割停止しているものでは，写真7のように分割細胞

の大小不同，配列の乱れ，空胞化の見られるもの，また

写真8のように，干渉顕微鏡で分割細胞の大小不同と分

割細胞内に空胞の見られるもの，これらの所見のある卵

を変性卵と判断した．

　D．C内培養で得た8分割卵は，写真9のように，ほ

ぼ正常の形態を保つているが，ムチン層に多少の乱れが

認められる．8分割卵のなかには，写真10のような変性

卵もある．

　D．C内培養にて，桑実胚まで卵割したものでは，写

真11，写真12のように，分割細胞の配列，透明層の厚

さ，透明層下卵子横径など，ほぼ正常である．ムチン層

は，対照卵（交配48時間後卵管より採取）写真13，写真

14に比較して，菲薄化している．すなわち表3に示す如

A

5に：：．一

⊂

eド

A
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÷　、

表3　D．C。培養卵の形態比較

mUCm－　　　ZOna－　　intrazOnal
layer　　　　pellucida　　　　space

　Thickness（／t）　　　diameter（μ）

Standard！ii区

　2分割卵

　morula

D．C．培養卵

　24h後

　2分割卵

　4分割卵

　8分割卵

　moruia

11．2±1．0　　　20、2±0．3　　125．0±0．5

55．0±2．8　　　19．6±0、3　　124．4±0．6

4．1±1．5　　17．2±0．4　　126．2±0．6

5．2±5．2　　20．2±0．5　118．2±0．6

14．3±3．1　　20．1±0．4　　124．2±0．7

9。2±1．2　　17．8±0．8　124、7±0．8

く対照卵（桑実胚）のムチン層の厚さが55．0±2．8μ，透

明層の厚さは19．6±0．3μであり，透明層下卵子横径は

124．4±0．6μであるが，著者の行なつたD．C内培養桑

実胚では，各々92±1．2，17．8±0．8，124．7±0．8で，

ムチン層において非薄化がみられるが，他は対照卵と差

を認めていない．

III．成績のまとめ

　Diffusion　Chamberを用いて，24時問家兎受精卵培

養を34回行なつた．D℃内に封入した2分割受精卵

は，1回に2～11ケであり，表2のような結果を得た．

　1．249ケの2分割家兎受精卵をD。C内に封入し，

同一家兎腹腔内培養を24時間行なつた．回収卵数は103

ケで回収率は41．4％であつた．

　2．回収卵の内訳は，2分割卵40ケ，4分割卵27ケ，

8分割卵22ケ，桑実胚14ケであつた．8分割卵以上を

D．C内培養成功例とすると，14．5°／oの成功率である．

　3．この分割速度は，卵管内に比して遅延傾向にあ
る．

　4．本培養によつて，光顕レベルにて，対照卵と比較

し，ムチン層の菲薄化を除き，形態学的，および分割速

度において差のない桑実胚が13．6％（桑実胚数／全回収

卵数）得られた．

IV．考　　察

A　　　　臼

A

B　．

C

図3

⊂

　ムチン贋

　透　明　層

　透明層下卵子横径

家兎卵の形態

　従来，哺乳類の体外受精と体外培養については，数多

くの報告がある．Chang等1）は，家兎卵の量n　vitroで

の受精と培養を行ない，培養卵を同一性嗣期とした家兎

の卵管に移植することによつて妊娠の続行と新生児を得

ている．また，最近ではSteptoe＆EdwardsL”3）の体外

受精児の誕生など，ヒト卵の培養についても成功例が伝

えられた．しかしながら，ヒトに於いてはその成功率が
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低いことのほかに，宗教的，道徳的な観点から可否の論

議を生んでいる．今回の著者の実験は，卵管の閉塞によ

る不妊症の治療を目的としたin　vivoでの卵の受精と

培養の可能性への一つの試みである．

　一般に卵管性不妊症と呼ばれるものは，子宮卵管造影

法により，卵管閉塞の認められるものをさすが，卵管の

持つ機能は，卵子の捕獲，受精の場，卵子および受精卵

の輸送，精子の輸送，精子の受精能獲得などであるが4）5），

その内腔液である卵管液の機能に関しては，精子の受精

能獲得，排卵直後以外の受精阻止作用，受精卵の生理的

培養液など，多岐にわたつている．

　卵管内腔液の機能の解明は，体外受精，体外培養によ

りなされてきたが，いまだに完全ではない．また卵管内腔

液の組成についても血液からの選択的滲出と，ホルモン

に影響される上皮の能動的分泌の混じりあつたもの6）で

表4　各種家兎卵培養液

＠Motlik

　pH　7．8，　TC　199：72ml

　1．45％NaHCO3十〇．002％Phenol　red：18ml

　5．5％glucose　solution：10ml

　sodium　pyruvate：0．004g

　freeze－dried　calfserum　growth　protein

　　：30mg／ml

　penicillin　50i．u．／ml

　streptomicin　50i．u．／m1

◎Adams
　生食水：家兎血清　1：1十penicillin

◎Chang（1953）

　Rabbit　blood　serum十5％buffered　Ringer
　　Solution

＠Hafez（1963）

　Egg　yolk十salirle　80r　l5day　embryonic　fluids

　　十saline

◎Bracket

NaCl

KCI
CaC12・2H20
NaH2P（⊃壬・H20

MgC12・6H20

NaHCO3
Glucose

6．5509！1

0．300g／1

0．330g／1

0．113　g／1

0．106g／1

3．1049／1

2．500g／1

　Crvstalline　bovine　serum　albumin　3．0009／1

　Penicillin－G－sodiunユ　　　　　　　　　0．031　g／1

◎HER　medium（尾川）

齢愚ill）一一榊
　NaHCO3でpH　7．5に調整
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これに子宮液，腹水，排卵後では，卵胞液も加わつたも

のとされるが，卵管部位，性周期により，また卵自体が

卵管粘膜に作用することにより，その組成は変化し，完

全には，解明されていない，したがつて卵管内腔環境と

全く同等の体外受精，体外培養は行なわれていない．しか

しながら，現在まで種々の受精卵の培養の報告にょり，

表4のような培養液により置換することができ7）s），必ら

ずしも，卵管液が唯一至適の培養液ではない．逆に，現

在まで，化学合成培地のみよりも，血清などを添加した

培養液で培養成績が良いということもある．また，現在

の体外受精，体外培養では，受精卵の卵割速度が，生体

内に比して遅延する傾向にある．これは生体内内分泌環

境との差が関与しているとおもわれ，体外受精児では，

子宮内膜周期とのずれが，着床を困難にし，大きな問題

点となつている．これより，著者は，生体内での受精卵

培養の再検討は，意義のあることと考えた．

　哺乳動物の腹腔妊娠についての報告は，ヒト，家兎，

犬，ネコについて数多く報告されている9）10）11）12）．最近

ではBuckley等13）がハムスターの一種について，4．5％

というおどろくべき高頻度の腹腔妊娠の報告を行なつて

いる．このことから，受精卵にとつて腹腔内環境は必ら

ずしも不適ではない．

　腹水の組成について分析を行なつたが，その結果は，

表5の如く，血清の値とほぼ同等であつた．またHa・

mner－Williams等による卵管内腔液の組成と比較する

とNa　Clはほぼ同値，　K，　Ca．　Mgは，低値，　Glucose

は，高値であつた14）15）16）17）．

　腹腔内腹水内での受精卵の培養に対して，著者は，

D．Cを使用した．　D．Cのmembraneのpore　size

が0．45μであることから18），腹水中の細胞成分による影

響はうけない．また電解質，酸素などは通過する（図

2）．また，多孔性membraneを使用していること

から環流は，かなり速い．温度，pH，　PO・は恒常的に

保たれる．

　D．Cよりの卵の回収率について，卵巣摘出群と非摘

出群では有意の差があるが，これは卵巣摘出群が実験の

初期に行なわれていることから実験手技が些か関与する

処であるが8分割卵以上を，D℃培養成功例とすると

卵巣摘出群と卵巣非摘出群との問に有意の差が認められ

性ホルモンの影響ありとみなされる．

　また，交尾1時間後HCG　25～1001U静注使用群と

非使用群とでは，とくに排卵数に有意の差は認められな

レ、！9）20）．

　D．C垢養卵とスタンダード卵との形態学的な比較で

は，ムチン層が薄くなつていることが特徴的であるが，

これは一般の体外培養系でも認められる現象である．
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表5　家兎の生殖管内腔液，腹水，培養液の電解質，糖の比較

Na
mEq

Cl

mEq
K
mEq

Ca
mEq

　子宮分泌液
　（Lutwak・Mann）

　卵管内腔液
（Hamner－Williams）

110

126～144

55

95～115

10．7

腹
（著　者）

水
135～143 95～115

5．6”・・6．2 16

3．3～4．5 4．5～5．5

Mg
mEq

血　　　　　清
　（著　者）

兎用培養液
　（Bracket）

一 般培養液
　（TCl99）

131～145

150

3．4

2．0～3．3

9．　5～118　　　3．0～7．2

121 4

2．5

Glucose
mg／dl

12～30

142

26

109～171

144 5．8

4．5

2，4

1．0

3．4

112～160

250

100

Greenwaldは，家兎卵管のムチン分泌が黄体ホルモン

によつて増加すること，また家兎受精卵のムチン層は卵

管で肥厚すると報告している21）22）．

　透明層，透明層下卵子横径については，D．C培養卵

と対照卵との問に大きな差は認められない．また，分割

細胞の配分については，D．C培養卵と対照卵との間に，

写真に示したごとく，一部の変性卵を除外して，差は認

められない．

　卵の培養について，その成功を論ずるには，培養卵の

生存能力，発育能力の両面から検討されなければならな

い．このためには，培養卵の形態的検討の他に培養卵を

生体にもどして胎芽発育が行なわれるか，最終的には，

正常な仔を出産できるかによつて成否が問われるべきで

ある，著者の実験系では，HCGにて同一周期（シンク

ロナイズ）とした家兎に3回5ケの桑実卵の移植を試み

ているが，未だ妊娠への移行につながつていない．

　卵割速度については，交尾48時間後には対照卵では，

16～32分割卵となるが，実験系では，D．Cからの回収

卵に占める4分割卵の比が26．2％，8分割卵が21．4°／o，

16～32分割桑実卵の割合が13．6％と，対照卵に比して遅

延している．OnumaやMauer等も2分割卵からの体
外培養で遅延傾向を報告している23）24）25）26）．

　ムチン層の菲薄化をのぞき，光顕的に，卵割速度，形

態に対照卵と差のない桑実卵が得られたことは，腹腔内

D．C内培養の可能性を示唆するものである．

　稿を終えるあたり，御懇意なる御指導，御校閲を賜つ

た恩師飯塚理入教授に深甚なる謝意を表します．また終

始御指導，御助言をいただきました河上征治博師，森定

優医長に感謝の意を表します．卵の培養について御教示

いただいた鈴木秋悦助教授に謝意を表します．さらに，

種々御協力いただきました卵管研究班の諸兄に心より感

謝の意を表します．

　本研究の一部は，昭和55年度文部省科学研究費補助金

によったことを付記します．

　（本論文の要旨は第25回日本不妊学会総会に発表し
た）．

文　　献

1）Chang，　M．　C．：　Fertilization　of　rabbit　ova

　　in　vi：ro．　NATURE．184：466，1959，
2）Edwards，　R．　G．，　Steptoe，　P．　C．，　and　Purdy，

　　J．M．：Establishing　full・term　human　preg．

　　nanCieS　USing　cleaving　embryOS　groWn　in　vi－

　　tro．　Brit．　J．　obstet．　Gynec．87：737，1980．

3）Edwards，　R．　G．，　Steptoe，　P，C．　and　Purdy，

　　J。M．：Clinical　aspects　of　pregnancies　estab－

　　1ished　with　cleaving　embryos　grown　in　vitro，

　　Brit．　J．　Obstet．　Gynec．87：757，1980．

4）Pauerstein，　C。　J．，　and　Eddy，　C．　A．：　The

　　role　of　the　oviduct　in　reproduction．　J．　Re・

　　prod．　Fert．55：223，　1979．

5）Aitkell，　R．　J：Tubal　and　uterine　secretions．

　　J，Reprod．　Fert．55：247，ユ979．

6）Stone，　S，　L．，　and　Hamner．　C．　E．：Biochem－

　　istry　and　physiology　of　oviductal　secretions．

　　Gynec，　Invest．6：234，1975．

7）Motlik，　J．，　and　Fulka，　J：Fertilization　and

　　development　in　vivo　of　rabbit　oocytes　culti－

　　vated　in　vitro．　J．　Reprod．　Fert．40：183，

　　1974．

8）豊田裕：卵の培養と移植，産婦世界，28：41，

　　1976．

9）Adams，　J．Ω．，　and　Schreier，　P．　C，：Abdom－

　　inal　pregnancy，　a　case　report．　Am．　J．　Obstet．

　　Gynec．73二680，1957．
10）Studdiford，　W．　E．：Primary　peritoneal　preg．

　　nancy．　Am．　J．　Obstet．　Gynec，44：487，

　　1942．

11）Hanes，　M．　V．：Ektopic　pregnancy．　Obstet．

1

●



顧

「

』

昭和57年10刀1日 鈴　木　俊　夫 （451）　13

　　　Gynec．23：882，1964、

12）小郷　哲，北　徳，山下貢司，重本弘定：実験用

　　　　ウサギに見られた腹腔妊娠例．日．不妊誌，24：

　　　5，1979．

13）Buckley，　P．　and　Caine，　A．：　A　high　inci－

　　　dence　of　abdominal　pregnancy　in　the　djun－

　　　garion　hamster．　J．　Reprod．　Fert．56：679，

　　　　1979．

14）Hamner，　C．　E．　and　Williams．　W．　L：

　　　Composition　of　Rabbit　Oviduct　Secretions．

　　　Fert．　SteriL　16：170，1965．

15）Helmdah1，　T．　H。　and　Mastroianni，　L，　Jr．：

　　　　Continuous　Collection　of　Rabbit　Oviduct　Se－

　　　　cretion．　Fert．　SteriL　16；587，1965．

16）Lutwak－Mann，　C．：Some　properties　of　U．

　　　　terine　and　cervical　fluid　in　the　rabbit・Bio－

　　　　chim．　et　byophys．　acta　58：637，1962．

17）Mastroianni，　L．　and　Wallach，　R．　C．：Effect

　　　　of　ovulation　and　early　gestation　on　oviduct

　　　　secretions　in　the　rabbit．　Am．　J．　PhysioL　200

　　　　：815，　1961．

18）Morisada，　M．，　Yamaguchi，　H．　and　Iizuka，

　　　　R．：　Toxic　action　of　anti－HCG　antibody　to

　　　　Human　trophoblast．　Int．　J．　FertiL　l7：65，

　　　　1972．

19）広井正彦，川越慎之助：小動物の排卵誘発法．

　　　　臨婦産，32（5）：371，1978．

20）石島芳郎：過排卵実験法，臨婦産，33（4）：

　　　　291，　1979．

21）Greenwald，　G．　S．：Interruption　of　pregna・

　　　　ncy　in　the　rabbit　by　the　administration　of

22）

23）

24）

25）

26）

estrogen．　J．　Exp．　Zool．135：461，1957．

Pincus，　G．：Observation　on　the　living　eggs

of　the　rabbit。　Proc．　Roy．　Soc　107：132，1930．

Kreitma皿，0．　and　Hodgen，　G．　D．：　Re．

tarded　cleavage　rates　of　Preimplantation　mon．

key　embryos　in　vitro。　J．　A．　M．　A．246：627，

1981．

Hideo，　Omuma．，　R，　R．　Maurer．　and　R，　H．

Foote．：In－vitro　cutrure　of　rabbit　ova　from

ealy　cleavage　stages　to　the　blastocyst　st－

age　T，　Reprod，　Fert　16：491－493，1968．

Bryson，　D．　L．：Development　of　mouse　eggs

in　diffusion　chamber．　Science．　144：1351，

1964．

Mauer，　R．　E．，　Hafez，　E．　S．　E．，　Ehlers，　M．

H．and　King，　J．　R．：　Culture　of　two　cell

rabbit　eggs　in　chemically　de丘ned　media．　Exp．

Ce1L　Research．52：293，1968．

The　studies　on　intrace1量al　culture

　　of　fertilized　rabbit　ova　using

　　　　　　　　diffusion　chamber

Tosh量o　Suzuki

Department　of　obstetrics　and　Gyrlecology．

　　School　of皿edicine，　Keio　University

　　　　（Director：Prof．　Rihachi　Iizuka）

　　As　one　of　the　steps　in　the　process　of　test　tube

babies　and　to　study　the　growth　of　fertilized　ova　ill

the　intraperitoneal　environment，　an　attempt　was

made　to　culture　fertilized　malnmalian　ova　intrape－

ritoneally　using　diffusion　chamber．　Researches　in

vitro　are　necessary　to　understand　the　mechanism

of　fertilization，　however，　in　the　process　of　test　tube

babies，　the　steps　in　vitro　are　presently　limited　to

external　fertilization　and　external　incubation，　and

the　remaining　steps　are　carried　out　in　vivo・Success

rates　in　test　tube　babies　are　raised　by　the　use　of

ova　lust　before　ovulation　rather　than　to　make　them

matured　by　external　incubation．　In　addition，　serum

added　media　result　in　higher　success　rates　than

those　obtained　by　chemically　synthesized　media．

　　Therefore，　we　believe　it　is　worthwhile　to　review

the　me止ods　in　vivo．　Since　there　is　a　close　simi－

larity　in　composition　between　serum　and　ascite・

and　also　there　are　reports　of　intracelial　pregnancy，

we　selected　the　abdominal　cavity　as　the　place　of

incubation　in　vivo．　The　following　are　the　results　of

experiments　on　fertilized　ova　under　the　intraperito。

neal　environment　by　our　culture　method，in　which

the　millipore丘1ter　diffusめn　chamber　was　used．

　　1）Out　of　249　fertilized　rabbit　ova　enclosed　in　the

millipore　丘lter　diffusion　chamber　and　cultured

intracelially　in　the量r　respective　mother　rabbits　for　24

hours，103　fertilized　ova　were　recovered．

　　2）The　above　recovered　ova　consisted　of　40　two－

cell　stage，27　four・celi　stage，　22　e量ght・cell　stage　ova

and　14　morulae．　As　a　whole，　the　speed　of　cleavage

by　this　method　tended　to　delay　as　compared　to

that　in　oviducts．

　　3）By　the　present　culture　rnethod．　we　were　able

to　obtain　morulae　which　showed　no　difference　bet－

ween　standard　ova　in　oviducts　ill　morphology　as

well　as　in　the　speed　of　cleavage　at　the　microscop1c

】eveL

（受付：昭和57年5月14日，特掲）
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写真1 右：穴あきプラスチックリング
左：Diffusion　Chamber

写真2　2分割卵を封入したDiffusien　Chamber
　　　　を家兎腹腔内に挿入

写真3　D，C内培養後の2分割変性卵

写真4　D．C内培養後の2分割卵

日不妊会誌　27巻4号

写真5　交配24時岡後，卵管内2分割卵

写真6　D．C培養後2分割変性卵

写真7　D．C培養後変性卵

写真8　D．C培養後変性卵（ノマルスキー）

1
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写真9　D．C培養後8分割卵

写10　D．C培養後変性卵

写真11　D．C培養後桑実卵
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写真13　交配48時間後対照卵

写真14　交配48時間後対照卵

写真15　D．C培養8・一　12分割卵

写真12　D．C培養後桑実卵
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　Clomiphene　citrate治療により妊娠した婦人から出生した児の外表奇形発生率について・全国の施設で5

年間にわたりprospectiveに調査した．　Clomiphene治療による1，139例の妊娠が集計され・このうち1・034

例の転帰を追跡し得た。Clomiphene単独投与群の自然流産率は13．8％，子宮外妊娠がO・5°／・，胞状奇胎が0・1

％，死産が1．6％に認められた．児の奇形の有無を観察できた935例のうち21例（2．2％）に外表奇形が認めら

れた．この発生率は対照とした自然排卵群の30，033例中の外表奇形発生率1．7％と有意な差はなく・奇形の内

容においても対照に比し特定の奇形が多発する傾向はみられなかつた．これらのことから現在一般に使用さ

れているclomipheneの投与量では新生児の奇形発生に影響を与えないことが示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jap．　J．　Fert．　Ster．，27（4），454－461，1982）

1．はじめに

　Clomiphene　citrate（以下clomipheneと略す）は第1

度無月経に対する排卵誘発剤として臨床的に繁用されて

おり，数多くの治療成績に関する報告がなされている．

しかし，これらの報告のほとんどは妊娠例数が300例以

下と少なく，妊娠後の経過や新生児の状態，特に奇形の

発生についての成績は一定していない．

　今回，全国的規模で昭和51年より昭和55年までの5年

間にclomlphene療法により妊娠した婦人の妊娠後の経

過と出生児の奇形発生についてprospectiveに調査し，

その結果をまとめたので，若干の考察を加えて報告す

る．

II．対象および方法

　調査を行つたのはclomiphene（Clomid⑬）療法を数

多く施行しているとみなされる表記9大学附属病院であ

り，地域的には北海道から九州まで全国的に分布してい

る．昭和51年1月1日から昭和55年12月31日までの5

年間にclomipheneを投与した全症例をprespectiveに

調査したが，このうち1，139例が妊娠し，妊娠の転帰が

判明した1，034例が集計された．また同時期に他の排卵

誘発剤により妊娠した351例についても併せて調査し

た．さらに同時期に排卵誘発剤によらず自然に妊娠分娩

した29，900例を対照とした．これらの症例の妊娠の転帰

と児の生後1週間以内に判明しうる奇形の発生頻度や奇

形の内容について集計した．

III．成　　績

　1．妊娠の転帰

　各種排卵誘発剤により妊娠しその転帰を追跡し得た

1，385例を，使用した排卵誘発剤別にclomiphene単独

群（1，034例），clomiphene・HMG－HCG群（43例），

HMG－HCG群（186例），　bromocriptine，　cyclophenyL

tamoxifen．などのその他の群（122例）の4群に分け，

その転帰を表1に示した．

　自然流産率はclomiphene単独群で13．8％，他の3群

は14．8～20．9％であつた．

　Clomiphene単独群では子宮外妊娠が5例（O．5％）

と胞状奇胎が1例（0．1％）認められたが，HMG－HCG

群には見られなかつた．

　早産率はHMG－HCG群で13．4％と，　clomiphene単

独群の5．9％に比べ高かつた．

　死産率は各群とも1．3～2．9％であつた・

　2．新生児奇形

　出生後7日以内に診断し得た外表奇形，内臓奇形，染

色体異常，代謝異常などを集計したが，外表奇形以外は

生後7日までの観察では検出率に信頼性を置き難いので

統計的処理からは除外した．外表奇形はその内容によ

りさらに大奇形と小奇形に分類した．この分類は大浦1）
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表1　各種排卵誘発による妊娠の転帰

転 帰 Clomiphene

自　然　流　産

人　工　流　産

143（13．8）

　4（0．4）

CI・miph，。　e－　l

HMG－HCG　l HMG・HCG

9（20．9）

0（0．0）

31（18．3）

2（1．1）

その他の
排卵誘発剤

18（14．8）

2（1．6）

流　　産（計） 147（14．2） 9（20．9） 36（19．4） 20（16．6）

外

奇

早

正

過

妊

期

期

娠

胎

産

産

産

　5（0．5）

　1（0．1）

61（5．9）

794（76．8）

26（2．5）

0（0．0）

0（0．0）

9（20．9）

25（58．1）

0（0．0）

　0（O．O）

　0（0．0）

25（13．4）

125（67．2）

　0（O．O）

2（1．6）

0（0．0）

7（5．7）

92（75．4）

1（0．8）

合 計 1034 43 186 122

転 帰

生

死

産

産

Clomiphene

867（98．4）

14（　1．6）

Clomiphene－

HMG－HCG
33（97．1）

1（2．9）

HMG－HCG

148（98．7）

　2（1．3）

合 計 881 34 150

その他の
1非1卵誘発斉IJ

98（98．0）

2（2．0）

100

表2　自然排卵および誘発排卵の種類別奇形

　　　発生数と頻度

自然排卵

Clomiphene

Clomiphene

HMG・HCG

HMG・HCG

　その他の
t非耳「ヨ誘発斉lj

全観察
児　数

30，033

935

48

215

104

外

大奇形

表　奇　形

椅圖計
332

（1．1）

　9
（1．0）

　0
（0．0）

　3
（1．4）

　0
（0．0）

188
（0．6）

　12
（1．3）

　2
（4．2）

　1
（0．5）

　1
（1，0）

520
（1．7）

　21
（2．2）

　2
（4．2）

　4
（1．9）

　1
（1．0）

（）：％

の報告に基づいたが，原則として児が生活する上に支障

をきたすものを大奇形，支障をきたさないものを小奇形

として一部本研究会で改変したものを用いた．分類の詳

細は表6の自然排卵例における外表奇形例の種類として

示した．

　表2には自然排卵および誘発排卵の種類別奇形発生数

とその頻度を示した．全外表奇形の発生頻度は自然排卵

群の1．7％とclomipheneの2．2％をはじめとする各種排

卵誘発群との間に有意差がなかつた．

　自然排卵群とclomiphene単独群の母体年齢分布と年

齢別外表奇形児出産率を検討したところ，自然排卵群と

clomiphene単独群の母体年齢の平均はそれぞれ28．48歳

および28．58歳と差はなくその年齢分布にも著しい差は

認められなかつた．また奇形児を出産した母体の平均年

齢も28．62歳および28．81歳と差がなかつたが，自然排卵

例においては20歳以下と40歳以上の母体から生まれた児

の奇形率が高い傾向が認められた．

　児の性別による全外表奇形発生率をみると，clomiph－

ene単独群はじめ他の群においても女児に比し男児が高

い傾向がみられた（表3）．外表奇形のうち大奇形につ

いても同様の傾向が認められた．

　表4には単胎，多胎別の外表奇形発生率を示した．単

胎に比べ多胎の例数が少ないために一一定の傾向はみられ

ないが，clomiphene単独群を単胎児と多胎児とに二大

別すると単胎児における外表奇形発生率が2．3％，多胎

は1．4％と，多胎よりも単胎に外表奇形の発生率が高か

つた．

　外表奇形発生率とclomipheneの1日投与量別に症例

数の少ない1日200mg投与群を除いて線型ロジスティ

ック回帰分析法を用いて分析した結果，1日投与量と大

奇形発生率との問には，有意な用量反応関係が見られな

かつた．

　Clomiphene治療による外表奇形例の詳細を表5に示

したが大奇形としては無脳症1例，口唇裂，口蓋裂2

例，多指（趾）症3例，先天性股関節脱臼2例，内反足

1例，鈎足1例の計9例と小奇形としてはRiga　Fede

disease（鬼歯）1例，小顎症1例，副耳1例，耳介変形

1例，尿道下裂2例，停留睾丸1例，ソケイヘルニア3
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表3　薪生児の性別と外表奇形
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‘

自然排卵

Clomiphene

Clomiphene－

HMG－HCG

HMG－HCG

その他の
排卵誘発剤

奇形児数

観察児数

奇形児数
奇形発生率

観察児数

奇形児数
奇形発生率

観察児数
奇形児数
奇形発生率

観察児数

奇形児数
奇形発生率

男

279　　（　　171）

487

14　（6）
　2．9（　1．2）

26

0　（0）
0．0（　0．0）

121

　3　（2）
　2．5（　1．7）

60

1　（0）
1．7（　0．0）

女

234　　（　154）

417

　7　（3）
　1．7（　O．7）

20

1　（0）
5．0（　0．0）

81

1　（1）
1．2（　1．2）

43

0　（0）
0．0（　0．0）

不 明

7　（7）

31

0　（0）
O．O（　O．O）

2

1　（0）
50．0（　　0．0）

11

0　（0）
0．0（　0．0）

1

0　（0）
0．0（　0．0）

合 計

520　　（　　332）

935

21　（9）
　2．2（　1．0）

48

2　（0）
4．2（　0，0）

213

　4　（3）
　1．9（　1．4）

104

　1　（0）
　1．0（　0．0）

（）：大奇形

表4　単胎・多胎別外表奇形発生率

単　胎

自然排卵

Clomiphene

Clomiphene・

HMG－HCG

HMG－HCG

　その他の
排卵誘発剤

　　　　　L奇形児釧5・・

観察児数
奇形児数
奇形発生率

観察児数

奇形児数
奇形発生率

観察児数
奇形児数
奇形発生率

観察児数

奇形児数
奇形発生率

862

20

　2．3

26

2

7．7

131

　4

　3。1

100

　1

　1．0

双　胎

9

70

1

1．4

12

0

0．0

38

0

0．0

4

0

0．0

品　胎

0

：3

0

0。0

6

0

0．0

27

1

3．7

0

0

0．0

四　胎

0

0

0

0．0

4

0

0．0

12

0

0．0

0

0

0．0

五　胎

0

0

0

0．0

0

0

0．O

5

0

0．0

0

0

0．0

合　計

520

935

21

　2．2

48

2

4．2

213

　5

　2．3

104

　1

　1．0

例，外反足2例の計14例であつた．これらは表6に掲げ

た自然排卵例における外表奇形の内訳と比較しても，特

徴的な所見はなかつた．表6には対照とした自然排卵群

における新生児30，033例中520例にみられた外表奇形の

内訳とその発生例数を掲げた．大奇形の中で発生頻度の

高いのは，無脳症，内反足，口唇裂，口蓋裂，鎖肛，水

頭症，多指症などであり，小奇形の中では副耳，停留睾

丸，外反足（軽度）などが多かつた．

IV．考　　案

一般に妊娠，分娩の際の奇形の発見率は対象とする奇

形の種類や調査の時期と期間や密度によつて大きく異な

るし，その数値は症例数によつても支配される．例えば自

然排卵による奇形の発見率は0．8％2）～8．2％3）と調査に

よつて大きく異なる．また表7にはclomiphene治療で

妊娠し観察児数が50例以上のこれまでの報告を示してい

るが，その奇形児発見率は0．0％13）～10．8％11）と対象症

例数と奇形の種類や調査密度によつて異なる．したがつ

てclomiphene治療後の正確な奇形発生率を知ろうとす

れば，調査密度を一定にし，自然排卵のそれを対照とし

てとり，かつ多数の症例を集計する必要がある．

　今回の調査はclomiphene療法を中心に排卵誘発治療



20　（458）

大奇形

Clomiphene療法により出生した新生児の奇形に関する全国調査成績　日不妊会誌　27巻4yi一

　　　　　　　表5　Clomiphene治療後の奇形例一覧表

No．

1

2

3

4

5

6

7

8

9

妊産

婦

年齢

34

30

31

133

28

29

27

27

25

診断名

無排卵
周期症

無排卵
周期症

無月経
第1度
無月経
第1度

無月経
第1度

無排卵
周期症

無排卵
周期症

無月経
第1度

無排卵
周期症

周

期

数

6

1

5

1・1

3

9

7

1・

2

　1日投
与量＊＊

mg（X5
日間）

併　用　薬
妊娠中の異常 妊娠

の

症　　状

501なし な　し

100

100

150

100

100

150

100

150

な　　し

な　　し

　　HCG
Prednisolone

　HCG
ビタミンC

　HCG
Gestagen
ビタミンC
Estrogen
Gestagen

な　　し

な　　し

切迫流産
トリコモナス

な　　し

切迫流産
妊娠中毒症

切迫流産
貧　　血

な　　し

切迫流産

な　し

妊娠中毒症
妊娠貧血
ガンジダ膣炎

治療薬

アユフアス
トン

フフシール

ズファジラン
フシックス
リトドリン
インダシン
ズファジラン
レダフェロン

ルトラール
タクチラン

ルネトロン
フェログラ
エンペシド

辮糊
一

138

20～261

31137

15
32
8
4

1

11・

30
30
38

36

39

36

38

40

39

40

［新生

児数

性別

1

男

1

男

身長

（cm）

48．5

1

　　44．5女

体重

（9）

2800

2380

新生児

奇形所見

無脳症

口唇裂
口蓋裂

1815’　口　　i蓋i　裂

1

男

1

男

双胎

第2子
　男

5α5133・5諺醗

47．0

48．9

1

　　49．0女

陵
1

女

152・5

50．5

2690

2780

3095

3230

多指症（右
手母指）

多指症

先天性股関
節脱EI

右内反足

3510　　壷勾　　素己

小奇形

No．

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

妊産

婦

年齢

31

29

26

24

診断名

希発月経

無刀経
第1度

希発刀経

無排卵
周期症

周

期

数

gl

3

2

12

i28庵難2
1　・・

27

25「

30

31

128

30

無排卵
周期症

無排卵
周期症

無排卵
周期症

無排卵
周期症

無月経
第1度
無月経
第1度
無排卵
周期症

21

4

1・

1日投
与量Ot’・＊

mg（×5
日間）

100

100

100

50

50

100

　　50
　　50
二段投与
法

50

21・5・1

lE

l21

4

・5・1

50

150

併　用　薬
妊娠中の異常

症　　状

な　　し な　し

治療薬

な　し

HCG

な　し

な　し

HCG

な　し

な　し

Gestagen

HCG

な　し

HCG

な　し

な　し

切迫流産
羊水過多症

な　　し

な　　し

な　　し

切迫流産

な　　し

な　　し

な　　し

な　　し

ズファジラン

ズ・・ジ・ン1

投与時
間（W）

妊娠
の

転帰
（W）

1－14・

1－・6

24

25

40

29
（死産）

i　39

41

39

39

1　3s

1・・

1　39

新生

児数

性別

1

男

1

男

1

男

1

男

身長

（cm）

52。0

「44・5

50．5

1

　　48．5男

男49・・1

1

女
48．0

1

　　48．5男

1

女
40．5

1

男

劃46・・

　　　140
　　女

48．0

体重

（9）

4189

新生児

奇形所見

小顎症
1288・副耳

3150
外耳介軽度
変形，頭部
やや大

1262留瓢
　　lb，idg。

2957

2780

3250

3240

・97・1

3270

2902

尿道下裂
（軽度）

L二留睾丸

右ソケイヘ
ルニア

両側ソケイ

ヘルニァ
ソケイヘル
ニア

股関節形成
不全

外反足（軽
度）

　　1外反足（軽2760
　　度）

＊：妊娠成立までの連続誘発治療周期数　　＊：妊娠成立周期のclomiphene投与量

の
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表7Clomiphene治療による奇形児発生率に関する報告

著 者

Kistner4）

MacGregor　et　al5）

Karow＆Payne6）
Goldfarb　et　a17）

Murray＆Clarke8）
Hack　et　a19）

東山秀聲i他10）

Har工ap3）

Aflgren　et　aL11）

（1967）

（1968）

（1968）

（1968）

（1971）

（1972）

（1975）

（1976）

（1976）

三宅侃他12）　　　　（1977）

関光倫，関克義13）　　（1980）

本論文　　　　　　　（1982）

講児数1 轡嚢

1，232

1，506

　124

　166

　78
　104

　63
　225

148

248

107

935

28

38

4（2）

2（2）

1

6（3）

2（2）

22

16（11）

1（1）

0

（21）

隔形率

2．3

2．5

3．2（1．6）

1ユ（1．1）

L3
5，8（2．9）

3．2（3．2）

9．8

10．8（7．4）

0．7（0．7）

0．0

（2．2）

内 訳

記載なし

記載なし

幽門狭窄，ダウン症候群，先天性股関節脱臼，轡曲足

血管腫

記載なし

欠指症，心奇形，先天性股関節脱臼，幽門狭窄

鎖肛，多指症

鎖肛，ダウン症候群など

髄膜瘤，尿道下裂，多指症，陰嚢水腫，ダウン症候群
など

多指症

本論文内容参照

（）：外表奇形

1

を数多く施行しており，奇形児の検出に務めているとみ

なされる全国の大学附属病院で行われた．また一般にこ

の種の調査がretrospectiveなものが多いが，今回は5

年間にわたりprospectiveに行つた．したがつて今回の

調査内容は信頼できるものと思われるs

　表7に示したようにclomiphene治療後の奇形児発生

率に関する報告の中で，対象児数はMacGregorら4）

の1，506例，Kistner5）の1，232例が多く，国内では三宅

ら12）の248例が多い．これ以外のほとんどは200例以下

である．今回我々の観察したclomiphene治療による児

は935例であり，充分統計処理をなし得る数と考えられ

る．Clomiphene治療後の奇形発生率に関するこれまで

の報告は10．8％11）以下でそのほとんどが3．5％以下であ

つた．外表奇形だけの発生率をみると，Aflgren　et　al11）

の7．4％を除けば3％前後以下に分布しており，我々の

成績は2．2％で差はなかつた．これらの報告の中で，自

然排卵群の奇形発生率と比較している報告はHarlap3）

によるのみである．彼はclomiphene治療後に出生した

225例の新生児中2例（O．9％）の大奇形と20例（8．9％）

の小奇形を報告しているが，対照となる一般人口におけ

る大および小奇形の発生率である1．0％および7．2％に比

べ高くないとしている．今回の我々の外表奇形の集計で

も，対照の1．7％に比べclomiphene治療による2．2％は

統計的に有意差は認めなかつた．しかもcolomiphene

治療後の外表大奇形発生率とclomiphene　1日投与量

Omgから150mgの間で有意な用量反応関係が認めら

れなかつた．またclomipheneを投与した時期は排卵前

であり，妊娠後の胎児の器官形成の臨界期との間に日数

的に大きな差があることも，これを裏付ける条件であろ

う．これらの事実はclom三phene治療がその新生児奇形

発生率に影響を与えないことを示唆している．

　Clomiphene治療後の新生児奇形の内容を今までの報

告でみると，血管腫，多指症，鎖肛，無脳症，心奇形，

ダウン症候群などのように自然排卵による児にみられる

頻度の高い奇形が多く認められた．我々の成績でも自然

排卵群に多く認められる奇形の発生がclomiphene治療

群でみられ，サリドマイド投与によるいわゆるアザラシ

症のような特徴的な奇形は認められなかつた．これらの

ことからも，clomiphene投与が新生児奇形発生に直接

影響を及ぼしている可能性はほとんどないと言える．
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　　To　investigate　the　effects　of　clomiphene　citrate

on　the　incidence　of　the　congenital　malformations

in　newborn　babies，　the　outcome　of　1034　pregnancies

after　clomiphene　　therapy　during　5　years　at　g

university　hospitals　were　studied．　Of　these　pregnan－

cies，14．O　percent　ended　in　spontaneous　abortions，

0．5percent　ectopic　pregnancies，0．1　percent　molar

pregnancies　and　1．6　percent　stillbirths．　935　babies

have　been　born　and　visible　malformations　have

been　found　in　21　babies（2．3％）This　incidence　of

malformations　was　not　significantly　dif〔erent　from

that　（1．7％）　in　30，033　babies　after　spontaneous

ovulations（control　group）and　the　type　of　malfor－

mations　after　clomiphene　treatment　were　similar　to

the　control　group．　These　data　indicate　that　clomi－

phene　citrate　has　no　teratogenic　effect　on　progeny．

　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和57年6月3日，特掲）
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排卵性不妊婦人のProlactin分泌動態と

Bromocriptine投与による影響について

　Prolactin　Levels　in　Ovulated　Unexplained　Infertile

Women　and　Effects　of　Bromocriptine　Administration

東京慈恵会医科大学産婦人科学教室（主任：蜂屋祥一教授）

　　　　　　　斉　　藤　　雪　　郎

　　　　　　　　　Yukio　SAITO

「

lst．　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

　The　Jikei　University　School　of　Medicine

　　（Director：Prof．　Shoichi　HACHIYA）

　排卵性不妊患者の血中Prolactin（PRL）分泌を分析し，さらにBremocriptine投与の影響を検討した．

方法は排卵性の機能性不妊患者46例の血中LH，　FSH，　PRL，　Progesterone（P），　Estradiol（E2）を経日的

に定量し，前記の対象をPRLの値より，常時30ng／ml以下の正PRL群（A群）と，30　ng／ml以上の高

PRL群（B群）の2群に分類し両群の内分泌動態を比較した．

　1）　A群は41例，B群は5例で，後者の4例に軽度乳汁漏がみられた．　B群のPRLは卵胞期26．5±6．0，

排卵期33．2±4．1，黄体期39．2±10．7mg／mlとA群に比べ有意に高値であつた．

　2）両群のt・nicなgonadotropin分泌は殆んど同一であるが，　B群の黄体期P，　E・は有意に低値で黄体

機能低下を示した．

　3）両群にBromocriptine投与を卵胞期，黄体期，卵胞期＋黄体期の三法で行なつた結果，①A群は三法

ともPRLが有意に低下したがP，　E2は有意な変化がなかつた．②B群もPRLは有意に低下したが，逆

にP，E2は有意に上昇した．特に卵胞期＋黄体期投与が最も高い上昇を示した．この事は高PRL状態が何

らかの機序で卵胞の成熟と黄体の活性を抑制するものと考えられ，さらにBromocriptineが高PRL分泌を

抑制する事により黄体機能の改善をはかつたと考えられた．

　以上Bromocriptineは高PRLと黄体機能低下を伴なう排卵性不妊に有効であると思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jap．　J．　Fert．　Ste．，27（4），462－471，1982）

緒　　言

いわゆる黄体機能不全症の成因は現在なお明確ではない

が，近年その一つとして排卵後の黄体形成過程やその維

持の異常というより，むしろ排卵前の卵胞成熟過程の不

全によるという説が有力視されている．その原因には

LHIFSH　surgeの前のFSH分泌の低下によるとする

もの（Sherman20）），逆にFSH高値によるFSHILH

ratioの異常によるなどの報告（木川3））がある．いずれ

にしてもgonadotropinの分泌異常が第一義的な原因と

考えられてきた．

　しかし近年黄体機能不全，特にshort　luteal　phaseの

一
部に高prolactin血症を伴なう例が存在する事が報告

され（del　Pozo9）），またその治療法にはprolactin分泌

抑制作用を有するBromocriptineが有効である事が報

告されている（Lenton15））．そこで今回著者らは明らか

に排卵を有する不妊婦人のprolactin分泌動態を特に黄

体機能との関連より分析し，またBromocriptineを投

与しその影響について検討した．

検索対象ならびに方法

　検索対象は昭和56年1月より同57年3月まで当科不妊

外来を受診した不妊患者のうち，明らかに排卵性周期を

有し，かつルーチンの不妊症検査にて明らかな不妊原因
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2）Bromocriptine　adminitrated　cycle

①CB－・542・5m・・d・y

（463）25

開始までの期間）の3方法にて行なつた（図1）．

　3．ホルモン定量

　凍結保存した血清のLH，　FSH，　PRL，　E2，　Pはいず

れもRIA法にて測定した．　LH，　FSHはそれぞれ第

一 ラジオアイソトープ社製の2抗体法のLH，　FSH，

RIA　kitを用い，またPRL，　P，　E2はそれぞれCIS

製のRIA　kitを用いRIA法にて測定した．

成　　績

② CB－15425mg／day

③ CB－1542．5mg／day

1↑憎↑1↑1↑↑ll
L＿LH，　FsH，　PRL，　E、，　P一

Fig．1　Method

を有しない，いわゆる機能性不妊患者46名である．

　方法はこれら機能性不妊患者46例にたいし図1上段に

示すごとく同一周期の卵胞期中期から黄体期後期にかけ

隔日，あるいは連日の午前10時に肘静脈より採血し，静

脈血は血清分離後一20°Cにて凍結保存しLH，　FSH，

estradio／（E2），　progesterone（P），　prolaction（PRL）の

ホルモン測定に供した．

　1．対象の分類

　前記の経目的ホルモン測定の結果，そのprolactin

（PRL）レベルより対象を2群に分類した、すなわち

PRLレベルが常時30ng／ml以下か，あるいはepisodic

にのみ30ng／ml以上を示す群をA群とし，一方PRLレ

ベルが月経周期を通し常時30ng／ml以上を示す高PRL

群をB群とし対象を以上の2群に分i類した．

　また対象全例に自発的あるいは乳房の圧迫による乳汁

漏の有無を検した．

　2．Bromocriptineの投与

　前記の方法にて分類したA，B両群のうちA群の10

例とB群の全例にBromocriptneを1日2．5mg経口投

与しその間のホルモン分泌動態をコントロール周期と同

様，連日あるいは隔日に肘静脈より採血しLH，　FSH，

PRL，　E2，　Pを測定した．　Bromocriptineの投与方法は

図1下段に示すように①卵胞期投与（月経開始第2目

目からBBTが上昇するまでの期問），②黄体期投与

（BBTが上昇してから次回月経が開始するまでの期間），

③卵胞期＋黄体期投与（月経開始第2日目から次回H経

　既にのべたA，B両群の内分泌学的差異を特に．月経

周期各時期のPRLレベル，　LH，　FSH分泌ならびに黄

体機能の順に比較した．

　1．PRLレベルの比較

　PRLレベルが周期を通し30ng／ml以下かepisodicに

のみ30ng／ml以上を示すA群は対象45例中41例，89．1

％であつた．一方持続的にPRLが30　ng／ml以上の高

PRLを示すB群は5例，10．9％であつた．

　そのうちA群はいずれも自発的にも乳房圧迫にても乳

汁漏出例はみられなかった．

　一方B群は5例中4例に乳房圧迫により乳汁漏出がみ

とめられた．

　つぎに月経周期を通してのPRLのレベルの推移を

A，B両群で比較した結果は図2の通りである・すなわ

ちA群のPRL平均は卵胞期12，1±6．4　ng／ml，排卵期

17．4±7．2ng／ml，黄体期17．5±11．3nglm1であつた．

　一方B群のPRLの平均値はそれぞれ卵胞期26。5±

6．Ong／ml，排卵期33．2±4．1ng／m1，黄体期39．2±10．7

ng／mlであり，　B群は各時期とも有意に（卵胞期0．001

＜P＜0．01，排卵期0．001＜P＜0．01，黄体期P＜0．001）

5。！
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　　　　　　　　　　　（1：黙謂く°’°1）

Fig．2　The　nlean（±SD）pro丘les　of　Prola－

　　　　ctin　levels　in　group　A　and　B
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Fig，3　The　mean（±SD）profiles　LH　and

　　　　FSH　Ievels　in　group　A　and　B

A群に較べ高値であった．

　A，B両群のPRLの周期性変化は両群とも黄体期に

高値の傾向がみられたが有意ではなくLHのごとく明

らかな周期性変化はみられなかつた（図2）．

　2．gonadotropin分泌パターンの比較

　A，B両群の月経周期各時期のtonic　gonadotropin

分泌と排卵期におけるsurgeを比較した結果が図3で

ある．

　すなわちLHではA群は卵胞期18．6±6．2mIU／ml，

B群は17．0±5．OmlU／mlと両群に差はなく，また排卵

期におけるLH　surgeもA群が132．3±69．1mlU／ml，

B群は116．0±50．OmlU／mlとやはり両群に差はみられ

ない．また黄体期でもA群が11．8±6．6mlU／ml，　B群は

15．2±3．7mlU／m1と両群に差がみられなかった．

　同様FSHについて比較した．その結果，卵胞期の
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Fig．4　Comparison　of　mean　Progesterone
　　　　（P）and　Estradiol（E2）1evels　of　gr－

　　　　oup　A　and　B　in　mid－luteal　phase

A群は9．7±3．OmlU／ml，　B群は12．3±1．2mlU／m1，排

卵期A群は24．9±9．9mlU／m1，　B群24．0±3．7mlU／ml，

また黄体期でもA群は6．0±2．OmlU／ml，　B群は7．4±

4．5mlU／mlといずれの時期とも両群に差がみられない

結果であつた．

　以上のごとく各時期におけるtonicなLH，　FSH分

泌およびmidcyc！e　surgeはA，　B両群は殆んど同一パ

ターンを示した（図3），

　3．黄体機能の比較

　A，B両群の黄体機能を比較する目的で両群の黄体期

中期（排卵第5から第9日目の5目間）のP，E2の平

均を比較した．

　その結果PはA群が平均12．8±3．7ng／mlに比べ，　B

群は7．6±3．5ng／mlと有意（P〈0．01）に低値であつ

た．同様E2でもA群は180．4±72．8pg／mlである一方，

B群は115．3±56．2pg／mlとA群に比べ低値の傾向（O．02

＜P＜0．05）を示した．このようにA群に比べB群は，

progesterone，　estradio1とも低値で黄体機能の低下を示

す結果であつた（図4）．

　4．Bromocriptine投与による影響

　Bromocriptine投与前と投与時の両群のPRL，　LH，

FSH，　P，　E2分泌の変化を黄体期中期におけるそれぞれ

の値で比較した．

　1）　A群に対するBromocriptineの影響

　A群に対するBromocriptineによるPRL，　LH，　FSH
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の変化を表1にまとめた．

　①　PRLレベルの影響：投与前の黄体期PRLは

17．5±11．3ng／mlである．これがBromocriptineの卵

胞期投与で黄体期中期は24．6±9．8ng／mlとcebound的

に上昇した．黄体期投与では2ng／ml以下と有意に（P

＜O．OOI）低下し，また卵胞期＋黄体期投与でも3．7±

2．1ng／mlと有意に（P＜O．OOI）低下した（図5）．

　②　LH，　FSH分泌への影響：A群の黄体期LHは

11．8±6．6mlU／mlである．一方Bromocriptineの卵胞

期投与では黄体期中期LHは9．9±5．　5mlU／ml，黄体期

投与で11．8±4．6mIU／ml，卵胞期＋黄体期投与で19．4±

10．8mlU／mlと3投与法ともLHには有意な変化は認

められなかつた（図6上段）．

　同様FSHは非投与周期の黄体期中期はFSHは6．0

±2．OmlU／mlが，卵胞期投与にて4．6±1．4mlU／ml，黄

体期投与で5．1±0．4mIU／m1，卵胞期＋黄体期投与で6．9

±2．7mlU／mlといずれの投与法にても有意な変化は認

められなかった（図6下段）．

　以上のようにLH，　FSHのtonicな分泌はBromo・

criptineのいずれの投与法にても明らかな変化が認めら

れなかった．

　③　黄体機能への影響：Bromocriptineの黄体機能へ

の影響をみるため投与前，投与中の黄体期中期のP，E2

を比較しまとめたものが表2である．投与前の本群の

Pは平均12．8±3．7ng！mlであるがBromocrptineの卵

？10
5
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Fig．6　Comparison　of　mean　LH＆FSH
　　　　levels　before　and　during　Bromocrip－

　　　　tine　treatment　of　group　A　patients

一

」

胞期投与にて11．9±3．4ng／ml，黄体期投与にて12．9±

2．Ong／m1，卵胞期＋黄体期投与にて13．3±3．6ng／mlと

いずれも有意な変化はみられなかつた（図7左）．

　一方E2は投与前180．4±72．8pg／mlであるがBr－

omocriptineの卵胞期投与にて145．7±46．8pg／ml，黄体

期投与で223．3±28．2pg／ml，卵胞期＋黄体期投与にて

162．3±55．9pg／mlといずれの投与法にても有意な変化

がみられなかつた（図7右）．

　以上のようにA群に対するBromocriptine投与では

黄体機能には明らかな変化がみられない結果であつた．

　2）B群に対するBromocriptineの影響
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Table　l　Effect　of　Bromocriptine　administration　on　serum　levels　of　PRL，

　　　　　　　　LH　and　FSH　of　luteal　phase　in　patients　with　normoprolactine・

　　　　　　　　mia（group　A）

PRL （ng／m1）

LH （m1U／ml）

FSH （mlU加1）

control　cycle

CB－154　cycle

cOntrel　CyCle

CB・154　cycle

control　cycle

CB。154　cycle

Duration　of　CB－154　administration

follicular　phase 1uteal　phase follicular　phase
　　　十luteal

17．5±11．3

24．6±9．8＊ 2↓＊ 3．7±2．1＊

11．8±6．6
1

9．9±5．5 11．8±4．6 19．4±10．8

6．0±2．0

4．6±1．4 5．1±O．4 6．9±2．7

（＊P＜0．001）

Table　2 Effect　of　Bromocriptine　administration　on　serum　levels　of　mid－

luteal　phase　Progesterone　and　EstradioL17βin　group　A

Progesterone
　　（ng！ml）

Estradio1一β
　　（yg／m工）

COntrOl　cycle

CB－154　cycle

cOntrOI　Cycle

CB－154　cycle

Duration　of　CB－154　administration

follicular　phase 1uteal　phase
follicular　phase
　　　十luteal

12．8±3．7

11．9±3．4 12．9±2．0 13．3±3。6

180．4±28．2

145．7±46。9 223．3±28．2 162．3±55．9

Table　3　Effect　of　Bromocriptine　adrninistration　on　serum　levels　of　PRL，

　　　　　　　　LH　and　FSH　of　luteal　phase　inpatients　with　hyperprolactine－

　　　　　　　　mia（group　B）

PRL （ng！ml）

LH （m1U／ml）

contrel　cycle

CB－154　cycle

c・ntrol　cycle

CB－154　cycle

Duration　of　CB－154　administration

follicula　phas Iuteal　phase
follicular　phase
　　　十Iuteal

FSH　（In1U／m1）

39。2±10．7

9

27．7±13．2 3．6±2．7＊

，

5．2±3．4＊

15．2±3．7

11．9±4．4 15．1±8．6 11．9±4．4

cOntrol　CyCle 7．4±4．5

CB－154　cycle 6．2±4．0 6、2±2．0 5．9±1．9

（＊P＜0．001）
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Table　4

排卵性不妊婦人のProlactin分泌動態とBromocriptine投与　日不妊会誌　27巻4号

Effect　of　Bromocriptine　adminstration　onlevels　of　mid－1uteal

phase　Progesterone　and　Estradio1－17βin　group　B

Duration　of　CB－154　administration

Progesterone
　（ngt！ml）

Estradio1－17β
　（P9／ml）

follicular　phase Iuteal　phase
follicularl　phase

　　十lutea

・・n…1・y・1・1

CB・154…1・1

COntrOl　CyCle

7．6±3．5

11．4±1．5 11．0±2．0 12．5±5．4＊

CB・154　cycle

　　　　　　　　　115．3±56．2

1－9…±28・11・99・2±37・4＊＊1・・…±58・7・

　　　　　（＊0．01＜P＜0．02．＊＊0．02＜P＜0，05）

（＊：O．OlくP〈0．02蒙：0．02〈P＜O．05）
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Fig．10　Comparison　of　mean　Progesterone（P）＆Estradio1（E2）levels

　　　　before　and　during　Bromocriptine　treatment　of　group　B　patients

　A群と同様B群に対するBromocriptineによるPRL，

LH，　FSHの変化を表3にまとめた．

　①　PRLレベルへの影響：B群の投与前の黄体期中

期PRLは39．2±10．7ng／mlである．一方Bromocri・

ptineの卵胞期投与にて27．7±13．2ng／mlと低下傾向

を，また黄体期投与で3．6±2．7ng／mlと有意に（P〈

O．OOI）と低下し，卵胞期＋黄体期投与で5．2±3．4ng／

mlと有意に（P＜0．001）低下した（図8）．

　②　LH，　FSH分泌への影響：本群の投与前黄体期

LHは15．2±3．7mlU／mlである．　Bromocriptineの卵

胞期投与にて11．9±4．4mlU／皿1，黄体期投与にて15．1±

8．6mIU／ml，卵胞期＋黄体期投与で18．4±9．1mIU／ml

であつた．いつれの投与法でも有意な変化がみられなか

つた（図9上段）．

　同様FSHでは投与前7．4±4．5　mlU／mlであるが

Bromocriptineの卵胞期投与にて6．2±4．OmIU／ml，黄

体期投与にて6．2±2．OmIU／mL卵胞期＋黄体期投与に

て5．9±1．9mlU／mlと有意な変化はみとめられなかつた

（図9下段）．

　以上B群に対するBromocriptineの投与によりLH，

FSHのtonicな分泌には有意な変化がみられなかつた．

　③　黄体機能への影響：BromocriptineのB群の黄体

機能への影響をみるため黄体期中期P，E2を比較し表

4にまとめた．すなわち投与前のPは7．6±3．5ng／mlで

ある．一方Bromocriptineの卵胞期投与にて11．4±1．6

ng／ml，黄体期投与にて11．0±2．Ong／mlと上昇傾向を示

し，さらに卵胞期＋黄体期投与で12．5±5．4ng／mlと有

意に（0．01〈p〈0．02）上昇した（図10左）．

　同様にE・では投与前115．3±56．2pg／mlであるが

Bromocriptineの卵胞期投与にて152．0±28．1pg／ml，黄

体期投与で1992±37．4pg／mlと増加の傾向を（0．02＜

p＜O．05）を示し，卵胞期＋黄体期投与で200．4±58．7
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pg／mlと有意に（0．01〈p＜0．02）上昇した（図10右）．

　以上のようにB群ではBromocriptioneのいつれの投

与でもP，E2とも上昇し，特に卵胞期＋黄体期投与で

はP，E，とも有意に上昇し黄体機能が改善されたと考

えられた．

　なおB群の1例がBromocriptimeの投与周期に妊娠

にいたつた．

考　　案

　従来不妊領域での高PRL血症は主に排卵障害の面か

ら検討されてきた感がある．一方1976年Seppaalai8）は

short　luteal　phaseの一部にhyperprolactinemicな例

が存在する事や，またわが国でも小山4）等は黄体機能不

全症の一部に高PRL血症例の存在する事を指摘してい

る．このように排卵性周期を有する不妊患者の一部にも

黄体機能不全を伴なつた高PRL血症が存在する事がク

ローズアップされてきた．そこで今回著者は排卵性不妊

患者を対象として，そのPRL分泌と卵巣機能特に黄

体機能との関連について検討した．

　PRL分泌の多寡を論ずる前に正常排卵性周期におけ

る生理的PRLの分泌動態を明らかにする必要があろ

う．Ehara1°）は正常．月経周期を有する成熟婦人のPRL分

泌を経日的に測定した結果，卵胞期17．8±1．2ng／ml，排

卵期27．8±10．3ng／ml，黄体期18．2±1．4ng／mlと明らか

な周期性変化はみとめられないという．Franchimonti3）

もほぼ同様の結果を得ている．今回著者の成績でも後に

のべるカテゴリーで分類した対象のA，B両群とも黄

体期にやや高値な傾向がみられるが卵胞期に比べ有意な

上昇ではなく，LHのごとき周期性変化はみられなかっ

た．それでは正常なPRL分泌の基準レベルをどこに設

定したらよいであろうか．麻生1）は正常排卵性周期婦人

の血中PRLの平均値は10．1ng／m1で，95．5％の信頼

限界の上限は28．lnglmlである事から30ng／m1をこえる

PRL値を3回以上示す例を高PRL血症としている・

著者らもPRLの正常域を30ng／ml以下とし，それ以

上を高PRLとした．しかしEhara1°）が指摘するように

正PRL例でもepisodicに30　ng／mlをこえる事もあ

る．したがってPRLが常時30ng／m1以下か時にep－

isodicに30　ngfml以上を示す例も正PRL血症例（A

群）とし，逆に常時30ng／ml以上を示す例を高PRL例

（B群）とした．

　このような基準をもとに今回対象とした46例の機能性

不妊患者のPRL分泌による内わけは，　A群は41例89．1

％，B群は5例10．9％であつた．また後者の4例に乳房

圧迫による乳汁漏がみとめられた。

　さて排卵性不妊患者における高PRL血症の意義は
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　Flerning12），小山4），　Bahamondes6）のいうごとくshort

iuteal　phaseの合併が問題とされる、事実著者の成績で

　も高PRLのB群は黄体期中期のprogesterone，　estr－

adiolは，正PRLのA群に比べ有意に低値で黄体機能が

低下していた．このように高PRL状態が黄体機能を抑

制する理由は種々考えられる．その一つの可能性として

gonadotropin分泌異常があげられる・そこでB群の

卵胞期，黄体期のtonicなLH，　FSH分泌および排卵

期LH　surgeをA群と比較した．その結果，いつれも

A，B両群間に有意な差はみられず，少なくともtonic

　なLH，　FSH分泌およびmidcycle　surgeのレベル異

常を介したものではない事がうかがわれた．

　　そこで考えられる第2の可能性として高PRL状態が

何らかの機序で直接卵巣に作用し黄体機能を抑制する可

能性が考えられる．この点を明らかにするためPRL分

泌を抑制する事により黄体機能に変化がおこるかいなか

　を検討した．すなわち抗PRL剤であるBromocriptine

　を投与しその間の黄体機能を検討した．

　　まずBromocriptine投与の基礎的検討として正PRL

のA群に投与した．その結果は本剤の卵胞期黄体期，

卵胞期＋黄体期投与のいずれの投与法でもPRLは有意

　に低下するもののLH，　FSHのtonicな分泌には有意

　な変化がなく，またP，E2分泌からみた黄体機能にも

著変がみられなかつた．この事は本剤が少なくともtonic

　なgonadotropin分泌には直接影響を与えずまた黄体機

能にも直接影響をおよぼすものではないと考えられた．

　　以上の結果は今回著者のA群とほぼ同様の対象に

　Bromocriptine　3　mg／dayを卵胞期から黄体期にかけ投

与した、del　Pozo8）や石丸2）らの成績と一致する結果で

　あつた．しかしSchultzi9）らのごとくBromocriptineを

　5～7．5mg／dayと増量した場合LH，　FSH，　E2は変化

　がないが7mg／dayで有意にProgesterone分泌が低下

　しかつ黄体期間が短縮するという一見矛盾する報告もみ

　られる．このようなBromocriptineの投与量による黄体

　機能への影響が異なる理由にはMUhlenstedtsi7）らは抑

　制されるPRLのレベルによると考えている．すなわち

　PRLが2ng／ml以下では黄体機能が抑制されるとい

　う。しかし著者の成績ではA群に対するBromocriptine

　の黄体期投与ではPRLは2ng／ml以下，また卵胞期

　＋黄体期投与では3．7±2．lng／m1とかなりの低値であ

　るにもかかわらずP，E2分泌は変化がなくMahleus－

　tedtsi7）らのいうごとくPRLレベルが3ng／ml以下で

　はProgesterone分泌が抑制されるという見解には肯首

　しかねると考えている．

　　一方，既にのべた成績からもわかるように高PRL血

　症が黄体機能を低下させる事も事実である．この事は先
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にのべたSepalai8），　Flemingli），　Corenblum7），　Fredri－

csson14），　MUhlenstedts17）らのshort　luteal　phase以外

にAndersent））はProgesteroue分泌ピークが低下した

luteal　insu伍ciencyに高PRL血症例が存在するという

報告からも明らかである．ではこのような高PRL血症

状態がいかなる機序で黄体機能を抑制するのであろう

か．この点を明らかにする目的で高PRL例5例に卵胞

期，黄体期，卵胞期＋黄体期の各時期にBrornocript三ne

2．5mg／dayを投与した．その結果LH，　FSHのtonic

な分泌，およびmidcycle　surgeはいつれの投与方法に

ても有意な変化がみられなかった．

　一方PRLは黄体期投与で3．6±2．7ng／ml，卵胞期＋

黄体期投与で5．2±3．4ng／mlと有意に低下した．逆に

Progesteroneは投与前7．6±3．5ng／mlであったものが

投与法のいつれも有意に増加し，特に卵胞期＋黄体期投

与では12，5±5．4ng／mlと最も著明に増加した．この事

はestradiolでも同様の結果であつた．

　このように高PRLのB群に対するBromocriptine

の作用はgonadotropin分泌には著変をおこさず，　PRL

の抑制とともにprogesterone，　estradiolの分泌促進，

すなわち黄体機能を改善した結果であつた．

　ヒト黄体機能にはたすPRLの意義については不明な

点が少なくない．McNattyユ6）らはヒト穎粒膜細胞の培養

で，培養液中のPRLが25ng／ml以上ではProgeste・

rone分泌が抑制されるというin　vitroの実験成績を報

告しているが，今回我々のin　vivoでの結果とよく一致

するものである．

　このような高PRL状態がいかなる機序より黄体機能

を抑制するかは充分明らかではないが今回の高PRL例

に対するBromocriptineの投与法のうち卵胞期のみの

投与においても明らかに黄体機能が改善された事からす

ると，逆に高PRL状態が卵胞の成熟を抑制する事によ

り黄体機能不全を招来する可能性を示唆するものと考え

られた．

　さらに三投与法を比較すると卵胞期＋黄体期投与法が

黄体機能の改善に最も有効であつた事からするとBr－

omocriptineによるPRLの抑制が排卵前の卵胞の成熟

を改善する事とともに排卵後の黄体の形成，および卵巣

steroid分泌の活性に促進的に働くものと考えられた，

　最後に高PRLを伴ないながら排卵性周期を有する原

因についてである。一つにはPRLレベルが高PRLと

いつても50ng／ml以下と比較的低い事とBahamondes6）

のいうように高PRLに対する個々の症例の感受性の違

いにより今回の対象のように排卵したりあるいは排卵障

害におちいつたりするのではないかと考えられた．

　なお今回高PRLを示した5例はそのトルコ鞍の断層

撮影を含めたレントゲン所見，CT所見より下垂体腺腫

を思わせる所見がみられなかつた事から一応機能性高

PRL例と考えられた，

結　　語

　明らかに排卵性周期を有する機能性不妊婦人のPRL

分泌と卵巣機能との関連について，またBromocriptine

投与による影響について検討した．その結果，

　（1）　PRLが常時30ng！ml以下の正PRL群（A群）

は41例で，一方PRLが常時30　nglm1以上を示す高

PRL群（B群）は5例であつた．後者の4例に軽度乳
汁漏がみられた．

　（2）LH，　FSH，　mid－cycle　surgeからみたgonad－

otropin分泌には両群差がみられなかつた．

　（3）　B群はA群に比べ黄体期中期のProgesterone

とEstradiol分泌が有意に低値で黄体機能低下がみられ

た．

　（4）両群にBromocriptine　2　．　5　mg！day投与を卵胞

期，黄体期，卵胞期＋黄体期の三法で行なつた．その結

果①A群はPRLは三法とも有意に低下したがLH，

FSH，　Progesterone，　Estradiolには有意な変化はみら

れなかつた．②一方B群はLH，　FSHはA群と同様で

あるが，PRLが有意に低下するとともにProgesterone，

Estradiolは有意に増加し黄体機能の改善がみられた．

特に卵胞期＋黄体期投与が最も著明な改善を示した．

　以上より排卵性不妊患者の一部に比較的軽度ではある

が高PRL血症で黄体機能低下を伴なう例が存在し，こ

れらに対しBromGcriptineが有効であると考えられた．

　本論文要旨は第26回日本不妊学会総会，第34回目本産

婦人科学会総会において発表した．

　稿を終わるにあたり，御指導，御校閲をたまわりまし

た恩師蜂屋祥一教授に心から感謝するとともに慈恵医大

産婦人科教室各位に厚く御礼申し上げます．
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Prolactin　levels　in　ovulated　uiiexplained

　　　　infertile　women　and　effects　of

　　　　　Bromocriptine　administration

Yukio　Saito

1st　Dept．　of　Obstetrics　and　Gynecology，

The　Jikei　University　School　of　MeClicine

　　Prolactin（PRL）levels　and　effect　of　Bromocri－

ptine　were　studied　in　the　46　unexplained　infertile

patients．　Patients　were　divided　into　two　groups；

euprolactinemic　patients　group（group　A，41　cases）

with　PRL　value　of　30　ng／ml　or　less　and　hyper－

prolactinemic　patients　group（group　B，5cases）

with　continuous　PRL　value　of　more　than　30　ng／mL

Four　out　of丘ve　cases　in　the　latter　group　compli－

cated　with　galactorrhea．　The　levels　of　PRL　in

group　B　were　26．5±6．O　ng／mg　in　follicular　phase，

332±4．1ng／ml　in　ovulatory　phase，　and　392±

10．7　ng／ml　in　luteal　phase．　These　levels　were

signi丘cantly　higher　than　those　of　group　A　in

each　phase．　No　difference　were　observed　in　the

levelsofLH　and　FSH　between　group　A　and　B．

In　group　B，　the　progesterone　Ievel　was　7．6±3．4

ng／ml　and　estradiol　was　115．3±56．2　pg／ml　in

mid．luteal　phase．　Both　levels　were　signi丘cantly

（p＜0．01）low　compared　with　group　A．2．5　mg

day　of　Bromocriptine　was　administrated　to　both
groups　at　various　phase　of　the　cycle．　In　group　A，

the　PRL　levels　were　significantly　decreased　but　no

signi丘cant　change　was　found　in　LH，　FSH，　proge－

sterone　and　estradiol．　While　in　group　B　PRL　was

significantly　decreased　and　progesterone　and　estr－

adiol　increased　signi丘cantlyto　12．5±5．4ng／ml　and

200．4±58．7pg／ml，　respectively．　This　results

indicated　that　luteal　function　of　hyperprolactinemic

patients　was　apparently　improved　with　Bromocri－

ptme　treatment・
　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和57年6月7目，特掲）
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　漢方を排卵障害を訴えた未婚女性や不妊症患者に応用し，望診の顔色だけを判断基準とし，赤ら顔の患者

に桂枝萩苓丸（7．59／日）を，そうでない患者に当帰有薬散（7．5g／日）を6カ月投与し，その有用性を検討し

た．37例に用い，その内9例（24．3％）が有効であつた．続発性，無月経の未婚女性11例中卵巣機能の改善

が推定されたのは7例（63．6％）でありその内排卵は4例（57．1％）に認められた．不妊症患者は26人中2

例（7．7％）に有効（妊娠）であつた．

　無排卵症の患者に漢方をおこなうと血中LH，　FSHが増加し，　LH－RH負荷に対するLH，　FSHの反応

性が充進する揚合があつた、

　また望診の顔色だけを判断基準にした場合，桂枝侠苓丸が効果的な印象を与え，患者の背景因子として当

帰有薬散投与群では体格やせ型，便秘しがちな者に，桂枝1　ag丸投与群では体格中肉中背，疲労感を訴える

者に効果的に思われた．

　漢方薬投与中の臨床検査値は正常範開にあった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jep．　J．　Fert．　Ster．，27（4），472－478，1982）

緒　　言

　漢方が中国において古くより産婦人科疾患に応川され

てきたことが記されている1）．この漢方の有効性を現代

において客観的に評価することは興味深い．しかし漢方

を用いて治験をおこなうにあたつては種々の問題があ

る．例えば婦人科疾患に用いられる漢方には数十種の処

方があり，その上漢方特有の随証療法があり，証を把握

することが困難であること，またさらに二重盲検で有効

性を評価することが困難である点などがあげられる．そ

こで排卵障害を訴えた未婚女性や不妊症患者を望診（視

覚による診察法）の顔色だけを判断基準とし，それ以外

の使用目標に関連する背景因子については考慮に入れな

いことにした．赤ら顔の患者に桂枝萩苓丸を，そうでな

い患者に当帰葛薬散を投与し，漢方ならびにこの望診の

有用性を検討した結果を報告する．

研究方法および対象

　京都府立医科大学付属病院産婦人科不妊外来および内

分泌外来を訪れた患者が対象となり，試験期間は昭和56

年4月より昭和57年3月までとした．末婚女性で排卵障

害を訴えたものはほとんどすべて続発性無月経のもので

あつた，不妊症患者は不妊期間2年以上とした．機能性

不妊は不妊症の一般検査で異常のない場合とした．
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表1　患者の背景因子に関するアンケート 表2　有効判定基準

（473）35

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

体格は（やせ型，中肉中背，肥満ぎみ）

のぼせることが（ある，ない）

頭の痛くなることが（ある，ない）

冷え症で（ある，ない）

肩が（こる，こらない）

めまいすることが（ある，ない）

便秘する方で（ある，ない）

疲労感が（ある，ない）

神経質で（ある，ない）

1．

2．

3．

4．

5、

黄体機能不全，機能性不妊症，疫液不妊症一一→

妊娠成立．

頸管粘液分泌不全一→2周期以上の改善．

第1度無月経一→排卵．

第2度無月経一一→第1度無月経ないしは排卵．

無排卵症の場合，血中LH，　FSHの基礎基の上

昇ないしはLH－RH負荷テストでLH，　FSHの

反応性の正常化又は増大．

，

表3　漢方有効症例

症例
番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

年齢

23

21

21

32

27

27

24

25

28

結婚

未

未

未

未

未

未

未

既

既

漢方

25

25

23

25

25

23

23

23

23

血中　レベル

LH FSH PRL

投与前

投与中

投与前

投与中

投与前

投与中

投与前

投与中

投与前

　　7．6

11．3±　0．7

　（n＝3）

11．6

　　9．3

13．8±　5．8

　（n＝3）

11．0

　22．1　　　　　25．2

39潤・514°糊’7

11．4

15．0
（n＝2）

14．5

19．5
（n＝2）

　8．0

　5．7
（n＝2）

　7．2

11．3
（n＝2）

　　6．5

17．3±　5．2

　（n＝3）

10．3

　8、2

6．1±0．6
（n＝4）

3．0

13．9

診 断

投与中

投与前

投与中

投与前

投与中

　4．9

5．2±2．4
（n＝3）

4．3

5．9

　4。4

7，1±2．7
（n＝3）

6．8

7．4

　続発性，

第1度無月経

無排卵周期症

　続発性，

第2度無月経

　続発性，

第2度無月経

　続発性，

第2度無月経

　　7．5

11，6±　0．5

　（n＝3）

9．2

　続発性，

第2度無月経
（anorexia

　ner▽osa）

　続発性，

第2度無月経

効 果

投与前

投与中

投与前

投与中

LH－RHテスト正常化．

投与24日目で排卵．

第2度無月経のままである
が，LH－RHテストで反応
’卜生が出現．

投与33日目で第1度無月
経．投与198日目でHCG
併用で排卵。

投与後50日目で排卵．

投与後133日目で第1度無
月経，LH－RHテスト改善

クロミフェン100m95日間
投与で12周期観察後，漢方
併用投与し，63日目に排卵．

　不妊症
（稀発排卵）

　　不妊症
（黄体機能不全）

妊娠（クロミフェン併用）

妊娠（クロミフェン併用）

漢方薬25：桂枝萩苓丸，　漢方薬23：当帰葛薬散

　黄体機能不全は基礎体温（BBT）による日付と内膜診

による日付との不一致が3目以上の揚合とした．免疫不

妊症例（1例）は精子不動化，および凝集テスト陽性例

であり，正常排卵周期をもつていて，他の薬剤投与はせ

ずに隔月にAIHを施行した．稀発排卵の患者にはクロ

ミフェン50mg旧を5目間投与し正常周期にし，6カ月

間妊娠しなかつた場合この患者に漢方薬を服用させた．

　投与薬剤はツムラ当帰葛薬散とツムラ桂枝狭苓丸で，

処方の選択基準は顔色から判断し，赤ら顔の患者には桂

枝萩苓丸をそうでない患者には当帰葛薬散を投与した．

BBTが正常の者に対してはツムラ当帰葛薬散を投与し

た。投与方法は1回2．5gで，1目3回食前服用とし，

6カ月間連続投与とした．投与患者について妊娠成立時

点で廃薬した．さらに投与開始時，患者の背景因子（表
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表4　排卵障害未婚女性への漢方薬治療成績

無排卵周期症

第一度無月経

第二度無刀経

合　　計

有　効

1

1

5

無効合計臨響
結　　果

1

1

2

7 4

2

2

7

11

50．0

50．0

71．4

63．6

表5　不妊症への漢方薬治療成績

　　　　有効無効合計有効率（％）

機能性不妊症

黄体機能不全

頸管粘液分泌不全

免疫不妊症
第一度無月経

無排卵伺期症

稀　発　排　卵＊触

・1

合 計

1＊±

0

0

0

0

1＊＊

8

9

5

1

1

1

3

8

10

5

1

1

1

4

2 28　　　30＊

0

10．0

0

0

0

0

25．0

6．7＊＊＊＊

　＊　4例は黄体機能不全症と頸管粘液形成不全症

　　　とがかさなるため不妊症例は合計で26例であ

　　　った、

　＊＊妊娠した．
＊＊＊ 　クロミフェン50mg　5日間投与し，正常排卵

　　　周期に調節した．
＊＊＊＊ 　患者数よりは7．7％になる．

1）9項目についてアンケートをおこなつた．

　全症例にBBTを記録させ，血中ホルモン値はra－

dioimmunoassayで測定した．

　排卵障害および不妊症での治療効果を判定するのに表

2で示したように1～5まであげ，このうち一つでもみ

たしておれば有効と判定した．

　全部で45例に漢方薬を投与したsその内脱落は8例で

あり，研究に参画できたのは37例（82．2％）であった．

全症例で有効と認めたのは37例中9例（24．3％）であっ

た．表3に有効症例を報告した．続発性無排卵症の未婚

女性11例中，有効と認められたのは7例（63．6％）であ

り排卵は4例（57．1％）に認められた．その内訳を表4

に示した．不妊症患者は26例で表5に示したように2例

に有効であり（7．7％），すべて妊娠した．機能性不妊症

8例には全く効果がなかつた．桂枝茨苓丸は13例に投薬

し有効4例（30．8％）であり当帰筍薬散は24例に投薬し

有効5例（20．8％）であつた．したがつて望診の顔色だ

けを判断基準にした場合桂枝萩苓丸に効果的な印象を与

えた．

　投与開始時のアンケートから患者の背景因子が薬剤の

効果にどのような影響があるかと調査した．表6より，

当帰有薬散投与群の有効症例5例中背景因子として体格

やせ型4例（90％），便秘4例（90％）が目立ち，また

桂枝漢苓丸投与群の有効症例4例中体格普通3例（75

％），疲労感3例（75％）が目立つた．そこで各背景因

子の有無と有効性について，検定（Fischer　exact　pr－

obability　test）したが，いずれも有意差なく個々の背景

因子と薬効との関係は見い出せなかつた．

　また漢方のゴナドトロピン分泌に及ぼす影響を検討し

て表3の結果を得た．これからわかるように無排卵症の

患者に漢方をおこなうと血中LH，　FSHとも増加する

傾向がみられた．

　っぎに，LH－RH，　TRH付加の結果から検討した．

図1は表3の症例1の23歳の未婚女性に続発性，第1度

無月経の診断のもとで桂枝萩苓丸を投与した．投与前と

　　　　　　　　　　　　　　　表6　背景因子と薬効との関係
ッムラ当帰葛薬散投与群の背景因子とその例数

＼
＼

＼、．

＼

有効群
無効群

＼

体

S

4

8

M
！l

41

格

　L

　O

　5

のぼせ

あり なし

頭　痛

2

5

あり

：封2

12・12

なし

3

5

冷　え

ありなし

肩こり

ありなし

31

141
＿1

2】2　3

3i98
　1

めま引便秘

あ91なしありなし
　　　　　　1

0［514
7i10　　5
　1

1

12

疲労感

あり

2

5

なし

　3

12

神経質

あり

　2

　8

なし

　3

　9

ツムラ桂枝挟苓丸投与群の背景因子とその例数

＼
　　　＼

有効群
無効群

体　　格

S

のぼせ 頭　痛1冷　え
　　　F

0

2

M国ありなしト・割あ・

3

3

・…・

4i3
4

6

2　　2　　2

5　4i7

なし

2

2

肩こり

あり1なし

めまい

あり

11311
　　　ト
3　　6　　1

なし

3

8

便　秘

あり1な・

2

1

2

8

疲労感　　神経質

あり

3

5

S：やせ型　　M；中肉中背　　L：肥満ぎみ

　　I　　　　　I

なしめり1なし
　　　　「

1

4

1　　3

5　　4

4

，
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図1　漢方薬によるLH－RHテストの変化
　　　表3の症例1（第1度無月経）
　●一●：投与前，■一■：投与終了時
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図2　漢方薬によるLH・RHテストの変化
　　　表3の症例3（第2度無月経）
●一●：投与前，■一■1：投与中（58目目）

■一冒2　投与中（163日目），▲一▲：投与終了

　　　　後32日目

くらべ投与終了時には明らかにLH－RH負荷に対する

LH，　FSHの反応性が正常化し，　TRH負荷に対する

TSHの反応も正常化した．投与期間中にクロミフェン

50mgを5日間投与すると無排卵周期症を示す場合もあ

つた．

　図2では表3の症例3の未婚女性は漢方薬投与中でも

第2度無月経のままであったがLH－RH負荷後のLH，

FSHの反応性は増大し，　TRH負荷によるPRLや

TSHの反応性は正常で変化しなかった．　LH，　FSHの

基礎値からすると卵巣に問題があるようであるが，漢方

薬投与中の血中エストラジオール（－17β）は104pg／ml

　10G
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図3　漢方薬によるLH－RHテストの変化
　　表3の症例6（anorexia　nervosa）

　●一●：投与前，冒一■：投与中（159

　日目），投与終了後7日目

であつた．

　表3の症例6の未婚女性はanorexia　nervosaと診断

され第2度無月経を示し，漢方により排卵は誘発され

ず，血中LHやFSHの基礎値とも低く，治療中，後

とも影響はなかつた．図3に示したようにLH・RH負

荷により治療中一時，LHの反応性も改善されたが治療

後は低反応を示した．TRHに対する反応性はPRLで

は治療前とくらべ，治療中，後は増大していた．an－

orexia　nervosaに特徴的なようにTSHの反応性のピ

ー クは治療前，中，後ともおくれていた．以上のことか

らanorexia　nervosaの病態である視床下部機能障害や

視床下部より上位の機能障害2）は漢方により改善された

かどうか明らかでないが一応LH－RHに対するLHの

反応性が一時回復したことと，TRHに対するPRL反

応性が増大したことから漢方が有効であつたとした．

　不妊症で漢方により妊娠した症例は表5で示したよう

に2例あり，表3の症例は稀発排卵のためクロミフェン

50mgを月経の5日目より5日間服用し正常周期をも

ち，6カH間観察後，漢方併用し65日で妊娠確定し休薬

した．また表3の症例9は黄体機能不全を示し，月経5

日目’よりクロミフェン50mgを5日間投与し6カ月間観

察後，漢方を併用し176日目に妊娠確定し休薬した．

　特に無効例で免疫不妊症の患者1例は精子不動化テス

ト，凝集テストとも陽性で，漢方投与中でも抗体価は陽

性であり，AIHをくりかえしたが妊娠にいたらなかつ

た．

　なお投与中の臨床検査値は表7，8に示したように正

常範囲にあった．
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表7当帰葛薬散投与の臨床検査値変動（いずれも正常範囲内である）

27巻4号

投与聞始
　　　（n＝24） 3　カ　月 5　ヵ　月

GOT
GPT
総コレステロール（mg〆d1）

BUN（mg〆d1）

アルカリフォスファターセ

血色素量（g！d1）
ヘマトクリット（％）

赤血球数（X104）
白　血　球　数

血糖値（mg！dl）
血清蛋白（g／dl）
A／G

15．6±4．2

8．8±5．1

169±31

12，3±2．7

5．48±2．29

13．4±0．77

42．1±2．68

467±23

5800±900

　94±9

7．73±0．38

1．44±0．11

16．4±4．4　　（n＝・13）

8．8±2．9　　（n＝13）

175±30　　　（ll＝13）

13．6±3．37　（n＝13）

5．20±1，72　（n＝14）

13．1±0．74　（n＝13）

41．2±3．41　（n＝14）

450±43　　（n＝14）

5800±1600　（n＝14）

　84±8　　　　（n＝14）

7．61±0．36　（n＝13）

1．57±0．22＊（n＝12）

15．8±4．0　　（n＝12）

7．8±2．2　　（n＝12）

172±11　　（n＝10）

11。8±3．15（n＝10）

5，59±2．51　（n＝13）

13．1±0．67　（n＝13）

40．6±2．49（n＝13）

436±31　　（n＝13）

5400±1200　（n＝13）

　88±19　　　（n＝11）

7．61±0．41　（n＝12）

1．65±0．33　（11＝12）

（＊　p＜O．05）

表8　桂枝苓侠丸投与の臨床検査値変動（いずれも正常範囲内である）

投与開始
　　　（n＝13）

GOT
GPT
総コレステロール（mgi’d1）

BUN（mg／dl）　　　　　　　1

アルカリフォスファターゼ1
血色素量（9、／dl）1

ヘマトクリット（ヒ勤

赤血球数（×104）　1
白　血　球　数　　　　　1
血　　　糖二　　　f直（mg／dl）

血　清　蛋　白（g／dl）　　　l

A／G　　　　　　　　　I

　21±6

　12±6
　182±46

15．37±2．61

4．92±1．02

13．24±1．06

41．34±2．91

　446±34

6000±1700

91。37±10．28

7．54±0．74

1．46±0．46

3　カ　月 5　力　刀

　22±10　　（n＝9）

　12±7　（n＝9）

　184±36　　　（n＝9）

14．14±3．23　（n＝9）

5．09±0．88　（n＝9）

13．12±0．79　（n＝9）

41．07±3．06　（n＝9）

　450±33　　　（n＝9）

6500±1400　（n＝9）

88．88±7．78　（n＝9）

7．65±0．29　（n＝9）

1．62±0．23　（n＝9）

　20±8　　（n＝8）

　　9±6　　　（n＝8）

　173±29　　　（n＝8）

15．83±5．23　（n＝8）

4，91±1．12　（n＝8）

12．70±O．74　（11＝8）

39．63±2．29　（n＝8）

　434±23　　　（n＝8）

5900±1100　（n＝8）

85．87±6．64　（n＝8）

7．70±0．54　（n＝8）

1．52＝0．26　（n＝8）

　　　　　　　　　　考　　案

　今目の治験では投与に関しては漢方薬を毎日3回，し

かも6カ月間服用するため，患者側ものみ忘れや，長期

服用に対する努力のため脱落するものがあり，45例中9

人（20％）が脱落した．36例が今回の治験の対照になり

9例が有効と認められた．

　漢方薬による不妊症に対する効果については，いくつ

かの報告がみられ，漢方特有の随証療法によるものとそ

うでないものに大別される．今回は証を把握することが

困難と思われたため，望診の顔色だけを判断基準とし，

それ以外の使用目標に関連する背景因子については考慮

にいれず，赤ら顔の患者に桂枝萩苓丸を，そうでない患

者には当帰葛薬散を投与した．患者の背景因子が薬剤の

効果にどのような影響があるかを調査したところ，有効

症例だけのアンケート結果によれば，当帰葛薬散投与群

では体格やせ型，便秘しがちな者に，桂枝挟苓丸投与群

では体格中肉中背，疲労感を訴える者に効果的な印象を

受けた．一方，当帰苛薬散を投与した場合，黄体機能不

全の有効例は比較的やせ型で疲労感や冷え性のある虚証

が多く3），さらに妊娠成功例に用いた揚合虚証の患者に

良好であること4）を報告している．しかし本研色では無

効群も合わせた全症例の個々の背景因子と薬剤の効果の

関係は推計学的には明らかでなかつた，このことから使

用目標に関連する背景因子の選び方や，症例数の少なか

ったことなどが考えられたので，今後はこれらの点につ

いて更に検討したいと考えている．複雑な証の概念を患

者の複数の背景因子の集合としてとらえたとき，どの背

景因子が薬剤の効果に影響を及ぼすかを西洋医学的手

法，数理統計学的手法等を用いて解析することにより薬
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剤の使用について西洋医学的にも理解されやすくなり，

かつ有効率を高めることが可能であると思われる．

　これまでにも漢方薬による排卵障害の治療効果につい

て西洋医学的解釈がいくつか述べられており，排卵に成

功した漢方薬の生薬は葛薬と荏苓であることが知られて

いる5）．本研究に用いた薬剤も当葛薬散と桂枝侠苓丸で

あり，それらの投与により1例と3例とにおいて排卵に

成功した．

　漢方薬を投薬して有効であつたものはエストロゲン値

の上昇が著明であり，またFSH値にも上昇傾向が認

められ，下垂体一卵巣系機能への関与が示唆されてい

る6）．漢方は動物実験でも中枢性にゴナドトロピン分泌

の増加することが認められている7・8）．事実ここで検討

したように，第一度無月経や第二度無月経で漢方をお

けなつた揚合FSH，　LHの上昇が認められ，下垂体の

LH－RH負荷に対するゴナドトロピンの反応が低下して

いる患者でも，漢方後，反応性が回復する揚合もあつ

た．したがつて漢方によリゴナドトロピン分泌充進や

LH－RHに対するゴナドトロピンの反応性の充進が認め

られることから漢方は中枢性に働いていると推測でき

る．

　黄体機能不全症は基礎体温の日付とくらべ，組織学的

日付が3目以上にずれていた場合とした．これは多くの

揚合，内膜でのステロイドレセプター合成が不全である

ためと考えられる9）．黄体機能不全の一例（10例中）は

有効（妊娠）であつた．これは中枢性に働き，ゴナドト

ロピン分泌充進，さらにはステロイド産生が正常以上に

なつたためレセプターが増加したと考えられるが，確証

はない．黄体機能不全症で漢方薬投与により基礎体温の

変化が正常化した（38．5％）報告10）やしないという報告11）

が散見されている．これは漢方薬が中枢性に働き，結果

的にステロイド産生を高めたことによると考えられる．

anorexia　nervosaは病態（視床下部や視床下部より上

位の機能障害）から推測するともつとも漢方に適すると

考えられる．今回報告した1例では視床下部の機能を調

べているわけではないが，LH－RHテストに対して下垂

体の反応性が回復したことから，ある程度は視床下部の

機能も回復したのではないかと思われる．

　機能性不妊症と黄体機能不全とをあわせて18例中1例

に有効（5．6％）であり正常月経周期（妊娠）23例に桂

枝挟苓丸を投与した場合でも3例に妊娠が認められ（13

％），少ない12）．また黄体機能不全で当帰葛薬投与で

5／15（33．3％）で比較的少ない13）．他の領域で報告され

ているデータからプラシーボを投与した揚合おおざっぱ

に見積つて1／3以上の患者に正のプラシーボ効果がみら

れるとされている13）．この点からも本研究の効果はこれ
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らの成績に類似している．総じて漢方の効果発現機構は

ゴナドトロピン分泌充進や，血流循環動態が改善され，

その結果内分泌機能が賦活されたという考え方もある

が14），プラセボー効果によるものと考えられるので検討

が必要である．プラシーボ効果はおそらく脳内で病的状

態に拮抗する積極的な生体内防衛機構，つまり自然治癒

に導く力が活発に働いて，脳内での内因性の自己治療物

質の生体や放出と結びつく可能性を示唆しているが13），

漢方も作用発現機構をこのようなレベルで解明し得る可

能性が考えられる．
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Studies　on　traditional　Chinese

mecidine（Kampo）in　infertile

　　　　Or　anOvulatOry　wOmen

　　Teruhiko　Tamaya，　Yousuke　Ohom，

　　　　Toshio　Yamada，　Keisuke　Wada，

　　　　Jiro　Fujimoto　and　Hiroji　Okada

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Kyoto　Prefectural　University　of　Medicine

　　Traditional　Chinese　medicine（Kampo）was　applied

to　the　treatment　for　infertile　or　anovulatory　women．

Keishi－Bukuryo－Gan（7．59／d）was　given　to　patients

having　ruddy　face　and　Touki－Shakuyaku－San
（7．59／d）was　given　to　patients　having　non－ruddy

face　continuously　for　6　months．　Kampo　was

effective　for　the　improvement　of　ovarセm　function

in　7　（4；ovulatory）　out　of　ll　anovulatory　patien－

ts　and　in　2（pregnancy）out　of　26量nfertile　women．

　　Kampo　increased　plasma　concentrations　of　LH

and　FSH　in　anovulatory　patients．　In　some　cases，

LH　and　FSH　release　in　response　to　LH－RH（100

μg）increased　more　during　the　treatment　than　in

the　pre・treatment．

　　Keishi－Bakuryo－Gan　seemed　to　be　more　useful

for　the　treatment　to　the　patients　having　ruddy　face

than　Touki．Shakuyaku－San　was　for　the　treatme－

nt　to　the　patients　having　non－ruddy　face．

　　Touki－Shakuyaku－San　seemed　to　be　effective　in

the　patients　who　grew　thin　and／or　were　constipated．

Keishi－Bakuryo－Gall　seemed　to　be　effective　in　the

patients　with　medium　且esh　and　height，　and／or

tiredness．

（受付　昭和57年5A17日，特掲）

，

」
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内分泌性不妊症の治療成績

Stastical　Study　on　Endocrinological　Sterility

近畿大学医学部産婦人科学教室

高島陽子　服部　浩　吉田　威
Yoko　TAKASHIMA　Yutaka　HATTORI　Takeshi　YOSHIDA

鈴　木　宏　志

Hiroshi　SUZUKI

野田起一郎
Kiichiro　NODA

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　Kinkl　University，　School　of　Medicine

　ホルモン治療を施行した内分泌陛不妊症患者173例の妊娠率，治療法，治療期間および長期治療例の問題点

について検討した．

　Clomiphene単独療法48例，　clomiphene・HCG療法9例，　clomiphene－estriol療法2例，　HMG－HCG療法

6例，CB－154療法4例，その他7例の計76例に妊娠成立をみた．これら各治療法とも治療開始早期に妊娠に

至る例が大部分を占めたが，妊娠例中の約20％は同一治療6周期以上を要した・clomiphene単独療法を4周

期以上くり返したにもかかわらず，卵胞期18日以上の例には妊娠例はなく，卵胞期の長さが治療効果判定の

一
指標になる可能性が示唆された．また，卵胞期の長さが17日以下であつても妊娠しなかつた例の中には・

頸管粘液，精液因子に原因があつたものや，治療中に内分泌環境が変化したと考えられる例があり，長期治

療を要する症例に対しては，再検査が重要であることが確認された・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jap．　J．　Fert．　Ster．，27（4），479－483，1982）

緒　　言

　不妊症の原因およびその治療効果については，従来よ

り多くの報告がなされている．特に近年，各種ホルモン

の測定法，排卵誘発法の進歩により，不妊患者に対する

治療成績の向上がみられるようになつた．しかし末だ治

療効果の判定，治療変更の指標の問題については，難し

い点が多く残されているように思われる．

　今回，我々は当院産婦人科外来受診不妊患者の治療成

績を整理することにより，不妊症患者の治療法の選択，

また治療法を変更する揚合の指標に何らかの手がかりを

得たいと考えた．そして検査中にも，妊娠に至る症例が

少なからずみられる一方で，長期治療後にようやく妊娠

成立するものや，治療の結果，基礎体温表上，一見問題

がないにもかかわらず妊娠成立をみない症例に注目し，

こうした長期治療例について，基礎体温表を中心に治療

効果を検討し，その成績を解析した．

対象および方法

　昭和50年5月から55年12月までに，不妊を主訴として

当院産婦人科外来を受診した424名の不妊患者のうちか

ら，無排卵周期症，第1度無月経，第H度無月経黄体

機能不全症，および高プロラクチン血症と診断された，

いわゆる内分泌不妊症患者229例中，治療開始3周期以

内に妊娠に至らず，患者の都合により治療を中止した

56例を除く173例を対象とした．

　診断は，治療開始前3か月以上にわたる基礎体温表を

中心に決定した．第1度無月経はKuppermann方式に

より，progesteron　20mgで消退出血を認めたものとし，

progesteron　depot　125mg，　estrogen　depot　10mgでは

じめて出血のあつたものを第H度無，月経とした．尚フロ

ラクチン血症は血中プロラクチン値30ng！m1以上のもの

とした．

　Clomiphene単独療法は，月経開始第5日目から50～
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150mg／日5日間投与とした．無効例には，更にHCG

3，000～6，0001U／日を隔日に1～3回筋注するclomi－

phene・HCG療法を行なつた．また頸管粘液の増量の

みられないものには，clomid投与開始時よりestriol

2mg／日10～14日間連続投与しclomiphene－estriol療法

とした．

　HMG－HCG療法は，第H度無月経および第1度無．月

経，無排卵周期症に於ける，clomiphene，　clomiphene・

HCG，　cyclofen三1に反応しないものも対象とし，　HMG

75　・一　150　IU／日筋注後，頸管粘液の所見（頸管粘液量

O．2m1以上，羊歯』状結晶形成皿度）より，　HCGに変更

6，000～12，0001U／日隔日1～3回筋注とした．

　機能性高プロラクチン血症および正常プロラクチン血

性乳汁漏出症の患者に対しては，Bromocriptine　2．5～

7．5mg／日連続投与を行なつた．

成　　績

日不妊会誌　27巻4号

表2　治療別妊娠例

Clomiphene

Clomiphene－estriol

Clomiphene－HCG

HCG単独
HMG－HCG
cyclofenil

CB－154

gestagen

妊娠例 流産例

計

48（35）

2

9（4）

4

6（3）

2（1）

4（1）

1

76（44）

　（1）　症例別妊娠例

　治療例173例中，原発性不妊症は126例（72．8％），続

発性不妊症は47例（27．2％）で，このうち妊娠に至つた

ものは76例であつた．内訳は原発性不妊症50例，続発性

不妊症26例であった（表1）．

4

0

2

0

0

1

1

0

8

（　）内は3周期以内の妊娠例

り1例が妊娠した（表2）．

　（3）clomiphene単独療法妊娠例

　治療別に病態と治療周期の関係をみると，Clomiph－

ene単独療法では，3周期以内に35例（72．9％），4周

期で40例（83．3％）が妊娠し，6周期では46例（95・8

％）が妊娠した．流産例4例は全て黄体機能不全症例

で，治療期間は4周期以内のものであつた（表3）．

表3　clomiphene妊娠例

　　表1　症例別妊娠数

ホルモン治療例総数　　229

3周期以内の治療中止例　56

＼病態第1度
同轍＼無月経

原発性不妊症
　　（126）

妊娠例

第1度無月経

第H度無月経

無排卵周期症

黄体機能不全症

尚フロラクチン
血症

3

1

11

33

2

非妊娠例

4

2

14

53

3

続発性不妊症
　　（47）

計 50

妊娠例

4

0

7

14

1

非妊娠例

1

2

3

4、

5

6

7

8

1

0

2

0

0

1

0

1

5

無排卵
周期症

2

3

3

11

3

5

1

1

1

1

1

0

黄体機能

不全症

2

13

6

4

4

2

1

0

0

計

計

76 26 21

17

11

7

5

3

3

1

1

13

　（2）　治療法別妊娠例

　妊娠例76例を治療法別にみると，clomiphene単独例

が最も多く48例で，うち流産例は4例であつた．clom－

iphene－HCG，　clomiphene－estriol療法による妊娠は，各

々9例，2例であつた。HMG－HCG療法による妊娠例

は6例で50％にあたる3例が3周期以内に妊娠している

が，4周期から9周期と長期を要するものもあつた．

　高プロラクチン血症，あるいは正常プロラクチン血性

乳汁漏出症の診断でCB・154療法を施行した患者は8

例で，うち4例（50％）が妊娠に至つている，その他

HCG単独で4例，　cyclofenil　2例，　gestagen療法によ

30 48

　（4）Clomiphene－HCG療法妊娠例

　Clomiphene－HCG療法は，　clomiphene単独では基礎

体温表上改善がみられず，妊娠に至らなかつた症例が，

その治療対象となつている．この揚合も，HCG付加

後，早期に妊娠に至るものが多く（3周期以内に77．8

96）みられたが，やはり7周期という治療期間を必要と

する例があつた（表4）．

　（5）CB－154療法妊娠例

　高プロラクチン血症および正常プロラクチン血性乳汁

漏出症と診断された患者に，Bromocriptine　2．5mg／日

連日投与より開始した．血清プロラクチンの正常化，症

状消失のみられなかつたものに対しては，1日投与量
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表6　卵胞期17日以下非妊娠例10例の検討

＼、　病態

同期数＼＼

1

2

3

4

5

6

7

第1度
無月経

1

0

0

0

0

0

0

無排卵
周期症

0

0

0

0

0

0

0

計 1

黄体機能

不全症

3

1

2

1

0

0

1

・t8

計

4

1

2

1

0

0

1

LH高値
PRL高値
頸管粘液量不足

Huhner　test陰性

精液因子（？）

周期毎の効果減弱を認めたもの

例 数

2

3

3

1

2

1

9

7．5mg／’日まで増量した．その結果，妊娠した症例の治

療期間は2周期から9周期であつた．

　（6）　Clomiphene単独療法と長期治療

　全妊娠例76例中，57．9％にあたる44例が3周期以内に

妊娠に至り，6周期以内では80％以上の症例が妊娠した

が，残り20％近い症例が妊娠までに6周期以上の治療期

間を必要としている．これら長期治療を要した症例のう

ち，4周期以上の治療を要したもの，および4周期以上

の治療にもかかわらず妊娠に至つていない症例につい

て，特にc1omiphene単独投与期間における基礎体温表

を詳細に検討し，3周期以内に妊娠した症例と以下のよ

うに比較検討した．

　4周期以上clomiphene投与例中，基礎体温表の確認

できた30例（妊娠例5例，非妊娠例25例）について，そ

の卵胞期の長さと妊娠の関係をみた．clomiphene　4周

期以上の投与により，妊娠に至つたものは，clomiphene

投与時の卵胞期の長さが17日以下であつた．一方clo－

miphene投与にもかかわらず，排卵までに18日以上の

日数を要するもの8例には，妊娠はみられなかつた．基

礎体温表上排卵が確認されなかつた無効例7例を除く23

例では，148周期に排卵を認め，卵胞期の長さが18日以

上の症例と17日以下の症例では，黄体期の長さには特に

差を認めなかつた（表5）．

表5　4周期以上clomiphene投与例に於ける
　　　卵胞期の長さと妊娠率

卵胞周期
妊娠例（％）

即ち，治療経過中の再検査により，高プロラクチン血症

を示したもの3例，精液に原因があると思われたもの2

例で，これらはいずれも再検査時に乏精子症であつた．

また経過中にP．C．O．を疑わせるLH高値を示すにい

たつたもの2例，clomiphene投与中に極端な頸管粘液

の不足のみられたもの3例，同一投与量では周期ごとに

効果の減弱のみられたものが1例であつた．

症例数

無　　　効

18日以上

18日未満

　　計

7

8

15

0（0　）

0（0　）

5（33．3）

30

　次に，卵胞期17日以下の非妊娠例10例について再検討

を行なつたところ，表6に示す結果が得られた（表6）．

考　　察

　不妊症治療の目的は，妊娠の成立，維持と最終的には

生児を得ることにある．我々の成績も諸家の報告と同じ

く治療早期に妊娠に至るものが多かつた1）－3）．しかし一

方では，治療に長期を要するものも少なくなかつた．こ

れら妊娠成立に長期を要する症例において，その治療継

続中に妊娠の可能性の予測を的確に行なうことは困難な

場合が多い．今回，我々は長期治療症例に対する問題点

を明らかにすることを目的として，当院産婦人科外来に

おいて，内分泌治療を施行した173例の治療期間と妊娠

例について検討を加えた．

　第1度無月経，無排卵周期症，黄体機能不全症に対

し，治療はfirst－choiceとしてclomiphene単独療法よ

り開始し，clomiphene無効例に対し，基礎体温表，頸

管粘液の所見および排卵の有無により，clomiphene－

HCG，　clomiphene－estriol，　cyclofeni1およびHMG－

HCG療法に変更した．治療変更後の経過をみると，治

療変更後早期に妊娠成立をみるものが多かつた．全体と

しては，clomiphene単独療法をfirst－choiceとした関

係上，clomipheneによる妊娠成績が最も良く，妊娠例

全体の63．2％を占めた．特に黄体機能不全症における

clomiphene有効率の高さは，黄体機能不全の多くが卵

胞の成熟過程の障害に起因する可能性が強いとする，我

々の従来の報告を裏付けるものといえよう4）．

　一方，clomiphene療法例において，卵胞期が長いも

のに妊娠例がみられないということは，自然排卵におけ

る排卵の遅延とは異なるメカニズムが，働いているのか

もしれないということが推測される．いわゆる遅延排卵

の原因として，LH－Surgeの遅延卵の老化がいわれて
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いる．また基礎体温表上2相性ではあるが，実際には排

卵の起こつていないleteinized－unruptured　follicle　sy－

ndromeといつた現象も報告されている5）．しかしcl－

omiphene使用にもかかわらず，遅延排卵という現象が

みられるのは，排卵前にLH－surgeとは別の多峰性の

peakがおこり，これが卵胞が十分成熟しない時点から

減数分裂を再開させるからだという報告もある6）、かっ

排卵誘発時の遅延排卵現象は染色体異常の率を高め，動

物実験では異常受精卵の増加，着床率の低下がみられ，

流産や奇形率も高くなるという？）－11）．

　以上のことからも，治療施行にもかかわらず，排卵が

遅延するものに関しては，基礎体温表上正常と思われる

高温相を呈しても，治療法を再考する必要があると思わ

れる．

　さらに，clomiphene投与中にしばしば起こることに

頸管粘液不足があることは従来より知られている12）．基

礎体温表では，全く正常な2相性を示すにもかかわらず

妊娠成立をみない例には，こうした頸管粘液の不足のみ

られるものがある．ホルモン検査と異なり，外来で容易

に施行でき，結果が確認でき，排卵の指標ともなる頸管

粘液検査に，我々はもつと熱心であるべきであろう．表

6からもわかるように，治療開始前の診断と，それに適

する治療が行なわれたにもかかわらず妊娠しない症例の

中には，内分泌環境が治療経過中に変化しているものが

ある．こうした症例の治療をすすめるにあたつては，内

分泌検査成績の再検討，再検査をくり返しながら，変化

していく内分泌動態を，常に適確に把握していく必要が

ある．また，こうした内分泌動態の不均衡ばかりでな

く，頸管因子や男性因子が見落とされていることもある

ことが指摘されよう．

　以上，治療期間と治療法，妊娠例について検討した結

果，従来より報告されているように各治療法ごとにみる

と，3周期以内の妊娠成立例が多い．しかし，各治療法

とも6周期以上の治療の結果，妊娠成立をみるものもあ

り，早期に治療法の変更を行なうか，あるいは効果があ

ると思われる症例に対しては，同一治療法を長期にわた

つて行なうかについては，さらに検討を要する問題と思

われる．

日不妊会誌　27巻4号

以上）には，基礎体温表上黄体期の長さが正常にみえる

ものでも妊娠はみとめられなかつた．

　（4）　治療経過中にも内分泌環境やその他の不妊因子

に変化の起こつていることがあるので，諸検査の再検

討，再検査をくり返す必要がある．
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結　　果

　（1）Clomiphene単独療法，　clmiphene－HCG療法，

clomiphene・estrio1療法とも，各々治療開始後早期（特

に3周期以内）に妊娠する例が多い．

　（2）　黄体機能不全症にもclomiphene単独療法は効

果があつた．

　（2）clomiphene療法時に，卵胞期の長いもの（18日
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Yoko　Takashima，　Yutaka　Hattori，

Takeshi　Yoshida，　Hiroshi　Suzuki

　　　　　　　and　Kiichiro　Noda

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

　　Kinki　University，　School　of　Medicine

　　One　hundred　and　seventy　three　patients　with

sterility　caused　by　endocrinological　disturbance　were

investigated　about　rate　of　pregnancy，　methods　and

per1ods　of　treatment．48　patients，9patients，2pa－

tients，6　patients　and　4　patients　have　achieved　pre－

gnancy　with　clomiphene　citrate，　clomiphene　citrate－

HCG．　clomiphene　citrate－estriol，　HMG－HCG　and

CB－154，　respectively．

　　Most　of　them　became　pregnant　in　early　cycles

of　the　therapy，　but　about　20％of　them　need　more

than　6　cycles　before　achievment　of　pregnancy．　As

none　of　the　patients　with　longer　than　18　days　of

folliculer　phase　during　clomiphene　administration

have　not　achieved　pregnancy，　the　length　of　fol－

Iiculer　phase　is　considered　one　of　the　important

mucus　and　made　problem　by　reexamination　and

considere　that　it　is

tiOn，　　eSpeCialy　On

interval．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付；昭和57年1月25日）

factors　to　evaluate　the　effectiveness　of　the　clomi－

phene　treatment．　The　patients　who　have　not

achieved　pregnancy　with　shorter　than　18　days　of

the　folliculer　phase　considered　the　sterility　cause

by・h・ng・・f　　　　・・nditi・n・，　ce・vi・al

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　we

　　　　　　　　　　　　　　　　　　lmportant　to　report　examma－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　hormonal　condition　at　some

■

■
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THE　MOST　CONSERVATIVE　SURGICAL
TREATMENT　FOR　BILATERAL　RUPTURED

HYPERSTIMULATED　OVARIES
ASPIRATION　OF　THE　FOLLICULAR　FLUID

　　　　Tomonobu　IKEDA，　Akio　MORITA，　Toshitaka　OKI　and　Ichiro　MORI

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology　Faculty　of　Medicine，　Kagoshima　University
1

　　　　Abstract：There　have　been　few　reports　describing　the　most　conservative　and

favorable　management　for　rupture　of　the　enlarged　ovaries　in　ovarian　hyperstimulation

syndrome．

　　　　In　a　case　of　a　28ッear－old　woman　with　primary　sterility　enlargement　and　rupture

of　the　ovaries　occurred　during　HMG－HCG　therapy．　Laparotomy　was　performed　and

17sites　from　which　ovulation　may　occurred　were　found．　Conservative　surgery　was

required　in　this　case　and　performed　on　the　ovaries　to　aspirate　the　numerous，　enlarged

follicles　scattered　throughout　the　ovaries　and　remove　the　accumulated　follicular　Huid

as　much　as　possible．　Subsequently　the　woman　began　to　ovulate　spontaneously，　and

resulted　in　giving　twice　births　to　babies．

　　　　Thus，　we　believe　that　this　case　may　serve　as　a　useful　guide　to　the　management

of　rupture　of　the　enlarged　ovaries　in　ovarian　hyperstimulation　syndrome．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jap．　J．　Fert．　Ster．，27（4），484－486，1982）

Case

　　The　woman　was　married　when　she　was
22years　old，　and　4　years　l＆ter（May，1970）

she　visited　the　gynecological　clinic　of　Kago・

shlma　University　complaining　of　infertility．

She　was　found　to　have　Grade　I　primary

amenorrhea．　Endocrinological　examination
revealed　Ilo　signs　of　polycystic　ovarian　syn－

drome．　Since　clomiphene　therapy　failed　in

ovulating，　treatment　with　HMG・1｛CG　was
initiated．　The　third　cvcle　of　treatment　with
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

HMG－HCG　was　begun　on　February　29，1976．

HMG（751Uldaゾwas　administered　for　7
days，（1501Ulday　for　g　days　and　（2251U／

day）for　6days　or　a　total　of　3，2251U（43

vials）were　administered．　On　the　23　rd　day

of　treatment　the　cervical　mucus　showed　signs

of　ovulation，　and　since　both　ovaries　were

found　to　be　normal，5，0001U　of　HCG　were

administered．

　　On　the　second　day　after　HCG　injection

the　wolnan　complained　of　hypogastric　pain．

ヨxamination　showed　that　the　ovaries　were

aboutthesizeof　a　hen’s　eg9．　On　the　sixth

day　after　HCG　injection　the　woman　com－

plained　of　hypogastric　pain，　fullness　of　the

lower　abdomen　and　nausea．　Vaginal　exami－

nation　showed　that　the　ovar玉es　had　enlarged

to　the　size　of　a　child’s　head，　and　the　patient

was　hospitalized　immediately．

　　One　day　after　admission　laparotomy　was

performed　with　a　diagnosis　of　rupture　of

the　ovary　due　to　ovarian　hyperstimulation

syndrome．　On　operation　about　3，000　ml　of

bloody　ascitic　fluid　was　found　in　the　ab－

dominal　cavity．　The　right　ovary　was　about

the　size　of　a　child’s　head，　ruptured　and

showed　g　sites　at　which　ovulation　may　have

and　the　Ieft　ovary　showed　8　sites　where

ovulation　may　have　occurred（Fig．1）．　Since

the　patient　really　wanted　to　have　a　baby，

we　decided　to　do　a　conservative　surgical

procedure　to　preserve　most　of　the　organs

involved．　㌔Ve　sutured　the　portions　of　the

ovaries　which　were　ruptured，　pierced　the

nurnerous　enlarged　follicles　to　remove　as

much　of　the　follicular　Huid　as　possible　by

●

，
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Fig．1　The　right　ovary　is　about　the　slze　of

　　　　　　achild’s　head，　ruptured　and　shows

　　　　　　gsites　at　which　ovulation　may　have

　　　　　　　occurred．　The　left　ovary　enlarged

　　　　　　　to　the　size　of　a丘st　shows　8　si亡es

　　　　　　　where　ovulation　may　have　occurred．
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tion　vaginal　bleeding　occurred．　The　clinical

丘ndings　around　surgery　are　shown　in　Fig．2．

　　The　patient　was　released　from　hospita13

weeks　after　operation．　The　woman　was
followed　up　with　ultrasonography，　serum

and　urinary　hormonal　assay，　and　vaginal

examination．　The　basal　body　temperature

（BBT）maintained　a　low　temperature　curve，

but　an　ovulational　cycle　was　observed　2

months　after　operation．　No　endocrinological

abnormalities　were　found　at　this　stage．　Hys－

terosalpingography　and　Rubin’s　test　showed

nO　abnOrmalitieS．

　　The　woman　has　experienced　two　times　of

pregnancy　and　delivery　（Cesarean　section）

for丘ve　and　a　half　years　since　operation．
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Fig．2　Clinical　findings　in　a　period　of　days　around　the　surgical　Qperation．
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■

aspiration，　and　closed　the　abdoエninal　inci－

sion　after　inserting　a　drain．

　　After　such　a　conservative　surgical　proce－

dure，　accumulation　of　follicular　fiuid　can

occur　again　and　reoperation　may　become

necessary．　We，　therefore，　used　ultrasono－

graphy　to　check　the　size　of　the　ovaries　in

afollow　up　study．　Three　days　after　opera－

tion　it　was　abeut　the　size　of　a　hen’s　eg9

（5x4×3cm）．　After　13　weeks　the　ovaries

were　not　palpable　by　vaginal　examination．

For　6　days　from　the　6th　day　after　opera一

1）iscussion

　　The　clinical　signs　and　symptoms　of　this

case　consisted　of　an　enlarged　ovary　of　10　cm

in　diameter，　ascites，　hypogastric　pain，　ful－

Iness　of　the　lower　abdomen　and　nausea．

Abnormal　values　obtained　after　clinical
laboratoτy　examination　collsisted　of　hemo・

concentration，　leucocytos玉s，　01iguria，　hypo・

proteinemia，　hyponatremia，　hypQchloremia，

elevation　of　the　urea　nitrogen　level　and

ECG　changes．　In　this　syndrome　hydro・
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thorax1・2）and　thromboembolism　may　occur，3）

but　these　were　not　observed　in　our　case．

　　After　operation　we　administered　transfu・

sion，　and　we　also　supplemented　the　electro－

Iytes　and　administered　1，000ml　of　plasma

expander　as　described　in　reports　made　prior

to　this．4・5｝．　It　has　been　reported　that　gesta－

gens，　diuretics　and　antihistaminics　are　effec．

tive6，7）but　we　did　not　use　any　of　these

preparatlons　ln　our　case．

　　When　ovarian　enlargement　and　rupture

occurs　in　a　woman　who　desires　to　have　a

child，　it　is　necessary　to　resort　to　conserva－

tive　surgical　procedures，　but　reports　on　this

aspect　of　the　treatment　are　rare．　The　go－

nadotropin　which　was　administered　persists

in　the　1〕ody　and　it　may　continue　to　stimulate

the　ovaries　so　that　the　operation　may　have

to　be　repeated．

　　In　our　case　the　ruptured　ovaries　were

sutured　and　we　simply　pierced　the　numerous

enlarged　follicles　and　aspirated　as　much　of

the　follicular　fluid　as　possible．　After　the

operation，　the　ovaries　showed　a　tendency

towards　being　reduced　in　size　and　began

with　ovulating　spontaneously　few　a　months

later．　Moreover，　the　conservative　surgical

procedure，　aspiration　of　accumulated　folli－

cular　fiuid，　performed　by　the　authors　caused

the　woman　to　conceive　and　give　births　to

healthy　children　twice　thereafter．　We　be－

1ieve，　therefore，　that　this　case　may　serve

as　a　useful　guide　to　the　management　of　rup－

ture　of　the　enlarged　ovary　in　ovarian　hy－

perstimulation　syndrome．
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両側卵巣破裂（卵巣過剰刺激症候群）

　　　　　症例に施行した保存手術

　　　　一卵胞液吸引法の試み一

池田友信，森田明夫，沖　利貴，森　一郎

　　（鹿児畠大学匡学部産科婦人科学教室）

　　児を切望する婦人がgonadotropin療法施行中に卵巣

過剰刺激症状の中でも最も重篤な両側卵巣の腫大破裂

を起した場合の適切な外科的処置についての報告は従
来より少ない。

　　われわれは無排卵を伴う原発不妊の患者（28歳）に

HMG・HCG療法を施行中，両側卵巣が腫大する傾向を
認めたので，ただちに投与を中止したが，卵巣の腫大傾

向はおさまらず，急性腹症を訴えたので開腹手術を行っ

た。小児頭大に腫大した両側の卵巣には，計17個の排卵

様形跡があり，一部破裂していた。この患者は日頃から

無排卵が持続し，しかも児を切望していたので，卵巣組

織をできる限り保存する目的から，単に破裂部位を縫

合，なお腫大する卵巣に対する処置として各のう胞内の

貯溜液を長注射針で可及的に吸引して手術を終了した。

術後1週頃より心配していた卵巣は縮小し始め，2かA

後には自然に排卵周期が回復し，とくにその後不妊症

の治療をすることもなく，この5年間に2健児をうるに
いたった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付二昭和57年1月22日〕

［
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初期正常妊婦血清および妊娠初期流産患者

血清によるADCC活性抑制効果の検討

嗣

，

Studies　for　Suppressive　Effects　of　Sera　from

Early　Normal　Pregnant　Women　and　Patients

　with　Early　Abortion　on　ADCC　Activity

　　　　　　　　愛知医科大学産婦人科教室（主任二石原実教授）

　　藪下廣光　伊藤祐正　沢口啓造
Hiromitsu　YABUSHITA　　Yusei　ITO　　Keizo　SAWAGUCHI

中北武男　中西正美
Takeo　NAKAKITA　Masami　NAKANISHI

Depertment　of　Obstetrics　and　Gynecology

　　　　Aichi　Medical　University

（Director；Prof．　Minoru　ISHIHARA）

　初期正常妊婦，妊娠初期流産患者のADCC活性を検討するとともに，正常妊婦血L清と流産患者血清の

ADCC活性におよぼす影響を比較検討した．さらに，　HCG，妊婦血中IgGのADCC活性への影響，血

中Immune　cornplexとADCC活性との関連についても検討した．

　初期正常妊婦群のADCC活性は，健常非妊婦群に比し有意の低値を示した．流産患者群のADCC活性

は，正常妊婦群に比し有意の高値を示した．また，正常妊婦血清には健常非妊婦リンパ球のADCC活性抑

制効果を認めたが，流産患者血清には抑制効果を認めなかつた．HCG，妊婦血L中IgGには，ともにADCC

活性抑制効果が認められた．正常妊婦と流産患者において，そのADCC活性と血中Immune　complex値

の問には，逆相関の傾向はあるものの明らかな相関関係はなかつた．

　以上より，正常妊婦のADCC活性は，非特異的免疫抑制因子による調節を受け，流産患者では，その因

子の欠如が示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jap．　J．　Fert．27（3），487－495，1982）

緒　　言

　not　self細胞を破壊し除去する細胞はKiller細胞と

よばれ，移植免疫，腫瘍免疫，ウイルス感染免疫などに

おいて注目されている1－4）．

　リンパ球に属するKiller細胞として細胞障害性T細

胞（cytotoxic　T・cell），　K細胞（Killer　ce11），　NK細胞

（Natural　Killer　cell）が知られている．

　Antibody　Dependent　Cell．mediated　Cytotoxicity

（ADCC）は，標的細胞（Taget　cell）の細胞膜抗原に

結合した特異抗体の存在下でTaget　ceHを障害する免

疫反応であり，その効果細胞（Effector　cell）としては，

多核白血球，単球，K－cellなどが知られている．なかで

も，S－lgG陰性，　IgG　Fc－receptor陽性のnon・pha－

gocytic，　nen　aClherent　lymphocytic　cellであるK－cell

が注目されている．

　妊娠の成立と維持を免疫学的見地よりみた揚合，父親

由来の抗原性を有すると考えられる胎児およびその付属

物が，n。t　selfとして免疫学的拒絶を受けずに母親の子

宮内で発育する事実に関して，古くから研究がなされ，
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多くの仮説が報告されているものの，その機序は解明さ

れていない．そのなかで，母体の細胞性免疫能の低下が

関与しているのではないかという仮説に関しては，妊婦

末梢血リンパ球のPhytohemagglutinin（PHA）に対す

る反応性の低下が挙げられ5‘8），さらに，このリンパ球

の機能的変化に関して，妊婦血清にリンパ球機能を抑制

する作用があるという報告がみられる8’1o）．

　今回，我々は，細胞性免疫と液性免疫のcooperation

とされるADCC活性に注目し，初期正常妊婦と妊娠維

持の病的破綻をきたしたと考えられる妊婦初期流産患者

について，その末梢血リンパ球のADCC活性を測定

するとともに，今回は，妊婦血清と，Rocklin30）らが

Blooking　antibodyとして提唱している妊娠血中IgGお

よび妊婦血中非特異的免疫抑制因子ともいわれるHCG

各々によるADCC活性に対する影響について検討した．

またさらに，Fc－fragmentを有することでADCC反応

系の抑制機序に深く関与すると考えられるImmune　co．

mplexについても，その流一血中値を測定し，　ADCC活

初期正常妊婦血清および妊娠初期流産患者血清によるADCC　　日不妊会誌　27巻4号

　（STEP　1）　Isolation　of　peripheral　blood　ly－

　　　　　　　mphocytes　and　adjustment　of　its

　　　　　　　COncentrat10n

O・3rnl　of　Silica　suspension（5％silica　in　PBS）was

added　in　3　ml　of　heparinlzed　peripheral　blood

　　　　　↓

Incubation　for　60　minutes　at　37°C

　　　　　⊥

3ml　of　peripheral　blood　was　put　above　3　ml　of

sodium　metrizoate・ficoll　mixed　solusion（speci丘c

gravity：　1．077）

　　　　　1
　　　　　↓
Centrifugation　for　30　minutes　at　1040×g

　　　　　⊥

Isolation　of　Iymphocytes

　　PBS－⊥

Centrifugation　for　10　minutes　at　240×9

　　PBS－⊥

Centrifugation　for　10　minutes　at　160×g

　　PBS－⊥

Centrifugatioll　for　10　minutes　at　160×9

　　　　　⊥

2×106〆mI　of　Iymphocytes　suspended　hコculture

mediurn　added　HEPES

性との相関を検討した．

　　　　　　　　　　研究対象

　研究対象は，愛知医科大学付属病院産婦人科に外来通

院あるいは入院した妊娠16週までの正常妊婦と妊娠初期

流産患者および健常非妊婦とした．

研究方法

　1）　ADCC活性測定方法　　　　　　　　　　　　　　．

　ADCC活性の測定は，　Perlmannらのplaque　assay

法に基づき日本抗体研究所より提供を受けたADCC

assay　kitを用いた．

　（a）　Effector　cellの分離調製（Fig．　J，　Step　1）

　肘静脈よリヘパリンナトリウム（シミズ）101U／mlを

含む末梢血3m1を採取し，シリカゲル懸濁液（KAC2）

を0．3ml添加し，37°Cで1時間培養したのちに，　Fi・

coll－Hypaque比重遠心法にて分離採取したリンパ球を

Effector　cellとした．これを10％FCS含有HEPES

（STEP　2）Monolayerly　attachment　of　Taget

　　　　　　cellS

10μ10f　Sheep　RBC（Taget　cell）was　put　in　wells

of　Inicrotestplate

　　　　　↓

Centrifugation　for　10　minutes　at　350×9

　　　　　／

Washing　microtestplate　in　PBS

　（STEP　3）　Adjustment　of　lymphocyte・antib・

　　　　　　　ody　suspended　solution　and　pla－

　　　　　　　que　fomation

Mixing　100μl　of　lymphocytes　suspended　solution

（2×106／m1）and　100μl　of　rabbit　anti　SRBC　ant－

ibody

　　　　　　
　　　　　1

2μ1　0f　lymphocytes－antibody　suspended　solution

was　put　in　wells　of　microtestplate　attached　taget

cells　Inonolaye「ly

　　　　　　
　　　　　↓

Incubat｛on　for　3　hours　at　37°C

　　　　　「
　　　　　↓

Dyin9
　　　　　「

　　　　　↓
Counting

　　　　　　　　　the　number　of　PFC　Rate　of　PFC＝
　　　　　　　　　the　number　of　Lymphocytes

Fig．1Method
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Lymphocytes　were　isolated　from　heparinized　pe－

ripheral　blood　by　centrifugation　on　sodium　me・

trizoate．丘coll　mixed　solution

　　　　　［

　　　　　　
Washed　3　times　by　PBS

　　　　　⊥

Lymphocytes　suspension　（1×106／m1）added　Se－

rum，　HCG，　or　IgG

　　　　　ナ
Incubation　for　24　heurs　at　37°C

　　　　　⊥

Washed　3　times　by　PBS

　　　　　⊥

Incubated　lymphocytes（2×106／ml）were　suspen－

ded　in　culture　medium

　　　　　　
ADCC　assay

　Fig．2Method　of　ADCC　assay　after　incu－

　　　　　bation　of　lymphocytes　with　serum，

　　　　　HCG　or　IgG

加（20mM）RPMI　1640で2×106個／mlに調整したも

のを使用した．なお，シリカゲル懸濁液添加培養によつ

て常にPeroxidase陽性細胞の混入率が1％以下である

ことを確認した．

　（b）Taget　ce11の準備（Fig．1Step　2）

　PBSにて洗浄した羊赤血球（SRBC）を1×109／ml

に調i整し、これをpoly－L－】ysinで処理したmicroplate

（Falcon　3034）の各wellに10μ1ずつ加えた後，プレ

ー トを350gで10分間遠心した．つぎに，　PSBを満たし

た容器内にプレートを反転して浸し，各well内の過剰

SRBCを除去し，　SRBCの単層標的細胞を作製した．

　（c）　ADCC　assay（Fig．1Step　3）

　2×106個／mlに調整されたリンパ球懸濁液とRabbit

anti－SRBC　IgG（O．5mg！ml）とを等量ずつ混和して作

製したリンパ球一抗体懸濁液2μ1をSRBCの単層付着

した各wel1に加え，　air　95％，　CO25％に調整した

37°C培養器にて3時間培養した．なお，対照として抗

体非依存下のリンパ球一HEPES加培養液2μ1を，別

のwellに加えた．　Sera　plaque　agaroseを加えたg1－

utanyldehydeとBrilliant　crystal　blueの1昆合液で固定

染色，固定封入し検鏡した．判定は，次式のごとく，各

wellのplaque　forming　cel1（PFC）を数え，全リンパ

球数（600～700個）に占めるPFCの百分率をもつて

ADCC活性の測定値とした．

（489）51

　　　　　　　　　　　全PFC数　　　　PFC（％）＝　　　　　　　　　　　　　　　　　×100
　　　　　　　　　　　全リンパ球数

　2）ADCC活性に対する妊婦血清，　IgGおよびHCG

　　　　の添加試験（Fig．2）

　末梢血より分離したリンパ球の懸濁液O．1ml（リンパ

球数1×106／m1）をFalcon　plastic　tube（12mm×75mm）

に入れ，これに，妊婦非働化血清，HCGおよび妊婦

血清より分離したIgGの各々を0．1ml添加し，さらに

10％FCG含有HEPES加RPMI　1640を0．8ml加え
て全量を1．Omlとしてair　95％，　CO2　5％に調整した

37°C培養器にて24時間培養した．そして，培養後さら

に，PBSにて3回洗浄して2×106個／m1に調整したリ

ンパ球懸濁液をEffector　cellとして，そのADCC活

性を測定し，培養液のみで同様に24時間培養したリンパ

球のADCC活性を対照として，次式のごとくADCC

活性抑制率を算出し，妊婦血清HCGおよびIgGの

ADCC活性への抑制効果を検討した．

　　ADCC活性＿
　　抑制率（％）一

（　　妊婦血清HCGおよびIgGを添加1＿培養』些2≧パ球の全旦CC．活性）×…

　　　　　　　　リンパ球のADCC活性

妊婦非働化血清は，2倍に濃縮したものをtubeにO．lmI

加え，20％濃度となるように添加した．HCGは，持

田製薬より提供された44001U／mgの精製HCGを，

101U／ml，1001U！ml，10001U／mlの各濃度となるように

調整iし添加した．血清からのIgG分離は，　IgG　TEST

CHEMIPHARを用いたColumn　methodによつて行
ない，そのカラム溶出液を免疫電気泳動法にてIgG単

一であることを確認した上で添加した．

　3）流血中Immune　complexの測定方法

　流血中Immune　complexの測定は，　Clq付着チュー一

ブとHorse　radish　peroxidase標識抗ヒトIgG抗体を

IndicatorとしたClq－Solidphase　Enzyme　Immunoas－

sayによつて行なつた11）．米増らの方法12）で分離精製し

たClqをpolystyrene　tubeに付着させ，これに0．2M

EDTAであらかじめ内因性補体を1、C．からはずして

おいた被検血清を加え，反応後Clqと結合したLC．

にHorse　radish　peroXidase標識抗ヒトIgG抗体を加

え，反応させた後，Opticaldensity　510nmにて発色度

を測定した．LC．値は，同様に測定した変性ヒトIgG

のStandard　curveに基づいて，変性ヒトIgG　i換算量

（Aggregated　human　IgG　equ．μg／ml）にて示した．

研究成績

1）　初期正常妊婦におけるADCC活性

妊娠6週から16週までの初期正常妊婦48例について，
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→
　4℃
　17hrs

（2）

一一一一・一一一一一一・一一一一・－ l

　serum 　室温
　　2hrs

（5）

一一一一一一一一一一・一・一一一一・l

HRPO標識
抗ヒトIgG

一一・一・一・・一・一一一一一一一一一
e，

　室温

　　2hrs

（4）

　　基質液

一一一一一一一一一・一・一一一一一一
）

　50°C

　2hrs
〇D　510nrn

■　CIq　　　　　ロ●Immune　comPlex　－G）HRPO標識抗ヒト19　G

（1）PBSにて3．0μg／mlに調整した精製Clq　1．Omlをpolystyrene　tubeに分注し4DC　l7時間静

　　置し，Clqをtubeの内壁に物理的に付着させる．
（2）tubeをPBSにて洗浄後，90倍に希釈した被検血清（または，変性ヒトIgG）を1ml入れて，

　　室温2時間インキューベートする．なお，被検血清は，あらかじめO．2M　EDTAで3倍に希
　　釈し，37°C30分間インキュベートして内因性補体（Cl）をICからはずしておく．
（3）tubeをPBSにて洗浄後，　HRPO標識抗ヒトIgG抗体1．Om1を加え，室温2時聞インキュ
　　ーベートする．
（4）tubeをPBSにて充分に洗浄後，基質液1．5mlを加え，50°C　2　li寺問反応させた後に，　optical

　　density　510nmにて，その発色の強さを測定する．
（5）optical　density　510nmにて測定した変性ヒトIgGのstandard　curveに基づいて，　IC値を

　　変性ヒトIgG量に換算して示した．

　　　　　　　Fig・3Clq　solid　phase　EIA法によるImmune　complexの測定

PFC％

2　e．O
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ハlo「mai　women

n＝le
M士S．0．＝6。81土1．6t

Fig．4ADCC　activity　in　Normal　Women
　　　　and　Normal　pregnant　Women

そのADCC活性を健常非妊婦18例と比較した．　Fig．

4に示すごとく，対照とした健常非妊婦群のPFC％

は，6．81±1．68であるのに比し，初期正常妊婦群では，

5．78±L99と有意の低値を示した（0．025くα＜O．05）．

　2）妊娠初期切迫流産患者におけるADCC活性

　妊娠初期切迫流産患者について，切迫流産徴候発現時

のADCC活性を検討した．結果は，　Fig．5に示すご

とく，そのPFC％は，9．79±3．44と先に述べた健常

非妊婦群，初期正常妊婦群に比し有意の高値を示した

（α＜0．05），

　次に，妊娠初期切迫流産患者で，その予後の良好であ

つたものについて，その発症時より切迫流産徴候消失時

までを経時的に追跡し，そのADCC活性の推移を検討

した．結果は，Fig．6に示すごとく，切迫流産徴候発

現時において，そのADCC活性は，各症例とも高値を

示しているが，やがて，同微候の消失とともに漸減し，

初期正常妊婦のADCC活性の値に近づいていく傾向を

示した．
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　Fig，4，5，6に示した我々の成績より，初期妊娠維持

機構に，リンパ球のADCC活性の関与が考えられ，さ

らに，初期妊娠維持における免疫寛容機構に何らかの

ADCC活性阻害因子が影響を及ぼし，一方，妊娠初期

F三g．8　1nhibitorv　effect　of　sera　on　ADCC
　　　　　。、ti。ity急。　N。，m。l　p，eg。。n、y　and

　　　　　Abortion

切迫流産における免疫学的病態として，ADCC活性阻

害因子の欠如ないしは，増強因子の関与を示唆している

ものとも考える．

　3）　初期正常妊婦血清によるADCC活性抑制効果

　　　　（Fig．7）　　　　　　　　　　　　　　　・

　初期正常妊婦血清を添加し培養処理した健常非妊婦り
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ンパ球のADCC活性は，36．2±14．23％の挿制を受け

た．また，同様に処理した妊娠初期流産患者リンパ球の

ADCC活性は，33．1±22．15％の抑制を受けた．しか

し，Effector　cellとした健i常非妊婦および妊娠初期流産

患者のリンパ球には，その被抑制効果に差は認めなかっ

た．

　4）　初期正常妊婦血清と妊娠初期流産患者血清の

　　　ADCC活性抑制効果の比較検討（Fig．8）

　初期正常妊婦と妊娠初期流産患者についてそれらの血

清による健常非妊婦リンパ球のADCC活性抑制効果を

比較検討した・

　妊娠初期流産患者血清による抑制率は，8，2±9．92

％であるのに比し，初期正常妊婦血清による抑制率

は，36．2±14．27％と有意に高い抑制効果を認めた（α〈

0．005）．

　5）精製HCGおよびIgGによるADCC活性抑
　　　制効果（Fig．9）

　精製HCGおよび初期正常妊婦血清より分離精製し

たIgGについて，各々の健常非妊婦リンパ球のADCC

活性抑制効果を検討した．HCGは，　Dose　dependent

にADCC活性抑制効果を示したが，かなり高単位の場

合でないと明らかな抑制効果はなく，低単位の揚合はむ

しろ増強効果の傾向もみられた．

　IgGは，　Dose　dependentにADCC活性抑制効果

を示し，とくに，300mg！dl以上の揚合に明らかな抑制

効果が認められた．

　6）流血中Immune　complexとADCC活性との関
　　　連（Fig．10）

　初期正常妊婦および妊娠初期流産患者について，各症

例におけるADCC活性と流血中Immune　complexと

の関連を検討したが，Fig．10に示すごとく，両者とも

にやや逆相関の傾向を示しているように思われたが，有

意な相関関係は認めなかつた。

考　　案

　父親由来の抗原性をもつ胎児およびその付属物が母親

にとつてnot　selfなものであるとするならば，なぜ，

免疫学的拒絶を受けないで母体にtakeされて発育して

いくのかという問題については，いままで多くの研究が

なされている．妊娠維持の病的破綻と考えられる流産に

おいて，母子間の免疫機構が関与しているとするなら

ば，何らかの免疫学的パラメーターを測定し，いかに正

常妊娠の揚合と異なるかを見ることが，流産においてい

かに免疫機構が関与しているかを知る一手段になると思

われる．

　組織適合抗原の異なる胎児を母体の免疫機構が受容す

る要因として，Medawar！3）は，母体の細胞性免疫能の低

下を提唱した．以来，諸家によつて示された妊婦末梢血

Tリンパ球の組成14’16）や機能の変化5・17・18）あるいは，血

中の免疫抑制物質15・19闇22）の存在は，この仮説を説明しう

る知見と思われる．すなわち，母体の免疫応答の非特異

的抑制機序が妊娠維持の合目的な生理現象として存在し

ていることが推定できる．そして，流産において，原因

とは断言できないが，そのような非特異的抑制機序に変

化が生じていると考えられる．

　リンパ球のADCC活性は，どのような細胞がEff－

ector　cellとしての機能をもつのか，また，　Taget　cell

との接触様式やその後に起こるTaget　cellの破壊様式

t
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などの点に関して不明な点が多い．しかし，ADCCは，

標的細胞膜抗原にその抗体の結合したものが，Effector

cellであるリンパ球様細胞のFc－receptorを通じて標的

細胞破壊をおこす反応であることより23），免疫抑制機構

に関与すると考えられるHormones，　Onco－fetal　pr－

oteins，　Pregnancy－associated　proteinなどが血中に出

現する妊娠という現象における免疫機構を考察する上

で，このADCC系の免疫反応は，1つの興味深い反応

系と考えられる．

　ADCC活性の測定方法としてCr51　releaseを利用し

たRadioimmunoassay法もあるが，今回我々は，単層

の羊赤血球をTaget　cellとするplaque　assay法を用

いた．なお，我々の測定したplaque　assay法による

ADCC活性は，健常非妊婦の値で，6．81±1．68％と諸

家の報告と一致した結果を得ている．

　まず，初期正常妊婦におけるADCC活性は，二井ら

の報告24）と同様に，今回の我々の成績においても，健常

非妊婦に比べ有意に低い値を示した．しかし，妊娠6週

から16週までのいわゆるFirst　trimesterの期間内で妊

娠経過に伴なうADCC活性の変化はみられなかつた．

いつれにせよ，初期妊娠時にこのようなADCC活性の

低下がみられるのは，伊藤らの報告25）にある妊娠初期の

T・cell　populationの低下，リンパ球幼若化率の低下と

類似する現象であり，おそらく妊娠という現象により二

次的に生じたもので，妊婦血中に含まれる液性因子が細

胞性免疫能の低下に関与していることを示唆していると

考える．

　妊娠初期流産患者のADCC活性は，我々の成績では，

正常妊婦とは逆に，有意な高値を示す結果を得た．さら

に，同一症例で予後の良好であつた切迫流産患者を追跡

した結果では，流産徴候の発現時には高いADCC活性

を示していたものが，同徴候の消失とともにADCC活

性は漸減し，初期正常妊婦のADCC活性値に近づくと

いう興味深い結果を得た，これは，竹内ら26）が報告して

いるように，流産患者血清の免疫抑制効果の低下による

ものとも考えられるが，必ずしもこのことだけで説明が

できるものでもないと思われる．すなわち，妊婦血中に

増加してくる各種ホルモン（Estrogen，　Progesterone，

Cortisone，　hCG）やα・fetoprotein，　CEAさらにpr－

egnancy　associated　protein（sp　1，　sp　2，　sp　3）などに抑

制効果があるとしても，これらの物質の減少あるいは欠

如は，流産の結果によるものとも考えられ結論は出し難

い．このような妊娠，流産時のADCC活性の変化は，

液性因子による影響をかなり強く受けていると思われ，

その機序を検討する目的で，今回は，各種血清による

ADCC活性への影響を検討した．
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　初期正常妊婦血清によるADCC活性への影響を検討

した結果では，健常非妊婦リンパ球および流産患者リン

パ球のADCC活性は，初期正常妊婦血清の添加培養処

理により明らかな抑制効果を受けている結果が得られた

（Fig．7）．そして，その抑制効果は，健常非妊婦リン

パ球に対しても，流産患者リンパ球に対してもほぼ同

様であり，リンパ球の相異による被抑制効果に差はな

かつた，これは，諸家が，リンパ球幼若化反応27，28），

MLC29）において妊婦血清に抑制作用があるとしている

のと同様のことがADCC系においてもみられることを

示している．すなわち，妊婦血清中には，細胞性免疫能

に対する非特異的抑制物質が存在していることを示唆す

るものである．そして，リンパ球の相異により抑制効果

に差がないということは，妊娠初期や流産時における

ADCC活性の低下および充進という変化が，リンパ球

自体の数や機能の問題ではなく，リンパ球をとりまく液

性因子によつて左右されていることを示唆している．

　妊娠初期流産患者血清による健常非妊婦リンパ球の

ADCC活性への影響を検討したところ，初期正常妊婦

血清において認められたような抑制効果は認めなかつ

た．すなわち，リンパ球幼若化反応で，竹内ら26）が流産

患者血清には，PHAに対するリンパ球の反応を抑制す

る作用がないと報告しているのと同様に，ADCC系に

おいても抑制効果が認められず，流産患者血清中の非特

異的免疫抑制因子の欠如が示唆される．なお，今回我

々は，妊婦血中非特異的免疫抑制因子の1つとされる

HCGとRocklinら30）がB1ocking　antibodyとして免

疫学的に妊娠維持に関与していると提唱している妊婦血

中IgGにっいて，それらのADCC活性への影響につ

いても検討したが，両者ともにD・se　dependentな抑

制作用があるものの，明らかな抑制効果は，かなり高濃

度の揚合にしか認められなかつた．

　さらに，ADCC系には，　Fc・receptorを有する因子

としてかなり深い関与をすると考えられるImmune

complexについてその血中値とADCC活性値との相

関を検討したが，中野ら32）が肝疾患において報告してい

るようにADCC活性の低下と流血中Immune　com－

plex値との間には，有意な相関は認めなかつた．しか

し，少なからずImmune　complexが妊娠血中，流産患

者血中には存在し，それが，ADCC活性に影響をして

いる1つの因子となつていると推察されるが，Immune

complexについては，多くの測定方法があり，他の方法

でも同時に検討する必要があると考える．

結　　語

Plaque　assay法を用いたADCC活性測定法により，
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初期正常妊婦および妊娠初期流産患者のK・cel1　popul－

ationを検討すると同時に，正常妊婦血清と流産患者血

清のADCC活性に及ぼす影響を比較検討した．さらに，

HCG，妊婦血中IgGのAr）CC活性への影響，血中

Immune　complexとADCC活性との関連について検
討し，以下の結果を得た．

　（1）初期正常妊婦群のADCC活性（5，78±1．99％）

は、健常非妊婦群（6．81±1．68％）に比し，有意の低値

を示した（0．025＜α〈O．05）．

　（2）妊娠初期流産患者群のADCC活性（9．79±3．44

％）は，健常非妊婦群，初期正常妊婦群に比し有意の高

値を示した（α＜0．005）．また，切迫流産患者群で，そ

の予後の良好であつた症例について，その発症時より，

流産徴候消失時までを経時的に追跡し，ADCC活性の

推移を検討したところ，流産徴候発現時において高値で

あつたものが，同徴候の消失とともに漸減し，初期正常

妊婦の値に近づいていく傾向を示した．

　（3）正常妊婦血清を添加し培養処理した健常非妊婦

リンパ球のADCC活性は，明らかに抑制され，正常妊

婦血清にADCC活性抑制効果を認めた．しかし，流産

患者血清を添加し培養処理した健常非妊婦リンパ球の

ADCC活性は抑制されておらず，流産患者血清には

ADCC活性抑制効果は認めなかつた．

　（4）精製HCGおよび妊婦血中IgGによる健常非

妊婦リンパ球のADCC活性抑制効果は，いずれも

Dose　dependentに認められた．しかし，明らかなる抑

制効果は，HCGでは，10001U／ml以上，　IgGでは，

300mg／dl以上の揚合にしか認めなかつた．

　（5）　初期正常妊婦と妊娠初期流産患者について，

ADCC活性値と流血中Immune　complex値との関連

を検討したが，ともにやや逆相関の傾向は示すものの有

意な相関は認めなかった。

　以上より，妊婦におけるADCC活性は，妊婦血清中

の非特異的免疫抑制因子による合目的なRegulationを

受け，流産患者には，このような因子の欠如ないし低下

があるのではないかと推論された．
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from　early　normal　pregnant　women

　　and　pa．tients　with　early　abortion

　　　　　　　　　on　ADCC　activity

　　　Hiromitsu　Yabushita，　Yusei　Ito，

　　Keizo　Sawaguchi，　Takeo　Nakakita

　　　　　　　and　Masami　Nakanishi
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　　　　（Director　：Prof．　M．　Ishihara）

　　For　the　purpose　of　making　clear　the　immuno－

logical　mechanisms　for　the　maintenance　of　early

pregnancy，　the　following　were　investigated　im－

munologically　by　using　the　method　of　measuring

ADCC　activity．

　　a）　The　K－cell　populations　of　normal　pregnant

women　were　compared　with　those　of　patients　with

abortion　in　first　trimester．

　　b）　The　suppressive　effects　of　sera　from　norma！

pregnant　women　on　ADCC　activities　of　lympho・

cytes　of　normal　women　were　compared　with　those

of　sera　from　patients　with　abortion．

　　c）　The　suppressive　effects　of　IgG　in　sera　from

early　pregnant　women　and　puri丘ed　HCG　on
ADCC　activities　were　measured．

　　d）　The　relation　between　the　Ievels　of　circula・

tiong　immune　complex　and　ADCC　activities　were

observed．

　　From　above　studies，　it　is　suggested　that　ADCC

activities　of　lymphocytes　were　suppressed　reasonably

by　the　non－speci丘c　factors　of　sera　in　early　pregn－

ancy　and　the　supPressive　factors　in　sera　decreased

in　abortion，

　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和57年6月4日，特掲）

・

1



日本不妊学会雑誌
第27巻第4号1982

精液の粘性に関する研究（その1）

Study　on　the　Viscosity　of　Human　Semen（Part　1）

大阪医科大学泌尿器科学教室

岡　　野　　　　准

　　Hitoshi　OKANO
■

Departement　of　Urology，　Osaka　Medical　School

　　（Director：Prof．　Shigeru　MIYAZAKI）

　ヒト精液のcoagulation，　liquefact三〇nはよく知られた現象であるがその機序については充分な解明がされ

ていない．またliquefaction後のヒト精液のresidual　viscosityの決定要素や妊孕性に対する影響などにっい

ても，充分な解明はされていない。これらの現象を解明する目的で，円錐回転円盤形粘度計を用いて精液粘

度を測定し，精液粘度と精液所見とを比較検討した．結果は以下のごとくである．1）正常なヒト精液は射精

直後335±156cpと高い粘度を示すが時間の経過と共に急速に粘度が低下し射精後60分では7．0±1．1cpとな

つた．この変化は精液中の精子の有無とは無関係であつた．2）禁欲期間の長短および精子濃度の高低は精液

粘度に影響をおよぼさなかった．3）男性不妊患者においては精子濃度が比較的高い場合には精液粘度が高い

程精子運動速度および精子運動率が低下する傾向にあつた，またasthenospermiaでは精液のresidual　visc・

osityが高値を示した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jap．　J．　Fert．　Ster．、27（4），496－　505，1982）

1．緒　　言

　ヒト精液は射精後ただちにゲル状を呈するか，あるい

はゼリー状の固形物を混じた粘稠な状態を呈するが，こ

の過程をcoagulationといい，また射精から5～20分

を経ると粘性の低下した状態となり，この過程を1iq－

uefactionという．これらの現象は以前よりよく知られ

ており1）2），その機序については充分な解明はされてい

ないが酵素反応による1）2）と考えられている．coagula－

tionと1iquefactionは精液の粘性に関係すると思われ

るが，これらに関する研究は少ない，またcoagulation

あるいは1iquefactionの異常と男性不妊症との関係につ

いてはBunge3）4）らの報告があるが，いまだ充分な解明

はされていない．

　本研究の目的は，精液粘性の変化や精液粘性を規定し

ている要因を明確にし，さらに精液粘性と男性不妊との

関係について究明することにある．

II．研究対象ならびに方法

対象は1975年8月より1977年9月までに，大阪医科大

学付属病院泌尿器科男性不妊外来をおとずれた患者であ

り，正常精液は条件のととのつたvolunteerより得た．

精液採取は用手法によつて行ない，禁欲期間と精液粘度

との関係をみる揚合を除いて4日間以上の禁欲を原則と

した．

　精子濃度の分類はnormozoospermia　45×106！ml以

上，oligozoospermia（fair）45～15×106！ml，　oligozo－

ospermia（poor）15×106／ml以下とした。

　精子運動速度の測定はFarris5）の方法に準じ，精子

が50μを遊走するに要する時間であらわした．すなわ

ち，Thomaの血球計算盤上に精液を注入し，なるべく

直線的に遊走する精子を選び，小分画の2目盛CIOO　Pt）

を遊走する時間を測定する．この操作を5匹以上の精子

でくり返しておこない，その平均値を求めて1目盛分

（50μ）の所要時間に換算した．単位はsec／50，（tとし，

遊走速度が速いほど数値は小さくなる．また精子運動率

は（活動精子数／総精子数）×102で算定し，百分率であ

らわした．

　精液の粘度は，東京計器社製円錐回転円盤形粘度計

」



F

巨昌下0　57　！ド　10　月　　1　日

図1　東京計器社製円錐回転円盤形粘度計

　　　visconic　ELD型

岡　　野

図2　粘度計visconic　ELD型のサンプルカ
　　　ツプ

図3　粘度計viSconic　ELD型のローター部分

ViSconic　ELD型を使つて測定した（図1）．精液粘度

は次のようにして測定した．すなわち，サンプルカップ

（図2）に1．Ornlのサンプルを入れて，ローター（図3）

を回転させる．この時の目盛（図4）の数値に，回転数

に応じた換乗率数（表1）を乗じた値が粘度であり，単

准 （497）59

図4　粘度計の目盛部分（目盛盤はローターと

　　　同調して回転する）

表1粘度計visconic　ELD型の換算乗数
　　　　　　粘度計定数（EL）

RPM
　0．5

　1

　2，5

　5

10

20

50

100

換算乗数

12．00

6．00

2．40

1．20

0．60

0．30

0．12

0．06

測定上下限cp

1200～120

600～60

240～24

120～12

　60～　6

　30～　3

　12～　1．2

　6～　0．6

位はcp（センチポァーズ）であらわされる．ただしニ

ュー トン性流体の場合には，前述した値が真の粘度とさ

れるが，非ニュートン性流体（高分子化合物を含む溶液

など）ではみかけ上の粘度であり，絶対粘度は各回転数

における応力を求めて補正しないと得られない．精液も

非ニュートン性流体であることが予測されるが，精液で

は短時間のうちにあきらかに粘性が変化しており，各回

転数での粘度を求めている問にもその粘度が変化すると

思われるので，絶対粘度を求めることは困難である．そ

こで，今回の実験では，求められたみかけ上の粘度を精

図5　恒温装置（小松一大和社製CTE－21型）
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㊧

図6　サンプルカップに恒温装置を接続した状

　　　態の模式図

液粘度とした．測定条件の単一化のために，測定時のロ

ー ター回転数は一定にし，原則として20r．　p．　m．と

した．また，測定温度は恒温装置（小松一大和社製，

CTE・21型，図5）を使つてサンプルカップの温度を

25°Cに調節した（図6）．

III．結　　果

　a）精液粘度の経時的変化

　正常精液の粘度およびその変化を知る目的で，精子濃

度および精子運動率が正常で，妻との間に子供がある10

人のvolunteerの精液粘度を経時的に測定し、これを

cρ

35

5　10　　20　　30　　40　　50　　60　　70　　mm

図7　Control群（vo】unteer　10例）での経時

　　　的変化

contro］とした．図7は，このcontrol群の精液粘度の

経時的変化を示したものである．射精直後の精液粘度は

335±156cpと高い値を示すが，射精後10分間は急速に

精液粘度が低下し，その値は11．3±3．6cpで射精直後の

値の1、・30であつた．その後の粘度低下は緩徐であり，

H不妊会誌　27巻4号

射精後30～60分でほぼ一定値となる．射精後60分におけ

る精液粘度は7．0±1．1cpで，射精直後の粘度の約1／50

の値であつた．すなわち，射精後60分における正常精液

の粘度は10cp以下であつた．

　b）精子の存在の有無と精液粘度との関係

　精液中の精子の有無が精液粘度に影響するか否かをみ

る目的で，精管切断術を行なつた2名のvolunteerを対

象として，手術前後の精液粘度を測定した．その経時的

変化は図8に示すごとくである．図中の点状帯部は精管

60　min

図8　精管結紮術前後での精液粘度の経時的変

　　　化（点状部：術前，白丸折れ線グラフ：
　　　術後）

切断術前の精液粘度の範囲を示しており，図7に示した

control群の結果とほぼ一致している．図中の折れ線グ

ラフは，術後の精液粘度の平均値であるが，術前の値の

範囲内にあり，この結果からみる限りでは，精子の有無

は精液粘度に影響をおよぼさないといえる．

　c）禁欲期間と精液粘度との関係

　禁欲期間の長短が精液粘度に影響をおよぼすか否かを

知る目的で，精液所見が正常な5名のvolunteerを対象

として種々の禁欲期間後の精液粘度を測定した．図9は

症例1，図10は症例2の測定結果を示したものである．

症例1では禁欲期間が24時間，14時間，96時間，481i寺間

の順に，また症例2では禁欲期間が96時間，45時間，72

時間，22時間の順に粘度が高い値を示しており一定の傾

向はみられなかつた．他の3例については図に示してい

ないが，症例3では禁欲期間が20時間，17時間，96時間

の順に，症例4では72時間，48時間の順に，症例5では

24時間，72時間の順に高い粘度を示しており，禁欲期間

1
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5　10　　20　　30　　40　　50　　60　min

症例1における禁欲期間の精液粘度の経

時的変化との関係

cp
35

96h

45　h

72h

　510　20　30 4050　60　min
症例2における禁欲期間と精液粘度の経

時的変化との関係

と精液粘度との間に一定の傾向はみられなかつた．

　d）男性不妊症と精液粘度との関係

　i）精子濃度と精液粘度

　1975年8月～1976年8月の間に当科を受診した不妊男

性のなかから88例を対象として，精子濃度と精液粘度と

の相関性を調べたが両者の間に相関関係はみられなかつ

た（図11）．しかし，射精後60分の精液粘度が10cp以上

の高い値を示すものの率が，azoospermia群では15．4

％，oligozoospermia群では28．3％，　normozoospermia

群では48．3％であり，高粘度精液患者は不妊男性の精子

濃度が高い群程高率に存在した（表2）．
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　　　’馨：i：：：　．，
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　　　　　　　　●．

Azeospermia
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精子倣
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図11　不妊男性（n　＝88）における精液濃度と

　　　射精後60分時の精液粘度との関係

表2図11の症例における精度粘度高値症例数
　　不妊男性における精液粘度高値症例数

Normeo－spermia
（45×106／ml以上）

OligozoosPe「mia
（45x106／m1未満）

Azoospermia

症例数

29

46

13

精液粘度
10cp以上

％

14

13

2

48．3

28．3

15．4

　ii）精子運動速度と精液粘度

　Controlとして夫婦間に2子以上を有し，精子濃度，

運動性，精子運動率，精液粘度のいずれにも異常がみら

れないvolunteer　8名を対象として射精後30～60分に

おける精子運動速度を測定した．この精子運動速度の平

均値はL5±O．　4　sec／50ptであり，これを正常値とした

俵3）．

表3　妊孕性正常例8名における精子運動速度と
　　　精度粘度（Control）

Case 1粘度（。p．）

1

2

3

4

5

6

7

8

6．8

7．5

5．5

7．7

6．6

7，2

9．6

6。2

運動速度（sec／50，ce）

2．1

2．0

1．2

1．7

1．5

1．1

1．4

1．3

平均値　1．5±0．4

　図12は．1976年10月～1977年5月に来院した不妊患者

85名の精液粘度と精子運動速度との関係を示したもので

あり，精液粘度が高くなるにつれて精子運動速度が低下

する傾向がみられたが，相関係数は0、26であつて，その
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麓
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図12　不妊患者（n＝85）における精液粘度と

　　　精子運動速度との関係

傾向は顕著とはいいがたい．

　精子濃度が高い程，精子運動性がよい傾向がみられる

が，当科における1976年10月～1977年5月に来院した不

妊男性82名についての精子濃度と精子運動速度との関係

においても，精子濃度が高い程精子運動速度が速くなる

傾向がみられた（図13，相関係数；0，37）．また、表2

sρ　5・）

3

・s 71．　’　・’：

n＝a2

図13　精子濃度と精子運動速度との関係

　　　n＝82，相関係数O．37

に示したように，精子濃度の高い群程精液粘度が高い値

を示すものが高率に存在した．以上の2点からみて，精

子濃度別に精液粘度と精子の運動性を比較することは有

意義なことと考えられる．

　図14はnormozoospermia，図15はoligozoospermia

fair，図16はoligozoespermia　poorのそれぞれの群にお

ける精液粘度と精子運動速度との関係を示したものであ

る．normozoospermia群の相関係数は0．77，01igozoo－

spermia　fair群の相関係数は0．64であり，かなり高い相

関性がみられたが，oligozoospermia　poor群では相関性

がみられなかつた．すなわち，精子濃度が比較的高い場

楚

CiD

30

20

10

差

謁

30

20

10

4e

震

cρ

　　　　　　　　　　　　　　3．0　　　　　　　　　　40
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遮度5P～汚50μ

図14　精子濃度別にみた精液粘度と精子運動速

　　　度との関係（normozoospermia）n＝29，

　　　相関係数O．77

30

2D

le

1．e　　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　3、0　　　　　　　　　　　4ρ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　速度SeCtso，、

図15　精液粘度と精子運動速度との関係（olig－

　　　ozoospermia　fair）n＝26，相関係数0．64

£度三・。5。、

図16　精液粘度と精子運動速度との関係（01ig・

　　ozoospermia　poor）n＝30，相関係数0．23

合においては，精液粘度が高い程精子の運動速度が遅く

なる傾向がみられた．

　図17は同一精液での射精直後の精子運動速度と60分間

室温下に放置して精液粘度の変化を待つて測定した精子

運動速度とを比較したものである．図左は射精後の粘度

変化が正常な群，図右は射精後60分間放置しても正常域

1

●
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図17　粘度変化と精子運動速度との関係

岡　　野

の値（10cp以下）まで粘度低下をきたさない異常粘度

変化群である．正常な粘度変化群では精子運動速度の平

均値は射精直後が1．92sec／50μ，放置後は1．5sec／50μで

あり，全例が精液粘度の低下とともに精子運動速度が増

加している．異常粘度変化群では，放置後も精子運動速

度は増加せず，かえつて遅くなるものもみられた．

　呈ii）精子運動率と精液粘度

　図18は，1976年10月～1977年S月に来院した男性不妊

患者107名にっき射精後60分経過時の精液粘度と精子運

動率との関係を示したものである．精液粘度が高い程精

子運動率は低下する傾向がみられた（相関係数0。34）．

特にasthenospermiaの5例では，精液粘度が15～20cp

壽

Cp

●

．，s

’死

　　　　　　　縞　　’　運　蝕　累　男

図18　精液粘度と精子運動率との関係
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表4　Asthenospermiaの精液粘度
　　　（射精後60分目の値）

No． Sperm　densitv VISCOSlty

1

2

3

4

5

17×106／ml

4×106／ml

53xlo6／m1

63×106／m1

7×106／ml

15．9cp

15．Ocp

17．Ocp

21．9cp

25．Ocp

　　　　　　　　　　　　　　　遷動車％

図19　精液粘度と精子運動率との関係（norm－

　　　ozoospermia　group）n＝36，相関係数一

　　　〇．64

　　　　10　　20　　30　　40　　50　　60　　了0　　80　　90

　　　　　　　　　　　　　　運動享自。

図20　精液粘度と精子運動率との関係（01igo・

　　　zoospermia－fair　group）n＝33，相関係

　　　数一〇．57
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図21精液粘度と精子運動率との関係（oligoz・

　　　oospermia－poor　group）n＝38，相関係

　　　数一〇．28

と全例が正常よりも高い値を示した（表4）．図18の症

例をnormoz。ospermia群（図19），　oligozoospermia

fair群（図20），　oligozoospermia　poor群（図21）に分

けてみると，normozoosperm量a群（相関係数＝－0．64），

oligozoospermia　fair群（相関係数＝－O．57）ではかな

りの相関性が認められたが，oligozoospermia　porr群

（相関係数＝－0．28）では相関性はみられるが顕著では

なかつた．すなわち，精子濃度が比較的高い場合におい

ては，精液粘度が高い程精子運動率が低下する傾向がみ

られた．

IV．考　　案

　ヒト精液が射精後ただちにcoagulationをおこすこと

はよく知られている．rat，　guinea　pig，　boar，　rhesus

monkeyなどの精液でも同様の現象がみられ，これらの

動物ではcoagulating　glandの存在が知られている．し

かし人間では，いまだにcoagulatlng　glandあるいはそ

れに類似した器官は発見されていない．またdog，　bull

などの動物ではcoagulati・nによるcoagulumの形成

がないもの2）もあり，精液のcoagulum形成が合目的

現象か否かは疑問の多いところである．これに対し，

DunnとPicologlou6）はcoagulum形成により精子は

一塊として膣内に運びこまれ，精子を不活化する膣内の

酸性環境から保護され，また，coagulum中には精子活

動のエネルギー源が保存されており，頸管粘液が精漿中

の酵素で溶解され，精子の進入が容易となるころに精液

の粘性低下がおきて精子が解放されると述べている．こ

日不妊会誌　27巻4号

のことに関して他に有力な説はなく，coagulum形成が

合目的現象であると理解すれば有力な説であると思われ

る．

　Coagulationの後，精液は5～20分間急速にその粘

度が低下するが，この過程はIiquefactionと呼ばれ，

proteolytic　enzymeの作用によるものとされている1）2）．

その主なものはsemininあるいは1iquefaction　factor

と呼ばれるものであり，1942年HugginsとNea17）によ

りヒト精漿中に存在することが示唆され，1971年Syner

とMoghissiによって純化されている．その分子量は

3300，至適pH　7．5～8．0で，　chymotrypsi1に類似した

酵素学的特性をもつといわれている．

　liquefaction後の精液はかなり流動性を増しているが，

水と比べると明らかに粘性が高い．最終的に残存してい

る精液の粘性はresidual　viscosityと呼ばれているが，

residual　vidcosityを決める要因については解明されて

いない10）．

　今日まで精液の粘性に関する研究は少なく，特に粘度

を数値として表現し解析をおこなつた報告は，Dunnと

Picologulou6）の毛細管粘度計によつて測定する方法，

Bungeら4）のスポイトで精液を吸いとり滴下させた時の

状態で判定する方法，およびAmelarら1）の注射器に精

液を吸いとり滴下させた状態を5段階にわけて評価する

方法の3報告のみである．BungeらやAmelarらの方

法では，検者の主観によつて評価が左右され再現性に問

題があるが，簡単であり器具も特別なものを必要としな

いために臨床応用上は有用な方法と思われる．精液粘度

を明確な数値として表現するためには，粘度を測定する

計器が必要である．粘度計には落球粘度計，毛細管粘度

計，回転型粘度計などがあるが，本研究においては少量

のサンプルで測定可能で，操作およびデータ処理が簡単

であり，測定時聞も短時間ですむ回転円錐平板型粘度計

を使用した．これまでにおこなわれている他の生物材料

の粘度測定でも，安定性の高い計器として回転型粘度計

がよく使用されているようである．生物材料は非ニュー

トン性流体が多く，精液もムコ蛋白を含むとされている

ことから非ニュートン性流体であることが推察される

が，先に述べたごとく，精液は短時間で急速に粘性が変

化するために絶対粘度測定は困難と思われる．しかし，

粘度の測定条件を一定にして比較すれば，みかけ上の粘

度を採用しても著者の研究目的に対してはさしつかえな

いものと考えられる．

　精液の粘性変化がproteolytic　enzymeの作用による

ことは前述したが，正常精液の粘度は射精直後急速に低

下し，10分間で最初の1／30の値となり，その後の粘度

低下は緩徐で60分後には射精直後の1／50の値となつた
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（図7）．すなわち急速な粘度低下をきたした後は長時間

を経ても粘度低下は緩徐であつた．このことは種々の酵

素反応において対象となる基質が多い時には反応が急速

であり，基質が減少するにつれて反応が緩徐となつてい

く状態とよく似ており，粘度変化の経過からみても精液

の粘度変化には酵素が関与していることが推察される．

　さて精子の存在の有無と精液粘度との関係についてで

あるが，精子頭部には酵素があるとされており，この酵

素が精液の粘性に影響をおよぼしていることも考えられ

る．また，血液では血球成分が血液粘度に影響をおよぼ

していることが知られているので1D，精液でも精子の存

在あるいは精子濃度が精液粘度に影響する可能性が高い

と想像していたが，結果は先に示したように精子の存在

の有無と精液粘度との間にはあきらかな関係はみられな

かつた．赤血球浮遊液では赤血球の体積分率が0．05以下

の時，ニュートン粘性を示し，この時は血球が液体の粘

度に与える影響は小さいとされている11）．赤血球の体積

は88μ3前後で，血液中では40％に近い体積分率を占め

ているのに対して，ヒト精子は頭部が長さ3～5μ，直

径2～3μ，尾部は長さ50μ前後，直径1μ以下である

ことから，その体積は55μ3前後と推察され，非常に多

くみつもつてもせいぜい100／e3までであろうと考えられ

る．精子濃度が100×106／mlであつても精液中における

精子の体積分率は0．OOO5～O．001である．物理的存在と

して精子の精液粘度に与える影響は，その体積分率の小

ささからみて少ないと考えられ，また今回の結果からみ

て精子尖体酵素もあまり精液粘度に影響しないと思われ

た．不妊男性における精子濃度と精液粘度との問に相関

性がみられなかつたのは，精液中における精子の体積分

率が前述の推定よりもさらに小であることと，精子濃度

の低下により精子尖体酵素の影響はさらに低下すると思

われること，すなわち正常精子濃度精液であつても，精

子の存在が精液粘度に与える影響は物理的にも酵素学的

にも小さく，不妊男性精液ではさらに精子濃度が低下す

るため，精子の精液粘度に与える影響もより少ないこと

が精子濃度と精液粘度との間に有意の関係がみられなか

った理由であろう．

　禁欲期間が短いと精液量，精子濃度が低下する傾向に

あることは知られているが13），禁欲期間の長短が精液粘

度に影響をおよぼすか否かについては特別な関係をみい

だせなかつた．これは精液成分の構成要素が禁欲期間の

長短によつて変化しないか，または変化の程度が大きく

はないためであろう．

　non　liquefacted　semenに起因すると思われる男性不

妊の報告3）4）5）があるが，今回の男性不妊患者における精

子濃度と精液粘度との関係で興味ある点は，精子濃度
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の高い群程，精液のresidual　viscosityが10cp以上の高

い値を示すものが多かつたことである．なんらかの形で

精液粘度が妊孕性に影響を与えているのか，または精子

濃度以外の因子で妊孕性に悪影響をおよぼすものが結果

的に精液粘度を高めている可能性を示すもので，non

liquefacted　semenという極端な状況のみでなく，　re－

sidual　viscosityの高い精液をも含むhigh　viscosity

semenによつて妊孕性の低下した症例が存在するので

はないかと思われる．

　射精直後の精液中の精子は運動性を有さないか，有し

ても動きが緩慢であるが，約20分後には1iquefactionと

ともに精子の運動性が増加することは，AInelar，　Bunge

らが指摘している通りであり，一般に精液検査は射精後

10～20分間室温下に放置した後によく精液を混和してか

ら行なう理由も，この事実にもとついたものである．そ

こで，精子の運動性と精液粘度との関係について検討し

たが，運動性を表現する方法としては，精子の運動率，

精子の運動速度を指標とした．著者の方法は両者ともに

非常に簡単であり，特別の器具を必要としないが，古典

的であり検者による誤差や再現性に問題があると思われ

る．精子の運動能力を表現する方法としては，著者が

行なつたdirect　observationによる精子運動率算定と

Farris・「）の方法に準じた精子運動速度測定が一般的と思

われる．しかし，石井ら15），兼子ら16），羽間ら17）も指摘

するごとく，精子運動率と運動速度とをまとめて表現す

ることや，精子活動の質的な良否をあらわすこと，検者

の熟練度と関係のない再現性や客観性を求めることには

多くの問題が残されている．石井ら15）は，20倍稀釈し

た精液でThomaの血球計算盤を用いて小分画の辺上

（0．1mm）を通過する精子数を1分間測定し，精子濃度

で除して100倍した値を％／minであらわして，運動速度

と運動率の両要素を組みこんだ運動能としている．この

方法に類似しているのは，レーザー光線を用いて精子運

動による光の散乱を測定して直接運動量を解析する方

法18）19）であろう．さらに，これら運動の量的な測定に加

えて精子の運動の質的な要素も加味して解析する方法と

して，顕微鏡写真の連続的撮影によるもの16）17），映画に

よるもの2°）などがあげられる．いずれの方法も諸家の評

するごとく長所があるが，特別な機械を要する方法や，

解析に時間がかかつたり，かなりの費用を要するなどの

短所がある．しかし，一般的に特殊な装置を駆使する方

法は精度がよいこと，再現性があることが最も重要な長

所とされているようである．著者のおこなつた方法や石

井ら5）の方法は，精度と再現性が問題にされると思われ

るが，検査手技に熟練することによつて補なわれるもの

と思われる．
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　このようにして測定した精子運動速度および精子運動

率と精液粘度との関係についてみると，精子の運動速度

は精液粘度が高くなるにつれて低下する傾向がみられ，

しかも男性不妊患者では精子濃度の高い群程，この傾向

が強くみられたこと，また精子運動率と精液粘度との関

係についても，同様な傾向すなわち精液粘度が高い程精

子運動率は低下する傾向がみられ，精子濃度の高い群程

その傾向が強くみられた．これらの結果からみて，精液

粘度が高いと精子の運動は阻害される傾向にあることが

わかる．

　図17の右に示された異常粘度変化群は，Bungeらの

いうnon　liquefacted　semenに相当するものであるが，

liquefactionが正常な群（図17左）では全例が射精直後

よりもliquefaction後の精子運動速度が増加しているの

に対し，non　llquefacted　semen（図17右）では放置後

も精子運動速度の増加はみられなかった．この結果もま

た精液粘性の高いことが精子の運動を阻害していること

を示唆するものと思われる．さらに，asthenospermia

の症例では精液のresidual　viscosityが正常｛直（10cp以

下）より高い値（15～20cp）を示した．　asthenospermia

の原因，病態については単一の原因と考えるよりも，精

子そのものに問題がある場合や精漿成分の影響など，各

種の原因が複合していると考える方が妥当であろうが，

精液粘度が高値であるための精子運動に対する物理的な

阻害も一因となっているかもしれない．いずれの結果

も，精液の粘性は精子の運動に対して阻害する方向には

たらいていることを示しており，Bungeらの報告した

non　liquefacted　semenに起因する男性不妊は，精子の

運動障害に起因しているものと推察される．non　liqu－

efacted　semenが男性不妊の原因となつている患者の頻

度に関する報告は少い．Bungeら4）は100人中7人（7

％）と比較的高頻度であるといつている．一方，Am・

elarら4）は1294人の男性不妊患者中2人（0．2％）であ

ると報告している．著者の症例では102人中4人（3．9％）

であつた・この結果からみると，non　liquefacted　semen

は男性不妊患者のうち，多くみつもつても10％以内，お

そらくは5％以内の頻度であろうと考えO・れる．non

liquefacted　semenの治療はAmelar1°）が報告している

ように，精液を注射器に吸いとつて注射針を通じて押し

だす操作を数回くり返すことによつて精液の粘性が低下

するので，そのような操作をおこなつた精液を用いて人

工授精をする方法と，Bungeら4）の報告のごとく，α一ア

ミラーゼを含有する膣坐剤などのような精液のliquef－

actionを促進する薬剤を性交直後に使用して安静にして

おく方法とがある．前者は精液の粘性を保つ原因となつ

ている高分子物質に強い物理的変形を与えて、構造を変
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化させた結果その粘性が低下するものと思われるが，同

時に含有されている精子に対しても物理的な衝激を与え

ることになり，精子への悪影響がおこる可能性がある．

後者については，妊娠成立がみられたというBunge

ら4）の報告もあり，臨床上の有用性が実証されている

が，短所としては市販の該当薬がないため，膣坐剤を自

作しなければならない．しかし，膣内に入れる薬剤とし

ては種々のmucoproteolytic　agentが使用できるものと

思われる．たとえばAmelario）はAlevaire（Winthrop

Lab・）をmucolytic　agentとして推奨しているt膣坐

剤以外に膣内に入れる方法としては，避妊ゼリー注入用

の器具にあらかじめ薬剤を混入しておいたバターなどを

入れておいて，これを性交直後に注入する方法，薬剤の

水溶液を溌腸器で注入する方法なども有効ではないかと

思われる．

　男性不妊症の臨床は今日の医学研究の進歩にもかかわ

らず，治療成績の向上がはかばかしくないのが実情であ

ろう．原因疾患の判明している揚合には良好な成績をあ

げているものもあるが，原因の判然としない造精機能障

害に対しては有効な治療方法をみいだすことが難しい．

精子濃度は正常であるが精液のliquefactionを来たさな

いnon　liquefacted　semen，　liquefactionはみられるが充

分でなくresidual　viscos三tyが夢ド常に高いhigh　NTiSCO－

sity　semenは男性不妊患者のごく少数にしかみられず，

その原因も判明していないが，このような状態の精液で

は精子の運動性が阻害されるために女性性器内での移送

がはばまれるものと考えられる，

V．結　　語

　円錐回転円盤形粘度計を用いて，ヒト精液の粘度を測

定し以下のごとき結果を得た．

　1）正常なヒト精液は射精直後335±156cpと高い粘

度を示すが，時間の経過とともに急速に粘度は低下し射

精60分で7．0±1．1cpとなつた．この変化は精液中の精

子の有無とは関係がなかつた．

　2）　禁欲期間の長短および精子濃度の高低は精液粘度

に影響をおよぼさなかった．

　3）　男性不妊患者においては，精子濃度が比較的高い

場合，精液粘度が高い程精子の運動速度が低下し，精子

運動率も低下する傾向にあつた．また，asthenospermia

では精液のresidual　viscosityが高｛lk一を示し，　non　liq－

uefacted　semenでは精子の運動性が不良であつた．

　（なお本論文の要旨は第21回および第22回日本不妊学

会総会で発表した）．

　稿を終るにあたり深甚なる御指導をたまわつた恩師高
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Study　on　the　viscosity　of　human　semen
　　　　　　　　　　　　　　　　（Part　I）

Hitoshi　Okano

Department　of　Urology，　Osaka　Medical　School

　　　　　（Director：Prof．　Shigeru　Miyazaki）

　　Although　the　phenomenon　of　coagulation　and

liquefaction　of　the　human　semen　is　known，　the

important　factors　to　decide　those　phenomenons

and　the　residual　viscosity，　which　may　afFect　to　male

infertility，　is　still　unknown．

　　For　the　purpose　of　understanding　of　those

phenomenons，　the　relationship　between　seminal

viscosity　which　is　measured　by　the　corn曲c　type

rotary　rheometer（Tokyo－keikisha　Co．，　Visconic

ELD　type）and　semina1丘ndings　was　studied．

　　The　results　of　study　were　as　follows：

　　1）　The　v三scosity　of　freshly　ejaculated　human

semen　was　a　high　count（335±156cp）and　the

seminal　viscosity　after　ejaculation　was　rapidly

decreased．　The　viscosity　at　60　minutes　after　the

ejaculation　was　counted　as　7．0±1．1cp．　These

phenomenons　were　unrelated　to　the　existence　of

the　spermatozoa　in　semen．

　　2）　Both　of　the　duration　of　interval　between

ejaculations　and　the　sperm　density　were　not　related

to　the　seminal　viscosity．

　　3）　It　was　found　that　there　were　some　reduction

tendency　of　velocity　and　motility　of　the　sperrna．

tozoa　in　proportion　to　increase　of　seminal　viscosity

in　the　infertile　patients　except　of　poor　oligozo。

ospermic　patients，　and　the　seminal　viscosity　of

asthenospermic　patients　was　h圭gher　than　that　of

the　normozoospermic　patients，

　　　　　　　　　　　　　（受付；昭和57年4月28日，特掲）



日本不妊学会雑誌
第27巻第4号1982

ウシ卵巣の穎粒膜細胞から分離された4種

類の物質（減数分裂休止物質，ゴナド

トロピン抑制物質，FSHおよび

LH結合物質）について

Four　Substances（Meiotic　Arresting　Substance，　Gonadotropin

　　　Inhibiting　Substance，　FSH　Binding　Substance　and

　　　　　　LH　Binding　Substance）Separated　from

　　　　　　　　Bovine　Ovarian　Granulosa　Cells

　　　　　京都大学農学部畜産学科

佐藤英明　石橋武彦
　Eimei　SATO　　Takehiko　ISHIBASHI

Department　of　Animal　Science，　Faculty　of　Agriculture，

　　　　　　Kyoto　University，　Kyoto　606

　ウシ卵巣の穎粒膜細胞から4種類の物質を分離したが，その概要は以下の通りである．

　屠場で入手した卵巣から穎粒膜細胞を集め，1M尿素および5mM　EDTAを含むトリス・塩酸緩衝液中

で37°C下で30分培養後，遠沈（10，000×g，25分）し，その上澄を穎粒膜細胞表層物質抽出液とした．表層

物質をSephadex　G－25で流出すると2つのピークに分離できたが，第2ピークに減数分裂休止活性を認め

た．第1ピークをポリアクリルアミドディスク電気泳動で調べるとpH　8．3で1本，　pH　4．3で2本のバンド

が同定されたが，Sephadex　G－200で流出すると，さらに2つのピークに分離された．このうち分子量約

17，000と同定される第2ピークの物質は著者らが先にウシ卵胞液から分離したゴナドトロピン抑制物質の抗

血清と寒天ゲル板上で沈降線を形成した、Sephadex　G・200で流出した第1ピークの各分画について1251－

hFSHおよび1251－hLHと反応させ，その結合能を調べたところ，ピークの前半にLH結合能，後半にFSH

結合能を認めた．以上のように1M尿素および5mMEDTAを含むトリス・塩酸緩衝液によつて抽出され

た穎粒膜細胞抽出物質（穎粒膜細胞表層物質）はすくなくとも減数分裂休止物質，ゴナドトロピン抑制物質，

FSH結合物質，　LH結合物質の4種類の物質から構1成されることが明らかになつた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jap．　J．　Fert．　Ster．，27（4），506－513，1982）

緒　　言

　卵巣の穎粒膜細胞は卵胞の構成にあつかると共に，卵

胞の発育や成熟，ステロイドの産生などに深い関係があ

るが，近年穎粒膜細胞に由来する卵巣機能調節物質が見

いだされ1），注目されている。著者らもブタの穎粒膜細

胞から減数分裂休止物質やゴナドトロピン抑制物質な

どを分離しているが2’4）6’11），今回ウシ穎粒膜細胞から減

数分裂休止物質，　ゴナドトロピン抑制物質，FSH結合

物質，LH結合物質の4種類の物質を分離したので報告

する．

材料および方法

　1．穎粒膜細胞の調整

　ウシの卵巣は屠場で入手した．すなわち屠殺後30分以

内に卵巣を取り出し，0．85％生理食塩液（4°C）に浸漬
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して実験室へ持ち帰つた．屠殺後3時間以内に直径2N

5mmの卵胞から卵胞内容物を吸引採取し，検鏡下で卵

母細胞を除外し，50mMトリス・塩酸緩衝液（pH　8．3）

で3回洗浄（500r．p．m）し，穎粒膜細胞を集めた．

　2．表層物質の調整

　遠沈（500r．p．m）して集めた顯粒膜細胞1ml当たり

10mlの10mMトリス・塩酸緩衝液（1M尿素および

5mMEDTAを含む，　pH　8．3）を加え，37°Cで30分

培養したのち，遠沈（10，000×g，4°C，25分）して細胞

を除き，その上澄を穎粒膜細胞表層物質の抽出液とし

た．

　3．表層物質の分離

　スウェーデン，Uppsala社製のSephadex　G－25（粒

度20～80μ，Water　regain　2．5±0．2）およびSephadex

G・200（粒度10　・一　40μ，Water　regain　20．0±2．0）に蒸

留水を加えて完全に膨潤させ，それをガラス製のカラム

（Sephadex　G－25：3．5×100cm，　Sephadex　G－20σ：1．5

×100cm）に充填した．　Bedの高さは95cmに調節し，

蒸留水ないし5皿MMgC12を含む25皿Mトリス・塩酸

緩衝液（pH　7．5）を十分流し，カラムを安定させた後，

表層物質抽出液1mlをゲル床上部に添加した．溶媒に

用いた蒸留水ないし5mM　MgC12を含む25mMトリ
ス・塩酸緩衝液（pH　7．5）の流出速度は4　．　5　ml／hrと

し．1フラクション当たり4m1（Sephadex　G－25）ない

し1．85ml（Sephadex　G－200）を集めた．分取した各フ

ラクションの蛋白量を分光光度計で280mμにおける吸

光度として測定し，クロマトグラムを作成した．分子量

標準物質として，bacitracin：分子量1，450，（Pro－Pro・

Gly）1。：分子量3，000，　chmotrypsinogen　A：分子量

25，000，ribonuclease　A：分子量13，700を用い，表層物

質の流出条件と同様の条件で流出し，各フラクションに

おけるそれらの量は280mμにおける吸光度として検出

した．

　4．卵母細胞の培養i方法

　屠場で，屠殺後30分以内に卵巣を採取し，35°Cに保

温した生理食塩液につけて実験室にもち帰つた．濾紙で

卵巣表面に付着している血液などを除き，つぎに生理食

塩液で2回洗浄した後，時計皿上で直径2～5mmの卵

胞を解剖針で破り，卵母細胞を採取した．卵巣を採取し

てから卵母細胞を採取するまで約1．5～2．0時間を要し，

また卵母細胞の採取から培養開始までの時間は約5分で

あつたが，これらの時間は培養時間に加えていない．

培養液には修正KRB液（355milliosmols，グルコース

5．60mM，ピルビン酸0．25mM，乳酸25mMおよびウシ

血清アルブミン分画V，1mg／mlを含む）を用いたが，

培養液のpHは7．2から7．4の範囲に厳密に調整した。

（507）69

なお培養方法は前報11）に従つたが，概要は次の通りであ

る．実験開始の約1時間前に濾過滅菌した培養液0．5m1

を滅菌ガラス製シャーレ（直径45mm）の中央にとり，

あらかじめ5％の炭酸ガスで飽和し，37±0．5°Cに加温

した流動パラフィン5～6mlで上面を覆い，炭酸ガス

培養装置内に静置し，温度（37±0。5°C）および気相

（95％空気，5％炭酸ガス）と平衡させた後，卵母細胞

を入れて培養した．ウシにおいて卵核胞崩壊は培養8時

間で誘起されるが11），今回は培養25時間後に固定し，主

に卵核胞の有無を中心に観察した．なお卵核胞の有無の

観察は，酢酸・エタノール（1：3）で3～5日間固定

し，酢酸オルセインで染色して位相差顕微鏡で行つた．

　5．ポリアクリルアミドディスク電気泳動

　7．5％分離用ゲルを用い，pH　8．3（トリス・グリシン

緩衝液）およびpH　4．3（B・アラニン・氷酢酸緩衝液）

により泳動し，アミドブラック10Bで染色した12，．

　6．減数分裂休止物質の熱処理およびプロナーゼ消化

　熱処理は蒸留水に溶解した乾燥粉末を100°C，15分加

熱して行い，ついで凍結乾燥し培養液に溶解してその活

性の程度を調べた．プロナーゼによる消化は0．1Mトリ

ス・塩酸緩衝液（pH　7、5）1mlに溶解した乾燥粉末

（1．8mg）中にO．Ol　ygのプロナーゼ（pronase　AS，

15，000PUK／g，半井化学）を添加し，24時間インキ＝

べ一トした．ついで100°C，15分熱処理し，蒸留水中で

24時間透析し（セルロース透析膜，Visking　Tube，　VT

801），凍結乾燥し，培養液に溶解してその休止活性を調

べた．

　7．表層物質の抗血清の作成

　免疫注射に際して，－20°Cで保存してある表層物質

抽出液を融解し，3000r．p．mで15分遠沈し，この上澄

0．5m1に等量のFreund’s　complete　adjuvant（半井化

学）を加え，連結注射筒を用いて乳化した．このエマル

ジョンを10日間隔で6回にわたつてウサギ（日本白色

種，未経産雌）の背皮下8～10ケ所に免疫注射した．最

終免疫10日後，頸動脈より採血し，血液を室温で凝固せ

た後，遠心分離し，抗ウシ表層物質抗血清を得た．また

硫酸アンモニウム塩析法8）によつてγ・グロブリン粗分画

を得，25mMトリス・塩酸緩衝液（pH　7・5）に対して

3日間透析して硫酸アンモニウムを除去し，実験に用い

た．

　8．寒天板二重拡散法

　1％アガローズ（Agarose・II；同仁薬化学研究所）お

よび0．01％窒化ナトリウムを含むベロナール緩衝液（50

mM，　pH　8．4）を1mmの厚さになるようにガラス板

上にひき，中心に直径2．5mmの抗原穴をあけ，緩衝液

に溶解した1％抗原液を入れ，その周囲に直径2．5mm
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の抗体穴をつくり，未希釈，1：1，1：2，1：4，

1：8，1：16の緩衝液希釈抗血清を入れ，室温下で反

応させ経時的に沈降線の形成を観察した．

　9．表層物質とゴナドトロビンの結合試験

　結合試験にはアイソトープで標識されたゴナドトn

ピンを用いたが，標識ホルモンとして，ヒト1251－FSH

（200tuci／μg，ミドリ十字）およびヒト1251－LH（200stci／

μg，ミドリ十字）を25mMトリス・塩酸緩衝液に溶解

させて用いた．溶媒として25mMトリス・塩酸緩衝液

を用いてSephadex　G－200により溶出した表層物質抽出

液の第1ピークのそれぞれのフラクション400μ1を10×

75mmの試験管にとりi2sl－hFSHおよび12sl・hLHを

それぞれ100μ1（14，000cpm）添加し，4°Cで24時間反

応させた．なお今回用いた標識ゴナドトロピン中には安

定剤としてウシ血清アルブミンが添加されており，トリ

ス・塩酸緩衝液で溶解した標識ゴナドトロピン100μ1中

には500μgのウシ血清アルブミンが含まれておP：，表層

物質400μ1と混合した反応液のウシ血清アルブミン濃度

は0．1％となり，試験管壁への非特異的結合を抑制する

作用をもつと考えられる．表層物質と標識ホルモンを反

応させても沈殿の形成は認められず，表層物質と標識ホ

ルモンが結合しても沈殿しないことが理解されたので，

表層物質の抗血清を添加することにより，表層物質と

標識ホルモン結合体を沈殿させた．すなわち，表層物質

と標識ホルモンを反応させた後，表層物質の抗血清を添

加すると沈殿が生じる．この沈殿は主に標識ホルモン・

表層物質・表層物質の抗体の結合体からなると考えられ

るので沈殿物中の標識ホルモン量を測定することにょり

表層物質のゴナドトロピン結合能を推定しようとした．

表層物質と標識ホルモンを4°Cで24時間反応させた後

日不妊会誌　27巻4号

100μ1に溶解した粗γ・グロブリン100μgを添加し，さ

らに4°Cで24時間反応させた後，2500×gで15分間遠

沈し，上澄を注意深く除去し，沈殿部分のr線量を測

定した．なお図に示した値はガラス壁への非特異的結合

量を補正した値である．

結　　果

　1，　Sephadex　G－25にょる分離

穎粒膜細胞表層物質抽出液をSephadex　G・25で流出

した揚合の280mμにおける吸光度曲線は図1に示す通

O．2

ヨ

） 0．1

0

Peak　I 　　Sephadex　G－25
蛋　（3・5×95・m）

夢§　　　　・義
ロ　ぐむ
Ω剛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』　　，

6＄　　　　　　　　　　　　謂〉
　　　　　　　　　リ　　ドコk　レ）

3夏　　　　　　　　2：
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　Peak　II

40　　　50　　　60　　　70　　　80　　　90　　　100　　　110　　　120

　　　　　　Fraction　Number　（4ml）

F量g．1　Gel丘ltration　of　the　substances　obta－

　　　　ined　from　cell　surfaces　of　bovine　gr－

　　　　anulosa　cells　on　a　column　of　Sepha・

　　　　dex　G－25（3．5×95cm）．The　arrows

　　　　indicate　the　positions　of　（pro－pro－

　　　　gly）10　and　bacitracin　used　as　standa－

　　　　rds．

りである．表層物質は2つのピーク　（フラクションno

40～51およびフラクションno　80～85）に分離されるこ

とが示された．これらの2つのピークの物質を凍結乾燥

し，培養液に溶解して卵母細胞の減数分裂再開に対する

T・b！・1Eff・ct・・f　th・・ub・t・・ce・・bt・i・・d　f・・m　cell…face・f　g，an。1。、a，。11、。。　m。i。，i，
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Fig．2　Patterns　of　polyacrylamide　gel　disc　electrophoresis　of　the　Sephadex

　　　　G・25peak　I　i117．5°りgel　at　pH　8，3（left）alld　at　pH　4・3（right）

影響を調べた．表1に示すように減数分裂休止活性はビ

ー ク1には認められず，ピークnに認められた．すなわ

ち培養液1m1当り乾燥重量で100ないし300！どg存在す

ると減数分裂を再開した卵母細胞は43．3，26．7％と対照

区の76，7％にくらべ有意に減少する．しかし，ピーク1

の物質が100ないし300μg存在しても減数分裂を再開し

た卵母細胞は75．o，71．7％であり，対照区の値と有意な

差は認められず，減数分裂休止活性をもたないことが理

解される．なおピークHの減数分裂休止活性は100°C，

15分の熱処理では減少せず，プロナーゼにltる消化によ

り休止活性は減少した．なお図1に示す通り，減数分裂

休止活性を有するピークHの画分は標準物質（Pro－Pro－

Gly）1。およびbacitracinの最大吸光を示す流出分画の

中間やや（Pro－Pro－Gly）lo側に流出する．よつて休止物

質の分子量は1450～300〔1の問1こあると考えられる．

　2．　ポリアクリノレアミドデでスク電気泳動

　Sephadex　G－25に仁つて分画された表層物質のピーク

Hは減数分裂休止活性を有することが示されたが，ピー

ク1の物質の構成を調べるため，ピーク1の物質を凍結

乾燥により濃縮し電気泳動を行なつだ；鐸リアクリルア

ミドデでスク電気泳動によると図2に示すようにpH

8．3で1本，pH　4．3で2本のバンドが同定され，ピーク

1は3種類の物質から構成されている可能性が示唆され

る．

　3．　Sephadex　G・200によるノ｝離

　Sephadex　G－25によつて溶出したピーク1（フラクシ

ョンno，40～51）を凍結乾燥により濃縮し，　Sephadex

G－200で流出させたところ，図：1に示すように2つのピ
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Fig，3　Chromatograpl玉y　of　the　Sephadex　G－

　　　　25peak　I　on　a　column　ofSephadex

　　　　G－200．The　arrows　indica亡e　the　po・

　　　　sitiolls　of　chymotrypsinogen　A　and

　　　　ribolluclease　A　used　as　standards．

一 ク（ピーク1－1、ピークL2）に酊分画された．ピー

ク1－2はchymotrypsinogen　Aとribonuclease　Aの

ill問に流出し，分子量17，000と同定される．ピーク1・2

を凍結乾燥により濃縮し，著者らがウシ卵胞液から分離

したゴナドトロヒ」ン抑制物質のi「J’C血清10）と穴天ゲル板上

で反応させたところ，図4に示すように沈降線を形成し

た．このことからピークUにはゴナドトPピン抑制物質

ないしその近縁の物質が含まれると考えられる．

　4．　ゴナドトロピン結合能

　Sephadex　G－200で溶出した第1ピークについてt　L’　「’　1－

hFSHおよび12r）1－hLHと反応させ，その結合能につい

て調べたところ，図5に示すようにLH結合能がピー

クの前半，FsH結合能がピークの後半に認められた．

なお最大結合を示す位置はLHがフラクション110，
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Fig．4　1mmunodiffしlsion　of　the　Sephadex　G．
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22，FSHがフラクションno，25であつた．

考　　察

　1M尿素および5mMEDTAを含む10mMトリス・
塩酸緩衝液は高等動物の細胞の表層物質の抽出に有効で

H不妊会誌　27巻4号

あるとされている．Kondo　and　Sakaii3）はウニ胚表層

から細胞凝集因子を本抽出液によつて分離している．ま

たIgarashi　and　Yaoil°は培養線維芽細胞表層から本抽

出液によつて細胞分裂促進因子を分離している．1M

尿素および5mMEDTAを含む10mMトリス・塩酸緩
衝液は細胞とほぼ等張であることが示されており14），本

実験においても本抽出液処理後の穎粒膜細胞をトリパン

ブ・レーで染色しても99％以Lの細胞が染色されず，本抽

出液により細胞，とくに細胞膜が破壊されることはない

と考えられる．

　本実験では注射器で吸引することにより卵胞内容物を

採取し，さらに卵母細胞と卵胞液を除去して顯粒膜細胞

を集めたが，このようにして集めた穎粒膜細胞は単離し

たもの，層状構造を呈するものなど多様な状態で採取さ

れる．今回の実験では細胞を単離し，細胞間構造を除去

後に抽出操作を行なつていないので抽出物質の構成は細

胞表層物質と細胞間物質の集合であるとも考えられる

が，今回同定された4種類の物質はすべて顯粒膜細胞由

来の物質と考えられるものであり，このことから抽出物

質は主に頼粒膜細胞表層物質から構成されていると考え

られる．

　本研究によつて1M尿素および5mMEDTAを含む
10mMトリス・塩酸緩衝液によつて抽出された頼粒膜

細胞表層物質は4種類の物質，減数分裂休止物質，ゴナ

ドトロピン抑制物質，FSH結合物質，およびLH結合

物質から構成されることが明らかとなつたが，Sepha・

dex　G・25にょり第2ピークとして同定された減数分

裂休止物質は熱に安定なプロナーゼで失活する分子量

1450～3000のペフ゜チドである．著者ら2’4）はブタ穎粒膜

細胞かbも減数分裂休止物質を分離しており，ブタの減

数分裂休止物質は水溶性，アセトン，エーテルなどの有

機溶媒に不溶，熱に安定，凍結乾燥に安定，プロナーゼ

消化により失活，ニンヒドリン，フェノール，ビウレ

ッド反応に強陽1生，260nmに特異吸光をもつ分子量

1450～3000のペプチドと同定されており3），今回分離し

たウシの減数分裂休止物質と比較すると，その理化学的

性状は非常に近似していることが理解される．

　著者らはブタ卵母細胞について行つた実験結果から減

数分裂休止機構を次のように考えている4・5）．減数分裂

休止物質が頼粒膜細胞表層に存在し，卵丘・卵母細胞複

合体に接着することによつて卵核胞崩壊に必要なRNA

の合成を阻害し，その減数分裂休止効果を発揮する．ゴ

ナドトmピンは卵丘細胞間の物質の合成を促進し卵丘を

膨張させることにより，穎粒膜細胞層と卵丘・卵母細胞

複合体の接着をルーズにさせ，穎粒膜細胞の減数分裂休

］ヒ効果から卵母細胞を解放させる．すなわちゴナドトロ
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ピンは穎粒膜細胞から卵丘・卵母細胞複合体を分離さ

せ，ひいては穎粒膜細胞表層に位置する減数分裂休止物

質の作用から卵母細胞を引き離すものと考えられる．卵

胞液は卵母細胞の培養液として重要であり，卵丘細胞は

エネルギー基質の代謝に重要であり，また卵丘細胞は卵

母細胞の退行に対して抑制効果をもつている．このよう

にしてゴナドトロピンは卵核胞崩壊を誘起し，卵母細胞

は極体を放出し，第2減数分裂中期へ移行する．

　今回の実験からウシの穎粒膜細胞表層にも減数分裂休

止物質が存在することが明らかになつたが，このことは

ウシにおいてもブタと同様のメカニズムにより減数分裂

の再開が調節されている可能性が推察される．

　つぎにSephadex　G・25により分離された穎粒膜細胞

表層物質の第1ピークを濃縮し，ポリアクリルアミドデ

ィスク電気泳動によつてその構成を調べると，pH　8．3

で1本，pH　4．3で2本のバンドが同定され，ヒ゜一ク1

は3種類の物質から構成されることが推定されたが

Sephadex　G－200にょり分離すると2つのピークに分離

された．第2ピークは著者らが先に分離したゴナドトロ

ピン抑制物質の抗血清10）と免疫学的に交叉反応を示し，

また流出部位から推定される分子量もゴナドトPピン抑

制物質とほぼ等しいので第2ピークの物質はゴナドトロ

ピン抑制物質と同一物質か，きわめて近縁の物質と考え

られる．

　著者らはブタとウシの卵胞液の非透析画分にマウスに

おける代償性卵巣肥大を抑制する作用のあることを認

め，さらに塩析およびゲルクロマトグラフィーによリポ

リアクリルアミドディスク電気泳動的に1本のバンドと

して同定し，抗血清を作製し，免疫組織学的方法によ

り産生細胞は穎粒膜細胞であることを明らかにしてい

る6’10）．また本抑制物質を投与した片側卵巣除去マウス

においては血中FSH量の上昇が抑制され，さらに本物

質はi251・hFSHのブタ穎粒膜細胞への結合も抑制する

ことが認められている9）．

　ゴナドトロピンも他のペプチド系ホルモンと同様に細

胞膜のレセプターと結合してアデニル酸シクラーゼを活

性化し，サイクリックAMPやサイクリックAMP依

存性プロティンキナーゼの作用を介して性腺刺激作用を

発揮すると考えられていることから15），ゴナドトロピン

の作用機序の解明にあたつてレセプターに関する研究の

意義は大きいと思われるが，ゴナドトロピンに対し高い

親和性をもつレセプターが穎粒膜細胞に存在することが

アイソトープを用いた実験によつて明らかにされてい

る16，17）．ブタ穎粒膜細胞と1251・hFSHおよびi251・hLH

との結合について調べた実験によると卵胞の発育にとも

なつて穎粒膜細胞へのFSH結合量は減少し，一方LH

（511）73

は卵胞発育にともなつて増大することが示されてい

る17）．ウシ黄体やラット卵巣からゴナドトロピンレセプ

ターの可溶化が試みられ，アフィニテーT一クロマトグラ

フィーなどにより部分的な精製がなされ，そのレセプタ

ー
分子の理化学的性状について調べられている19－23）が，

ゴナドトロピンの性腺に対する作用機序を明らかにする

ためには更に多くの動物種の多くの種類の細胞からレセ

プター分子を分離し，その性状を究明することが必要と

考えられる．

　細胞からレセプターを分離するためには，組織から当

該細胞を分離し，さらに細胞分画法によつて細胞膜を分

離し，ついで膜を可溶化することにより，レセプターを

含む分画を得，さらにそこからレセプター分子を精製す

る方法2のが一般的であるが，卵巣100個から卵胞吸引に

ょつて収集し，500r．pm．で遠沈して集めた穎粒膜細胞

の沈殿は約1mlであり，これより細胞膜を分離すると

その収量は格段に少量となり，細胞分画法を併用するゴ

ナドトロピンレセプターの分離方法は穎粒膜細胞につい

てはその収量の面から難点がある．今回著者らは1M

尿素および5mMEDTAを含む10mMトリス・塩酸緩
衝液で抽出した分画の中にゴナドトロピンと結合する物

質が存在することを認めた．この物質がレセプターかど

うかは更なる理化学的性状の解明が必要であるが，細胞

分画法を併用することなしにゴナドトロピン結合蛋白を

分離できたことは分離操作の簡便化という点からも評価

できると思われる．

　可溶化したレセプターとゴナドトロピンを反応させて

も沈殿は生じないことは以前から報告されているが25），

著者らの実験においても顯粒膜細胞表層物質とゴナドト

ロピンを反応させても沈殿は認められなかつた．多くの

研究者はエチレングリコールを添加することによリゴナ

ドトロピン・レセプター複合体を沈殿させることに成功

しているが23），著者らは今回抽出物質の抗血清を用いる

ことにより，ゴナドトロピン・結合物質・抗結合物質抗

体としてゴナドトロピン・結合物質複合体を沈殿させる

ことに成功したと考えている．

　本実験の結果は穎粒膜細胞表層物質抽出液中に分子種

の異なるFSH結合物質とLH結合物質が存在するこ

とを示唆している。これらの結合物質の理化学的性状に

ついては現在検討中である．

　以上のように穎粒膜細胞表層物質はすくなくとも4種

類の物質から構成されているが，これら4種類の物質が

その作用発現においてどのような関係にあるか，また分

子種としてどのような関係にあるかについても現在検討

中である．
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Four　substances（meiotic　arresting

substance，　gonadotropin　inhibiting

substance，　FSH　binding　substance

　　　and　LH　『binding　substane）

　　　　　　separated　from　bovine

　　　　　　OVarian　granUlOSa　CellS

　　Eiemi　Sato　and　Takehiko　Ishibashi

Department　of　Anima！Science，　Faculty　of

Agriculture，　Kyoto　University，　Kyoto　606

佐藤・石橋

　　Four　substances　were　separated　from　bovine

ovarian　granuiosa　cells，　the　details　being　as　follows：

bovine　ovaries　were　obtained　at　a　local　slaughte－

rhouse．　The　ovaries　were　excised　within　30　min

after　sacri丘ce　and　placed　in　physiolo9三cal　saline　at

4℃．　Granulosa　cells　were　obtained　by　needle

aspiration　from　medium・siZed（2－7　mm　in　diameter）

follicles，　and　the　granulosa　cells　obtained　were

separated　from　the　follicular　fluid　by　centrifugation

and　washed　with　50　mM　Tris－HCl　buffer（pH　7．4）

three　times．　Then　a　l　ml　suspension　of　the　gra－

nulosa　cells　was　incubated　with　10　ml　of　10　mM

Tris．HCI　buffer　containing　I　M　urea　and　5mM

EDTA（pH　8．3）at　37°C　for　30　min．　After　remo－

ving　the　cells　from　the　incubation　m三xture　by

centrifugation　at　10，000　x　g，　the　supernatant　was

loaded　on　a　column　of　Sephadex　G－25　to　remove

urea　and　EDTA，　as　well　as　to　fractionate　substa－

nces　frorn　the　surfaces　of　granulosa　cells．　The

substances　obtained　were　fractionated　as　twe　peaks

（peak　I　and　peak　II）on　a　column　of　Sephadex

G－25．　The　presence　of　100，3000r　600μg　dry

weight　of　peak　ll　per　milliliter　in　the　culture　medium

prevented　germinal　vesicle　breakdown　signi丘cantly，
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whereas　the　occurrence　of　germinal　vesicle　brea－

kdown　was　not　prevented　in　the　medium　conta－

ining　100，3000r　600μg　dry　weight　of　peak　I，

and　it　was　estimated　by　gel丘ltration　of　Sephadex

G・25us量ng（pro－pro・gly）1。　and　bacitracin　that　the

molecular　weight　of　the　meiotic　arresting　substance

must　be　1450　to　3000．　In　addition，　biological　acti・

vity　of　the　meiotic　arrest主ng　substance　disappeared

when　digested　by　pronase　but　did　not　disappear

when　treated　with　heat（100°C，15　min）．　Ther－

efore　it　seems　to　be　a　peptide．　A　concentrate　of

the　peak　I　was　again　fractionated　as　two　peaks

（peak　I－1　and　peak　I－2）on　a　column　of　Sephadex

G－200．

　　The　antiserum　against　gonadotropininhibiting

substance　separated　from　bovine　foMcu1ar且uid15）

exhibited　one　precipin　band　when　it　was　allowed

to　react　with　a　concentrate　of　peak　I－2，　peak　I－

2’smolecular　weight　being　estimated　to　be　17，000．

It　was　also　con丘rmed　that　peak　I・1　contained

FSH　binding　substance　and　LH　binding　substance．

One　hundredμl　of　1251－labeled　hFSH　or　125Habeled

hLH　solution　was　pipetted　into　the　10×75　mm　test

tubes　in　which　400μl　of　each　fraction　in　peak　I．1

was　contained，　and　the　test　tubes　were　incubated

for　24　hr　at　4°C，　and　then　100＃l　of　7－globulin　from

the　antiserum　against　the　substance　obtained　from

surfaces　of　granulosa　cells　was　pipetted　into　the

test　tubes，　and　they　were　again　incubated　for　24　hr

at　4°C．　The　test　tubes　were　then　centrifuged　at

2500×gfor　15　min，　the　supernatant　was　removed，

and　the　radioactivity　of　the　resultant　precipitate

was　measured　in　an　automatic　r　counter，　it　was

discovered　that　the　fractions　eluted　earlier　contained

LH　binding　substance　while　the　Iater　fractions

contained　FSH　binding　substance．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和56年12月4日）
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’

　　　　Abstract：　In　vitro　rnaturation　of　bovine　follicular　oocytes　stored　under　two

different　systems（extra－follicular　and　ovarian－enclosed　methods），　various　ternperatures

（room　temperature，　R．　T．：15－20，10　and　4℃）and丘ve　storage　times（3，6，9，12　an（1

24hr）was　investigated．　After　storage，　health－looking　oocytes　were　cultured　in　Brin．

ster’s　medium（BMOc－3＞with　1596（v／v）heated　bovine　fetal　serum，　o．25　mM　sodium

pyruvate　and　antibiotics　for　27　hours．　Pξoportions　of　matured　oocytes　were　depressed

in　all　groups　stored　under　described　conditions　as　compared　with　that　of　oocytes　cul－

tured　immediately　after　recovery　from　follicles．　However，　the　3　hours　storage　at

R，T．　in　ovarian－enclosed　oocytes　showed　no　signi丘cant　difference　on　maturation　rate

for　non－stored　oocytes（60・59る　and　68・8％）・　Storage　under　the　extraイollicular　systenユ

resulted　in　a　significant　decrease　in　oocyte　maturation　rate　as　compared　with　storage

under　the　ovarianenclosed　system（P＜0．01）．　Proportions　of　matured　oocytes　signi丘cantl》・

decreased　with　the　prolonged　times　of　storage（P＜0．01），　but　there　was　no　signi丘cant

difference　for　the　proportion　of　matured　oocytes　among　the　temperatures　tested．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jap．工Fert，　Ster．，27（4），514－519，1982）

Introduction

　　Anumber　of　studies　have　been　made
regarding　shortterm　storage　of　sheep　and
cattle　embryos　at　various　temperatures1’7）．

The　report　of　ChaDg8＞showed　that　some
unfertilized　eggs　are　still　fertilizable　follow－

ing　exposure　at　O－10°C　　for　48－72　hours．

However，　it　seems　that　studies　on　in　vitro

maturation　of　mammalian　oocytes　cultured
after　short・term　storage　have　been　limit　to

domestic　animals，　although　the　low　tempera－

ture　storage　of　follicular　oocytes　or　unfer－

tilized　eggs　have　been　investigated　in　rabbit8）

and　mice9）．

　　The　present　experiment　was　conducted　to

investigate　in　vitro　maturation　of　bovine
follicular　oocytes　after　storage　for　different

times（3，6，9，12　and　24　hr）and　at　various

temperatures（R．　T．，10　and　4℃）．　The　stor・

age　of　oocytes　was　performed　under　two　dif－

ferent　systems（extra－follicular　and　ovarian．

enclosed　methods）．

Materials　and　Methods

　　Ovaries　were　taken　from　cows　at　a　local

slaughterhouse　and　brought　to　the　laboratory

in　O・90％saline　at　35－37°C．　Storage　of　fo1－

licular　oocytes　was　performed　in　two　ways．

Under　the丘rst　system，　oocytes　were　collected

by　puncturing　the　follicle　of《5　mm　diameter

with　a　22　gauge　needle（extra－follicular　sys－

tem）and　then　stored　in　Whittingham’s　phos－

phate－buffered　saline（PBI）at　three　different

temperatures（R．　T．：15－20，10　and　4℃）．

Under　the　second　system，　whole　ovaries　were

stored　in　polyvinyl　bags　（ovarian－enclosed

system）at　the　various　temperatures．　For

the　ovarian－enclosed　system，　collection　of

follicular　oocytes　was　performed　after　stor－

age．　The　storage　tilnes　were　3，6，9，12　and

24hours　in　the　two　systems．　Only　health－

looking　oocytes　with　cumulus　cells　were　used

for　the　present　experiment．

　　After　the　storage　time，5－1000cytes　each

were　transferred　into　test　tubes（60　mm　long，

，

●
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10mm　diameter）containing

ster’s　medium（BMOG3）
heated　bovine　fetal　serum，

pyruvate，
ml　penicillin　G．

adjusted　to　7．1．

Y．Fukui　et　al．

1．Oml　of　Brin・

with　15％（v／v＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0。25mM　sodium

　　　　　　　　　50μg／ml　streptomycin　and　100　i．u．／－

　　　　　　　　　　　　　　　The　pH　of　the　medium　was

　　　　　　　　　　　　　　　The　medium　was　sterilized

by　mtration　through　O．22μm　millipore皿em－

brane　and　was　allowed　to　incubate　for　2－3

hours　at　37－38℃after　gassillg　with　5％CO2

in　air　for　l　min．　Culture　time　was　27　hours

and　the　oocytes　were　denuded　in　O．2％（w／v）

sodium　citrate1°）．　Fixation，　staining　and

classi丘cation　of　the　stage　of　meiotic　division

in　each　oocyte　were　followed　by　the　methods

of　the　previous　report11）．

　　The　factorial　design（2x3×5）was　as　fo1－

lows：　extra・follicular　and　ovarian－enclosed

systems，　storage　temperetures；R．　T．（15－

20℃：i，10and　4℃，　and　storage　times；3，6，

9，12and　24　hours．　Proportions　of　oocytes

that　reached　the　metaphase　II　stage　of　the

meiotic　division　were　su1〕jected　to　least
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squares　method　for　analysis　of　variance　after

angular　transformation12）．　Differences　among

and　between　the　factors　was　investigated　by

Chi－square　and　Duncan’s　new　multiple－range
test12〕．

Results

　　Resu1ts　for　extra－follicular　and　ovarian－

enclosed　systems　are　summarized　in　Tables

land　2，　respectively．　Analysis　of　variance

as　shown　in　Table　3　demonstrates　significant

differences　for　the　proportion　of　matured

oocytes　between　the　two　storage　systems
（P＜0．01）and　also　among　the　storage　times

（P＜0．01）．There　was　no　signi丘cant　differ－

ence　for　the　proportion　of　matured　oocytes

among　the　three　temperatures　examined．

There　was　a　significant　interaction　between

the　storage　system　and　temperatures（P＜

0．05）．　Immediate　culture　after　collecting

oocytes　from　follicles　showed　68．8％matura・

Table　1 Maturation　of　bovine　follicular　oocytes　cultured　in　vitro　after　short－term

storage　at　various　temperatures（extra－follicular　oocytes）

凸

噸

Tempera・　　Storage
　ture　　　　　tlme
　　（°C）　　　　　　　（hr）

　　　　No　storage

　　　　　　　　　　　　　　3

　　　　　　　　　　　　　　6

　R．T．

「15－20）

1｛〕

4

　9

12

24

Tota1

　3

　6

　9

12

24

Total

　3

　6

　　9

12

24

Total

No．　of

oocytes
cultured

Stage　of　maturation＊

96

46

29

38

42

42

197

25

24

45

40

35

169

23

28

38

36

31

156

GV
　O

　O

　2

　7

　2

　2

13

　7

　0

　3

　0

　0

10

　3

　3

　4

　2

　0

12

P－1

　　1

　　0

　　8

　　3

　19

　　7

37

　　0

　　0

　16

　11

　　1

　28

　　1

　　2

　18

　10

　　4

　35

M－1

　16

　12

　　8

　　7

　　6

　　6

　39

　　2

　　3

　　3

　　7

　　1

　16

　　5

　　3

　　2

　　5

　　4

　19

A－1

2

1

1

1

0

0

：・3

0

1

2

1

0

4

0

0

1

1

0

2

T－1

　　6

　　3

　　1

　　3

　　1

　　3

11

　　0

　　2

　　4

　　3

　　2

　11

　　2

　　4

　　2

　　2

　　0

　10

M－∬（％）

66（68．8）

21（45．7）a

　6（20．7）b

　9（23．7）b

11（26，2）a・b

　6（14．3）b

53（26．9）

11（44．0）a

10（41．7）a

13（28．9）a

12（30．0）a

2（5．7）b

48（28．4）

　9（39．1）a

12（42．9）a

　8（21．1）alb

12（33．3）a

2（6，5）b

43（27．6）

No．　of　oocytes

　degenerated
　　　　（96）

5（5．2）

9（19．6）

3（10．3）

8（21．6）

3（7．1）

18（42．9）

41（20．8）

5（20．0）

8（33．3）

4（8．9）

6（15．0）

29（82．9）

52（30．8）

3（13．0）

4（14．3）

3（7、9）

4（11。1）

23（74．2）

37（23．7）

：…： GV：germinal　vesicle，　P－1：prometaphase　I（ger皿inal　vesicle　breakdown），

　M・1：metaphase　I，　A－1：anaphase　I，　T－1：telophase　I，　M－II：metaphase　H．

　a，b：Percentage　with　the　same　superscript　are　similar（Pく0．01）
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Table　2　Maturation　of　bovine

　　　　　　　　storage　of　ovaries　at
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Tempera－
　　ture
　　（°C）

Storage　No．　of
　time　　　　OoCytes
　　（hr）　　　cultured

No　storage＋

　　　　　　　　3

　　　　　　　　6

R．T．

（15－20）

10

4

　　　9

　　　12

　　24

TotaI

　　　3

　　　6

　　　9

　　12

　　24

TotaI

　　　3

　　　6

　　　9

　　12

　　24

Total

follicular　oocytes　cultured　in　vitro　after　short－ternユ

various　temperatures（ovarian－enclosed　oocytes）

　　　　　　Stage　of　lnaturat玉on＊　　　　　　　　　No．　of　oocytes

96

38

42

36

　44

40

200

51

40

42

35

39

207

54

39

35

42

34

204

GV
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

P－1

　1

　1

　2

　4

　2

　3

12

　1

　4

　6

　1

　0

12

　4

　2

　3

　1

　2

12

M－1 A－1

16

　8

11

15

15

12

61

10

12

13

14

11

60

14

12

　8

12

11

57

2

2

2

0

0

0

4

2

2

0

0

1

5

2

2

0

0

0

4

T－1

　6

　2

　4

　1

　4

　1

12

　5

　3

　1

　2

　0

11

　4

　4

　0

　1

　1

10

M－H（％）

66（68．8）

23（60。5）a

21（50．0）a，b

14（38．9）a・b

17（38．6）a，b

13（32．5）b

88（44．0）

26（51．0）a

12（30．0）a，b

11（26．2）b

14（40．0）a，b

15（38，5）a，b

78（37．7）

23（42．6）a

13（33．3）a・b

　6（17．1）b

14（33．3）a，b

　6（17．6）b

62（30．4）

degenerated
　　（％）

5（5．2）

2（5．3）

2（4．8）

2（5．6）

6（13，6）

11（27．5）

23（11．5）

7（13．7）

7（17．5）

10（23．8）

4（11．4）

12（30．8）

40（19．3）

7（13．0）

6（15．4）

18（51，4）

13（31．0）

14（41．2）

58（28．4）

＊Same　as　shown　in　Table　1　　＋Same　data　as　shown　in　Table　l

a，b：Percentage　with　the　same　superscript　are　similar（P＜0．05）

Table　3　Analysis　of　variance　for　tbe　data

　　　　　　　　of　Table　l　and　Table　2

Source　of　variation DF MS
Storage　methods（A）

Temperatures（B）

Times（C）

A×B
A×C
B×C
A×B×C
Error

1

2

4

2

4

8

8

243．11

47．67

292．93

69．74

50．43

15．36

22．38

22，64

　　F

10．74＊＊

2，11

12．94＊＊

3．08＊

2．23

0．68

0。99

＊＊P〈0．01，＊P＜0．05

tion．　Proportions　of　matured　oocytes　after

storage　were　signi丘cantly　decreased　with　the

exception　of　the　3　hours　storage　of　ovarian－

enclosed　oocytes　at　R．　T．（60．5％）as　com－

pared　with　that　of　non－stored　oocytes．　In

both　storage　systems，　the　3　hours　storage　at

R．T．　showed　the　highest　rates　of　matura－

tion（Tables　l　and　2）as　compared　to　other

combination　of　temperatures　and　storage

tlmes．

　　Proportions　of　degenerated　oocytes　tended

to　increase　with　prolonged　storage　in　each

temperature　tested．　Especially，　in　the　extra－

follicular　system　of　storage，　proportions　of

degenerated　oocytes　were　extremely　high
（74－83％）after　storage　at　10　and　4℃．　A

large　number　of　non－matured　oocytes　under

extra－follicular　and　ovarian－enclosed　systems

had　germinal　vesicle　breakdown（GVBD）and

were　at　metaphase　I　of　the　meiotic　division，

respectively．　Figures　1，2and　3　show　some

oocytes　cultured　after　ovarian　storage　at　10

and　4℃．　The　incidence　of　activated　oocytes

was　high　after　storage　at　4　and　10℃in　the

both　storage　systems（Fig．3）．

1）iscussion

　　Chang8）reported　that　some　unfertilized

rabbit　eggs　were　still　fertilizable　following

exposure　at　O－10℃for　2－3　days．　Sherman

and　Lin9｝　also　reported　that　unfertilized

mouse　eggs　surrived　up　to　6　hours　at　O℃．

‘
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Flg．　l　Anaphase　I　stage　of　the　oocyte　cul－

　　　　　　　tured　in　vitro　after　6　hours　ovarian

　　　　　　　storage　at　4°C．（×1000）

Fig。2Metaphase　II　stage　of　the　oocyte
　　　　　　cultured　　1n　　vitro　after　24　hours

　　　　　　ovarian　storage　at　10°C，（×1000）

Fig．3　An　activated　‘‘nucleus”　of　the

　　　　　　　oocyte　cultured　in　vitro　after　g　hQurs

　　　　　　ovarian　storage　at　40C・．　（×1000）

In　the　present　study，　the　bovine　extra－folli－

cular　and　ovarian－enclosed　oocytes　had　low

rates　of　maturation　after　storage　up　to　24

hours　at　R．　T．，100r　4℃．　It　has　been　con・

sidered　　that　induction　　of　aneuploidy　　is

caused　by　the　disruption　of　the　second　mei一

otic　spindle　during　cooling　and　storing　since

microtubules　becomes　diassembled　at　tem・
peratures　around　4℃，　and　the　meiotic　chro－

mosomes　are　free　in　the　unfertilized　egg

cytoplasma13）．　This　agrees　with　the　results

of　the　present　study　that　the　proportion　of

activated　oocytes　（Fig．　3）　during　storage

and／or　culture　is　highest　at　4°C　storage　as

compared　with　the　other　two　temperatures
（R．T．　and　10℃）．

　　The　ovarian－enclosed　oocytes　showed　a

higher　rate　of　maturation　than　that　of　the

extra－follicular　oocytes．　This　may　be　due

to　the　reason　that　ovarian－enclosed　oocytes

have　a　higher　resistance　to　cooling　and　stor・

age　than　oocytes　isolated　from　follicles．

Parrotti4｝reported　that　normal　offsprings

were　obtained　from　mice　with　orthotopic
ovarian　grafts　of　tissue　that　had　been　frozen

and　stored　at－79℃．　Smith　and　Tenney15）

showed　that　there　was　no　dif〔erence　in　the

maturation　and　degeneration　rates　of　mouse

oocytes　from　chilled　ovaries　for　4　hours　and

from　the　contralateral　ovaries　dissected　at

37℃．Smith　et　al．16｝placed　rabbit　ovaries

into　cold　media　until　the　oocytes　were　re－

covered，　and　found　that　the　number　of　the

oocytes　with　the　first　polar　body　was　de・

pressed　with　duration　of　exposure　in　the

cold　culture　media．　The　present　study　shows

that　the　3　hours　storage　of　ovarian・enclosed

oocytes　at　R．　T．　has　no　signi丘cant　difference

on　the　proportion　of　matured　oocytes　as

compared　with　that　of　nonstorage．　This
agrees　with　the　report　of　Smith　and　Ten・

ney15｝who　stored　mouse　ovary　in　media　at

4℃．　The　other　storage　durations　at　R．　T．，

100r　4℃significantly　depressed　matura・
tion　rates　and　increased　degeneration　rates，

as　compared　with　those　of　non－stored　oocytes

in　this　study．

　　In　the　present　study，　cooling　rate　of　extra－

follicular　oocytes　in　PBI　medium　were　slow

（1．0－］．．8°C／min）．　It　has　been　advised　that

sharp　且ucturation　in　temperatures　should

be　avoided17）．　From　the　results　that　the

maturation　rate　is　depressed　after　storage

at　10°C　in　this　study，　bovine　follicular　oocytes

may　not　have　the　resistance　to　cooling　at

this　temperature　or　lower　temperatures．　In

rabbit　eggs，　the　storage　at　O℃causes　swel－

ling　if　the　cells　and　darkening　or　roughness
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of　the　cell　membrane18：1．

storage　may　produce
spher　oid　shape，　and

in　the　cell　mass　of　the

In　vitro　maturat三〇n　of　bovine　follicular　oocytes

evidences　of　abnormality　were

bovine　oocytes　stored　at　the　different　systems

and　temperatures．

　　There　were　some　oocytes　without　cumulus

cells　after　prolonged　storage　up　to　24　hours

in　the　present　study，　especially　at　4　and

10℃．Since　cumulus　cells　surrounding　oo－

cytes　could　be　one　of　the　most　important

factor　influencing　ill　vitro　maturation　of

oocytes　isolated　from　　follicles11，19－22），　this

may　be　one　of　the　major　causes　for　oocytes

to　fail　the　resumption　of　meiotic　division　to

the　stage　of　metaphase　II．　There　was　an

interest丘nding　that　a　number　of　non－
matured　oocytes　were　at　the　stage　of　GVBD

in　extra－follicular　oocytes，　whereas　almost

all　non－matured　oocytes　stored　in　the　ovary

was　at　metaphase　I　stage．　Frorn　this　fact，

it　appears　that　the　ovarian－enclosed　system

is　a　better　storage　method　than　the　extra－

follicular　system　for　the　resumption　of　oocyte
　　　　　　　．　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　

matUrat10n　m　VltrO．

　　In　conclusion，　maturation　rates　of　bovine

follicular　oocytes　apPeares　to　be　significantly

lowered　by　the　storage　under　either　the

extra－follicular　or　the　ovarian－enclosed　sys－

tem　at　three　temperatures　with　various　stor－

age　times，　as　compared　with　that　of　oocytes

cultured　immediately　after　recovery　from
follicles．　Storage　for　3　hours　at　R．　T。　showed

no　significant　differe血ce　in　ovarian－enclosed

oocytes．　Ovarian－enclosed　oocytes　were　su－

per三〇r　to　extra－follicular　oocytes　in　ill　vitro

maturation　after　storage　at　any　temperatured

tested．

At　10℃，　prolonged

granulation，　10ss　of

marked　indentation
rabbit　eggs．　These
　　　　　　　　observed　in
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短時間保存後の牛卵胞卵子の体外成熟

　　福井　豊，宮本明夫，小野　斉

（帯広畜産大学畜産学部肉畜増殖学教室）

　二種の保存法（卵胞から採取した卵子を保存，卵巣そ

のものをビニール袋に入れて保存）において，温度（室

温：15－20，10そして4℃）および保存時間（3，6，9，

12，24時間）が牛卵胞卵子の体外成熟に及ぼす影響を検

討した。卵子の保存にはWhittinghamのPBI液を，
培養にはBMOC－3，15％牛胎児血清，025　mMピルビ
ン酸ナトリウム，抗生物質を含む液で27時間行なった。

成績は，卵巣そのものの保存の方が卵子の保存よりも有

意に高い成熟率を示した（P＜0．01）。卵子の採取直後に

培養開始した場合（無保存）と比べると，卵巣の室温3

時間保存を除いて有意に成熟率は低下した　（無保存：

68．8％，室温3時聞保存：60．5％）。また成熟率は温度に

は有意差は認められず，保存時間により有意に影響され

た（P＜0．01）。保存時間が長くなるにつれて成熟率は低

く，変性率は高くなる傾向が見られた。これらの成績よ

り，一日以内の保存により牛卵胞卵子の体外成熟率は著

しく低下することが認められた。

　　　　　　　　　　　（受付：昭和57年1月25日）

群
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お　知　ら　せ

日本受精着床学会設立記念講演会

日　時：昭和57年11月15目（．月）午後1時20分～5時10分

会　場：慶応義塾大学医学部北里講堂

　　　　東京都新宿区信濃町35，国電信濃町駅前

オリエンテーション

　学会の成立と展望　　　（司会）　聖マリアンナ医大教授　浜　　田　　宏

　　　　　　　　　　　　　　　　慶応大教授　飯　塚　理　八　20分

1　特別講演

　　1）　人工授精児の成育　　　　　（司会）　帝京大教授　和　久　正　良

　　　　　　　　　　　　　　東京歯科大教授　大野虎之進　30分

　　2）　生殖免疫の進歩　　　　　　（司会）　日本大教授　高　木　繁　夫

　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医大教授礒島晋三30分

　　3）　体外受精の問題点　　　　　（司会）　日本大教授　佐久間勇次

　　　　　　　　　　　　　　　　京都大教授　入　　谷　　　明　30分

1［［　招請講演

　　1）　生命の尊厳　　　　　　　　（司会）　東京大教授　坂　元　正　一

　　　　　　　　　　　　　上智大教授　アンセルモ・マタイス　30分

　2）　精子の受精能　　　　　　　（司会）　東邦大教授　木　　下　　　佐

　　　　　　　　　　　　　　　ハワイ大教授柳町隆造30分

　3）　生殖医学の恩恵　　　　　　（司会）　東北大教授　鈴　木　雅　洲

　　　　　　　　　　　　　　　　慶応大教授　影　山　圭　三　30分

　　　受付・登録は当日会場で致します。



2．　第21回日本医学会総会

　　個人登録申込のご案内が来ております．御必要の方は事務局までお申し越し下さい．

　　会期学術講演昭和58年4月8目（金）・9日（土）・10日（日）

　　　　　　　総合医学展示　昭和58年4月3日（日）－11日（月）

　　会　場学術講演大阪市内24会場

　　　　　　　総合医学展示　大阪国際見本市港会場

　　3．　病理学者のための臨床細胞病理学卒後講座

　第24回臨床細胞病理学者のための卒後講座が，1983年4月18日から29日まで・米国Mary　Iard

州Baltimo，eのJohns　Hopkins医科大学及びJohns　Hopkins病院にて関催されます。当講座

は米国病理学会（American　Board　of　Pathology）に認定された病理学者，或いは，諸外国におけ

るこれと同等の資格を有する病理学者を対象とした2週間の講座です．

　研修の内容は，臨床細胞病理学の全分野の最近の知見にわたり，特に最新の技術に関わる諸問題

とその臨床応用に重点が置かれる予定です．研修は，講義・少人数による討論・顕微鏡を用いた講

師による指導よりなります．また，事前の自習のために，各参加申込者には，テキストとスライド

が，開講前の3月から4．月にかけて貸与されます．（AMA　Category　1125　credit　hoursに相当

します）

　応募しめきりは，1983年2月2日です．

　詳細は下記にお問い合せ下さい．

　John　K．　Frost，　M．D．，610　Pathology　Building，　The　Johns　Hophins　Hosita1，　Baltimoe，

Maryland　21205　US．A．

　尚，講座は全過程，英語で行なわれます．



　　　　　　　第　27回

日本不妊学会学術講演会・総会

プログラム・講演抄録集

会　期

会　場

昭和57年11月17日（水），18日（木）

日本都市センター（学術講演会）

全共連ビル（評議員会・総会）

赤坂プリンスホテル（総懇親会）

会　長　　木　　下　　　佐

　（東邦大学医学部産婦人科学教室）

t
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　　　　麹町駅（有楽町線）徒歩4分

国　電：四つ谷駅　徒歩15分
都バス：平河町2丁目都市センター前（新橋←→中野哲学堂線）

　　　　i麹町4丁目（新宿←→銀座線）
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ごあいさつ

　第27回日本不妊学会の開会を迎えるにあたり，今日までに会員の皆様か

ら寄せられました数々のこ激励とご支援に対し厚く感謝致します．昨年秋

会長に就任いたしまして以来，教室をあげて鋭意準備を進めてまいりまし

たが，何分にも微力のため果してどれだけ皆様のご要望に沿い得るか，大

変不安に思っております．

　幸いにして，特別講演をお願いした各分野の権威あるいは新進気鋭の5

名の方々にはいずれも心よくお引受けいただきましたし，二つのシンポジ

ウムにおいても司会の先生方の周到なるご企画によりレベルの高い，活澄

な討論が展開されるものと期待されます．また一般演題は197題という予

想以上の多数に達し，予定していました8分の講演時間を7分に切りつめ

させていただきましたが，それでもなお2日間とも午後6時半までという

強行日程を組まざるを得ないことになりました．昭和31年，北里講堂で行

われた第1回総会の演題数が38題であったことを思うと，まさに今昔の感

を覚えると同時に本会の基礎を築かれ，その発展をプロモートされた先輩

諸先生方に改めて深甚の敬意を表する次第です．

　私事にわたり申し訳ありませんが，その先達の一人であり，私の恩師そ

して教室での前任者でもあった林基之先生が5年前，本会会長ご就任を間

近かにして病いに倒れられたのは，私にとっていまだに胸痛む思い出です．

リプロダクションの研究と不妊学会の発展にかけられた林先生のあの情熱

と闘志を心の支えにして，今回の学会が少しでも皆様方のお役に立つもの

となるようなお努力したいと思っておりますので，是非多数の方々がご参

会下さいますよう心からお願い申し上げます．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第27回日本不妊学会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　木　下　　佐
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　　　　　　　　　　日　程　概　要

学術講演会

　　昭和57年11月17日（水），18日（木）9：00～18：30

　　会　場：日本都市センター

　　　　　第1会場（都市センターホール）一一・一般講i演・特別講演・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム

　　　　　第2会場（第1講堂）…………・一般言毒演

　　　　　第3会場（第2講堂）・一一一一…　…一一一般講演

　　　　　第4会場（第6・7会議室）……一一一般講演

総　　　会

　　昭和57年工1月17日（学会第1日）　13：10～13：30

　　会場：全共連ビル大会議室

評議員会

　　昭和57年11，月17日（学会第1H）　12：10～13：10

　　会　場：全共連ビル大会議室

理事会・幹事会

　　昭和57年11月16日（学会前日）　15：00～18：00

　　会場：日本都市センター第9会議室

総懇親会

　　昭和57年11．月17日　（学会第1日）　19：00～21：00

　　会　場：赤坂プリンスホテル
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参加者へのご注意・お知らせ

1．参加手続他

　　1）　参加者はすべて学会当日，会場受付デスクで参加手続をして下さい．総懇親会受付も

　　　　同時に行ないます．

　　　　参加費7000円，総懇親会費7000円

　　2）会場内では必ず所定の名札を着用して下さい．

　　3）学会誌（本号）は講演抄録集を兼ねていますので，当日必ずご持参下さい．お忘れの

　　　　場合は受付で実費でおわけしますが，部数に限りがあります．

II．一般講演演者の方に

　　　・講演時間7分　　　　　・質疑・討論時間2分

　　　・スライド映写機1台　　・スライド枚数10枚

　　1）　スライドは字を大きく，わかりやすく，枚数は必要最少限に止めて，ゆつくり読める

　　　　ようにして下さい．

　　2）演者は各群の開始30分前までに各会場入口のスライド受付にて，各自でスライドを所

　　　　定のホー一・一一ルダーに入れ，試写した上，係りに提出して下さい．

　　3）スライド映写はすべて係員が行ない，スライド送りは演者の合図（声）によります．

　　　　合図は明瞭にお願いします．スライドの逆戻しはいたしません．

　　4）講演時間終了1分前に青ランプおよびブザー（1回），終了時に赤ランプおよびブザー

　　　　（2回）でお知らせします．赤ランプ点灯時には直ちに講演を中止して座長の指示に

　　　　従つて下さい．

　　5）演者は講演終了後も，その群の発表が全部終るまで必ず会場内に残つて下さい．

　　6）次演者は必ず所定の次演者席で待期して下さい．

　　7）　スライド返却は各群終了後に各会場スライド受付で行ないます・

III．特別講演演者，シンポジウム演者の方に
1）

2）

3）

あらかじめお願いしてある講演時間を厳守して下さるようお願いします．

スライド映写機は2台使用可能です．ただしスライド枚数は必要最少限とし，ゆつく

り読めるようにご配慮下さい．

その他一般講演演者の項に準じて下さい．

IV．質疑・討論について
1）

2）

3）

質疑・討論は座長の指示により各演題ごとにあるいは各群終了後に行ないます．

発言者は所属，氏名を述べた後，できるだけ簡潔に，要領よく質疑討論を行つて下

さい．

時間の足りない際は交見室を御利用下さい。
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学会進行予定表

シンポジウム
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学会進行予定表
第1日 11月17日（水）

1第・会場 1第2会場 1第3会場 第4会場
9：00

開 会　　　の 辞（第1会場） ●

9：10 第1群：排卵・排卵 第3群：精巣・性ホ 第5群：受精・着床 第7群：子　宮
9

誘発 ノレモン 1（50～54） 1（74＾・78）

1（1～5） 1（26－31） 9：10～9：55 9：10～9：55

9：10～9：55 9：10～10：04 1【（55～58） 1（79～83）

H（6～・9） 皿（32～37） 9：55～10：31 9：55～10：40

9：55～10：31 10：04～10：58 皿（59～62） 皿（84～88）

皿（10～13） 皿（38～43） 10：31～11：07 10：40（・11：25

10：31～11：07 10：58～11：52 IV（63～68） 第8群：卵　管
IV（14～19） 11：07～12：01 （89～92）

11：07～12：01 11：25～12：01

12；00

12：10
評 議　員　会・総 会（全共連ビル）

13：30

13：40 第2群：LHRH・ゴ 第4群：男性不妊の 第6群：機能性不妊 第9群：手　術
ナドトロピン 薬物療法 ・ 避妊 （93～98）

（20～25） （44〔・49） （69～73） 13：40～14：34

13：40～14：34 13：40～14：34 13：40～14：25

14：35

14：45

特別講演　1 ：オーストラリアにおける牛の胚移植の現状 （第1会場）
15：15

・

15：20
特別講演　皿： Infertilityをめぐる免疫学的問題点（第1会場）

A

16：00

16：10
シンポジウム 1 ：精索静脈瘤の発生病理と診断・治療 （第1会場）

18：30

19：00
総 懇　親 会（赤坂プリンスホテル）



第2日 11月18日（木）

第1会場 1 第2会場 第3会場 第4会場

9：00第10群：卵巣・性ホ

　　　　　　ルモン
　　　1　　（　99－》103）

　　　　　9：00－　9：45

　　　11　（104～108）

　　　　　9：45・vIO：30

　　　皿（109～112）

　　　　10：30～11：06

11：30

第12群：精子・精液

　1　　（122・》127）

　　9：00－　9：54

　皿　　（128｛ゾ133）

　　9：54～10：48

第13群：静索静脈瘤

　　（134－138）

　　10：48～11：33

第16群：卵子
　　（148～151）

　　9：00～　9：36

第17群：妊娠・流産

　　　　・分娩

　1　　（152．》155）

　　9：36～10：12

　11　（156｛げ159）

　　10：12～10：48

　111　（160－164）

　　10：48～11：33

第19群：プロラクチ

　　　　ン
　1　（175－179）

　　9：00｛v　9；45

　H　　（180・》184）

　　9：45｛♂10：30

　1［1　（185～189）

　　10：30戸》11：15

昼 食

12：30 第11群：統　計 第14群：男子副性器 第18群：診断・検査 第20群：間脳・下垂

1（113～117） ・ 性機能 1（165＾・168） 体

12：30～13：15 （139～142） 12：30～13：06 （190～193）

1（118～121） 12：30～13：06 H（169～174） 12：30～13：06

13：15～13：51 第15群：インターセ 13：06～14：00 第21群：免　疫

ックス・先 （194～197）

天異常 13：06～13：42

（143～147）

14：00 13：06削13：51

14：10
　　　特別講演
14：40

皿：多嚢胞卵巣をめぐる問題点（第1会揚）

14：45
　　　特別講演
15：15

IV：特発性男子不妊症と精巣組織（第1会場）

15：20
　　　特別講演
16：00

V：哺乳類の受精機構とヒト精子の受精能に関する若干の知見
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第1会場）

16：10

18：30

シンポジウム　ll：不妊症領域におけるマイクロサージェリー（第1会揚）

閉 会 の 辞（第1会揚）



1．

II．

III．

IV．

V．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（531）93

　　　　　　　　　　特　別　講　演

オーストラリアにおける牛の胚移植の現状

　　　　　　　クィーンズランド大学・日本大学研究員　小林軍次郎

　　　　第1日（11月17日），14：45～15：15，第1会場

　　　　　　　　　　　　　座長　佐久間勇次（日本大学教授）

Infertilityをめぐる免疫学的問題点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟大学教授　竹　内　正　七

　　　　第1日（11月17日），15：20～16：00，第1会場

　　　　　　　　　　　座長飯塚理八（慶応義塾大学教授）

多嚢胞卵巣をめぐる問題点

　　　　　　　　　　　　　　　　　東邦大学助教授　平　　川

　　　　第2日（11月18日），14：10－14：40，第1会場

　　　　　　　　　　　　　座長　倉　知　敬　一（大阪大学教授）

特発性男子不妊症と精巣組織

　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学助教授　三　宅　弘

　　　　第2日（11月18日），14：45～15：15，第1会場

　　　　　　　　　　　　　座長　和　久　正　良（帝京大学教授）

哺乳類の受精機構とヒト精子の受精能に関する若干の知見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハワイ大学教授　柳　町　隆

　　　　第2日（11月18日），15：20～16：00，第1会場

　　　　　　　　　　　　　座長鈴木雅洲（東北大学教授）

舜

治

造
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　　　　　　　　　　　　　シンポジウム

　　1．精索静脈瘤の発生病理と診断・治療

　　　　　　　　第1日（11月17日），16：10～18：30，第1会場

　　　　　　　　　　　　　　座長　　　　　東邦大学教授　安　　藤　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　富山医科薬科大学教授　片　　山　　喬

　　　　　（1）内精静脈圧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪市立大学安本亮
　　　　　（2）精子形成能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤沢市民病院　広　　川

　　　　　（3）内精静脈内の性ホルモン動態

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大学　福　谷　恵
　　　　　（4）診断と治療

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東邦大学　三　浦
　　　　　（5）診断と治療

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学　守　殿　貞

　　　　　特別発言：　　　　　　　　　　富山医科薬科大学　柳　　　重

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東海大学　勝　岡　洋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学　伊　藤　晴

　1】1．不妊症領域におけるマイクロサージェリー

　　　　　　　　第2日（11．月18日），16：10～18二30，第1会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　東海大学教授　藤　井　明　和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取大学教授　前　田　一　雄

　　　　　（1）卵管の実験的マイクロサージェリー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東海大学　井　上　正

　　　　　（2）欧米におけるマイクロサージェリーの現況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学　星　　合
　　　　　（3）適応と術式（手技習得法を含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慶応大学　河　上　征

　　　　　（4）卵管開口術を中心として（術式，成績）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知医科大学　野　口　昌

　　　　　（5）卵管吻合術を中心として（術式，成績）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カーネギー病院印牧義
　　　　　（6）卵管移植術の基礎的研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本大学　長　田　尚

　　　　　特別発言：子宮外妊娠保存手術への応用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪市立大学　迫　　　久

信

子

陽

夫

行

治

夫

人

昊

治

良

孝

夫

男
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般 講 演

第1日11月17日（水）第1会場

第1群排卵・排卵誘発法

その1　（9：10～9：55） 座長東條伸平（京大・産婦）

L排卵期における血清中LH，　FSH，　Estradiol，　Estroneおよび尿中LHの消長・

（東北大・産婦）

2，プロスタゲランジンの排卵機構への関与

　一特にステロイド産生との関連について一…

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東大・産婦）

長池　文康，星　　和彦，星合　　昊

桃野耕太郎，森　良一郎，上原　茂樹

鈴木　雅洲

○榊原賢一郎，佐藤　和雄，木下　勝之

　北川　浩明，高木耕一郎，永野　正彦

　坂元　正一

3．ラット排卵時の卵巣内plasminogen　activator活性に

　およぼすインドメVシンの影響一

　　　　　　　　　　　　　　　　　（京大・産婦）　○島田　逸人，越田　光伸，鈴木　　瞭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡村　均，東條　伸平

4．排卵期家兎卵胞穎粒lj莫細胞におけるcytochrome　oxidase活性の組織化学的検討・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（京大・産婦）○越田光伸，竹中　章，姫野憲雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥田雄二，神崎秀陽，岡村均

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東條　伸平

5．家兎卵巣におけるprolyl　hydroxylase活性一…

　　　　　　　　　　　　　　　　　（京大・産婦）　○姫野　憲雄，川村　直行，岡村　　均

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東條　伸平

その2　（9：55～10：31）

（同・第1病理）　　福本　　学，翠川　修

座長西田悦郎（金沢大・産婦）

6．排卵誘発剤投与時の卵胞発育と内分泌動態…

　　　　　　　　　　　（聖マリアンナ医大・産婦）

　　　　　　　　　　　　（同・臨床検査超音波室）

7．超音波検査による排卵期卵胞の観察

　一腹腔鏡所見との対比一一

　　　　　　　　　　　　　　　　（東海大・産婦）

（同・中検）

　石井明治，林　方也，浜田　宏

○永江　学，宇沼のり子

○本田　育子，條原　正樹，杉原　義信

　井上　正人，藤井　明和

　三浦寿美恵，小林　久雄
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　　8．超音波断層法による卵胞の観察

　　　　一経膣的走査法の検討一…・…

（京大・産婦） ○森本　紀彦，野田　洋一，高井　一郎

　山田　一郎，東條　伸平

9．欠番

　　その3　（10：31～11：07）　　　座長　関　　場　　　香（岡大・産婦）

10．血中Estradiol値モニターによる排卵誘発時期の検討…・……………・・……

　　　　　　　　　（社会保険徳山中央病院・産婦）　○伊東　武久，野見山宏寿，山下　三郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道上　文和，蔵本　武志

11．HMG－HCG療法におけるモニタリングについて………・・………・…………

　　　　　　　　　　　　　　　　　（岡大・産婦）〇五島良太郎，清水一二美，林伸旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早田　幸司，占部　清，吉田　信隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋本胱久，関場香

ユ2．HMG・HCG療法における投与法の検討

　　一HMGの隔日投与法と連日投与法の比較一……・…………・・…・……・…°

　　　　　　　　　　　　　　　　（長崎大・産婦）　○中野　龍夫，出口　晴彦，今村　定臣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石丸　忠之，山辺　徹

13。HMG－HCG療法中にみられた卵巣過剰刺激症候群の6例につv’て……・………

　　　　　　　　　　　（富山県立中央病院・産婦）　○中曾根敬一，館野　政也，南　幹雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舌野徹，林義則，北川義彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安沢　紀夫

　　その4　（11：07～12：01）　座長　玉　田　太　朗（自治医大e産婦）

14．LH・RH製剤によるマウスの過排卵誘起

　　皿．LH－RH製剤の投与時間帯の検討・…　………………・……一一一‘°’°’”t－

　　　　　　　　　　　　　　　（日大・家畜生理）　○金山　喜一，高橋敬一，浜田　光磨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠藤　　克，佐久間勇次

15．Gn－RH問欧投与による単一排卵誘発法について………・・…………一

　　　　　　　　　　　　　　　（自治医大・産婦）　○荒木　重雄，近沢幸嗣郎，大草　　尚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤堀　彰夫，玉田　太朗

16．prednisolone－clomiphene療法の奏効機序について……・……・・・…………・・

　　　　　　　　　　　　　　　（京府医大・産婦）　○東山　秀聲，保田　仁介，岡田　弘二

17．OK－O－05による排卵誘発作用の検討について………………………・……

　　　　　　　　　　　　　　　　　（日大・産婦）　○小野　隆房，村井　一郎，萩原　　寛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤秀男，柳沢洋二，田　根培

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津端　捷夫，高木　繁夫

18．当科不妊外来における漢方薬単剤使用の臨床成績…・……・………・…………

　　　　　　　　　　　　　　　　　（群大・産婦）　○宇津木利雄，五十嵐正雄，矢崎　千秋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷口　雄一，野村修一
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　19．中枢性原発性無月経に関する検討…　…・・　一一一一一・・p・・一・一…　　…一一…一・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（九大・産婦）○堂地　勉，永田行博，中村正彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津田　知輝，尾上　敏一・，大久保信之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野崎　雅裕，吉満　陽孝，楠田　雅彦

第2群L、H－RH・ゴナドトロピン

　　　（13：40～14：34）　　　　座長森　崇　英（徳大・産婦）

　20．下垂体一卵巣系機能検査としてのLH－RHテスト………・………・…・…………
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（徳大・産婦）　○竹内　悟，山野　修司，大野　義雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　崇英

　21．LH・RH　two　step　testによるヒト正常例のFSH，　FSH一αの検討・……………・…・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶大・産婦）　○林　保良，牧野　恒久，未包　博昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　　守，大野虎之進，飯塚　理入

　22．LH－RH　two　step　testによる第1度無月経の血中ゴナドトロピンの動態…・…………

　　　　　　　　　　（東京都済生会中央病院・産婦）　○横倉　恒雄，市川　文隆，亀井　　清

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　明，明石敏男，落合　寛

　23．男子不妊症に対するclomid投与例へのLH・RH負荷の検討…………・・……・一…

　　　　　　　　　　　　　　　　（川崎医大・泌尿）　○木内　弘道，河原　弘之，大田　修平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　啓幹

　24．Prostaglandinの下垂体Gonadotropin放出作用に関する研究

　　　一とくにProstaglandill　D2につv・て一………・……・・…・・……・…・・’…　……

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶大・産婦）　○有沢　正義，牧野　恒久，和泉俊一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷本　敏，吉村慎一，飯塚理八

　25．若年婦人の続発無月経に対する内分泌的検討…・…………・…・……・…・………

　　　　　　　　　　　　　　　　（東女医大・産婦）　○安達　知子，下平由美子，村上　光恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和泉　玲子，松峯　寿美，黒島　淳子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　茂子，大内　広子
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　　　　　　　　　　第1日　11月17日（水）

第3群精巣・性ホルモン

　　　　その1　（9：10～10：04）　　座長　町

第2会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田豊平（慈医大・泌尿）

26．実験的停留睾丸の研究（第7報）

　　一停留解除後の睾丸組織変化一…・・一…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一……・

　　　　　　　　　　　　　　　　（慈医大・泌尿）○小寺　重行，桂井　清人，池本　　庸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲葉　善雄，町田　豊平

27．実験的停留睾丸の研究（第8報）

　　一無下垂体ラット停留睾丸の組織変化一一………

　　　　　　　　　　　　　　　　（慈医大・泌尿）○稲葉善雄，桂井清人，池本　庸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小寺　重行，町田　：豊平

28．停留睾丸患者の思春期発来……一一・………一一・・…・……………・………一・…

　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉大・泌尿）○相川　英男，伊藤　晴夫，川村　健二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片海　善吾，皆川　秀夫，布施　秀樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島崎　淳

29．停留反対側睾丸と，加齢に伴なう睾丸血管系の変化………………

　　　　　　　　　　　　　　　　（帝京大・泌尿）　　石田　克美，真弓　昌子，和久　正良

30．停留精巣における間細胞の形態学的変化：電顕的観察……………・・…・…・一一……

　　　　　　　　　　　　　　　　　（名大・泌尿）　○後藤　百万，山本　雅憲，三宅　弘治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三矢　英輔

　　　　　　　　　　　　　　　　（同・第2解剖）　　山田　和順，星野　洗

31．思春期後停留精巣患者における問細胞過形成：間細胞の定量的観察・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（名大・泌尿）○後藤　百万，高士　宗久，伊藤　博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票　紹護，成田　晴紀，鈴木　靖夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三宅　弘治，三矢　英輔

　　その2　（10：04～10：58）　　座長　島　　崎　　　淳（千葉大・泌尿）

32．無精子症の検討・……・一一・…・一一・一一・・…・…一・一一

　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉大・泌尿）○川村　健二，片海　善吾，相川　英男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　晴夫，島崎　　淳

33．特発性男子不妊症におけるGonadotropinの検討・・

　　　　　　　　　　　　　　　　（慈医大・泌尿）○桂井清人，池本　庸，小寺重行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲葉　善雄，町田　豊平

34．Flow　cytometryによる睾丸内精子形成能の評価判定………・………・………・…

　　　　　　　　　　　　　　　　（山口大・泌尿）○川井修一，橋本　治，清水芳幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原田　宏行，酒徳治三郎

　　　　　　　　　　　　　（山口労災病院・泌尿）　越戸　克和
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　35．正常ラット睾丸に対する極超短波照射の組織学的検索・…・…一………・・…………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日大・泌尿）○賀屋　仁，平野大作，北島清彰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田清己，岸本孝

　36．睾丸障害に対するmethylcobalamin（CH，－B12）の効果…・・……………・・………

　　　　　　　　　　　　　　　　　（慈医大・泌尿）○池本　庸桂井清人，小寺重行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲葉　善雄，町田　豊平

　37．カドミウム睾丸障害時の睾丸血流量について…………・・…・………・……・…・一一

　　　　　　　　　　　　　　　（富山医薬大・泌尿）　柳　重行，寺田　為義片山　喬

　　　その3　（10：58～11：52）　　座長　折　笠　精　一（東北大・泌尿）

　38．睾丸腫瘍治療後の性腺機能・………・………・一・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉大・泌尿）　○片海　善吾，宮内　大成，川村　健二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相川　英夫，布施　秀樹，皆川　秀夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　晴夫，島崎　　淳

　39．睾丸腫瘍の臨床的研究一治療後の下垂体一精巣系機能について，第二報…一・

　　　　　　　　　　　　　（国立横須賀病院・泌尿）　○古畑　哲彦，仙賀　　裕

　　　　　　　　　　　　　　　　（横浜市大・泌尿）　　小川　勝明，穂坂　正彦

　40．抗癌剤のSertoli細胞への影響……………一…
　　　　　　　　　　　　　　　　（札幌医大・泌尿）　〇三宅　正文，塚本　泰司，熊本　悦明

　　　　　　　　　　　　　（北見赤十字病院・泌尿）　古屋　聖児

　41．癌化学療法における造精障害に関する実験的研究…・…・…………・…………・…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京大・泌尿）　野々村光生，桐山　蕾夫，吉田　修

　42。抗癌剤投与ラットにおけるSpermatogenesisの検討・……………………………
　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北大・泌尿）　木村　正一，折笠　精一

　43‘男子不妊症患者における血中セロトニン値……………＋一…・………………・…

　　　　　　　　　　　　　（国立霞ケ浦病院・泌尿）○相川　厚，石川博通，武島　仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶大・泌尿）　篠田　正幸，中島　史雄，中薗　昌明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田崎　寛

第4群　男性不妊の薬物療法

　　　（13：40～14：34）　　　　　　座長　今　村　一　男（昭和大・泌尿）

　44．神戸大学泌尿器科不妊外来における過去16年間の薬物治療成績…・…・…………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神大・泌尿）○浜口　毅樹，杉野　雅志，羽問　稔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　弘，守殿　貞夫，石神　裏次

　45．男子不妊症の治療成績…・…………・・……・…………・…………・……・・一一

　　　　　　　　　　　　　　　　（浜松医大・泌尿）○藤井　一彦，太田　信隆，大見　嘉郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　和雄，田島　惇，藤田　公生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿曾　佳郎
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　　46．特発性男性不妊に対するHCG－HMG療法の臨床評価…

　　　　　　　　　　　　　　　　　（神大・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　　（札幌医大・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（群大・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　　（東医歯大・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和大・泌尿）

　　　　　　　　　（国立病院医療センター・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（阪大・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　　　（山口大・泌尿）

47。Idiopathic　male　infertilityの治療に関する研究

○石神　裏次，羽間　稔

　熊本　悦明，丸田　浩，大野　一典

　志田　圭三，山中　英寿

　大島　博幸，根岸　壮治，竹内　信一

　今村　一男，吉田　英機

　岩動孝一郎

　園田　孝夫，奥山　明彦

　酒徳治三郎，清水　芳幸，川井　修一

1．idiopathic　oligozoospermiaのsemell　countとmotilityの

　　　　基本的考察とATP治療の有効性について・…

　　　　　　　　　　　　　（藤沢市民病院・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　　（横浜市大・泌尿）

48．男子不妊症患者に対する補中益気湯の使用経験…・

　　　　　　　　　　　　　　　　（東北大・泌尿）

岩崎　晧
木下　裕三，穂坂　正彦

光川　史郎，石川　博夫，木村　正一

折笠　精一

49．視床下部一下垂体一性腺系に及ぼす漢方薬の効果の基礎的研究・…・………………　一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　（群大・産婦）　○宇津木利雄，矢崎　千秋，野村　修一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷口　雄一，長谷川喜久，宮本　　薫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐正雄
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　　　　　　　　　第1日　11月17日（水）　第3会場

第5群受精・着床

　　　その1　（9：10～9：55）　座長　正　木　淳　二（東北大・家畜繁殖）

　50．Zona・freeハムスター卵子を用いたヒト精子の受精能力の検討（VI）

　　　一乏精子症患者55例の分析一………・…・・…・…・………・・一…・……°”
　　　　　　　　　　　　　　　　　（東海大・産婦）　○井上　正人，金子みつえ，内村　道隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　篠原　正樹，本田　育子，藤井　明和

　51．ヒト精子の受精能獲得時間の個人差……・…………
　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北大・産婦）　○斎藤　晃，星　和彦，鈴木　雅洲

　　　　　　　　　　　　　　（ハワイ大・生殖生物）　柳町　隆造

　52．ハムスター精子の先体反応と受精能について…・・…………・・……

　　　　　　　　　　　　　　　　（日大・家畜繁殖）　○佐藤　嘉兵，木村まどか

　53．マウス卵巣卵の受精能獲得過程について・…………………・……………°’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東大・産婦）　○香山　文美，佐藤　孝道，水野　正彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂元　正一

　54．透明帯除去ハムスター卵子へのヒト精子のBindingとPenetration

　　　一走査型電子顕微鏡による観察………………・一一……一一一一………　一一・……

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北大・産婦）○対木章，星和彦，斎藤晃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京野　広一，星合　昊，鈴木　雅洲

　　　　　　　　　　　　　　　　　（同・家畜繁殖）　　堀内　俊孝，正木　淳二

　　　その2（9：55～10：31）　　座長水野正彦（東大・産婦）

　55．ヒト精子のacrosome　reactionとCa什・Mg”…

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北大・産婦）　○星　　和彦，斎藤　晃，鈴木　雅洲

　　　　　　　　　　　　　　（ハワイ大・生殖生物）　　柳町　隆造

　56．カルシウムイオンの受精，初期発生に及ぼす影響・……………一一・・…・…・…・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東大・産婦）　○佐藤　孝道，香山　文美，水野　正彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂元　正一

　57．モルモット卵の成熟に及ぼすA231s7，　Calmodulin阻害剤の効果……

　　　　　　　　　　　　　　　（東邦大・第2産婦）　○永江　　毅，館花　明佳，岩城　　章

　　　　　　　　　　　　　　　　　（同・第2解剖）　　岡田　詔子，加藤　守男

　58．カリクレインの受精に対する影響…

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北大・産婦）○京野広一，星和彦，斎藤晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長池　文康，桃野耕太郎，対木　　章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星合　昊，森良一郎，上原茂樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　雅洲

　　　　　　　　　　　　　　（ハワイ大・生殖生物）　柳町　隆造



102　（540）

　　　その3（10：31～11：07）　座長鈴木秋悦（慶大・産婦）

　　59．体外受精卵移植に対する不妊患者の意識調査

　　　一第2回目調査成績一………一……一・・…

　　　　　　　　　　　　　　　　（東邦大・第2産婦）　○麻野　次男，永江　　毅，持田　福重

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小倉　久男，館花　明佳，岩城　　章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同・第1産婦）　斉藤　真一，百瀬　和夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　（カーネギー産婦）　　印牧　義孝

　60．体外で成熟したウシ卵胞卵子の体外受精，特に精子処理法の検討・………・……一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（帯畜大）　○福井　　豊，福島　護之，小野　　斉

　61．ウサギ体外受精卵におけるステロイド脱水素酵素の組織化学的研究……………一

　　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪医大・産婦）○宮崎和典，杉本　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京大・畜産）　細井美彦，入谷　明

　62．ヒト体外受精卵の微細構造………・………・…　…・・……一一…一一“’一’”T’．”．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶大・産婦）　○鈴木　秋悦，遠藤　芳広，三浦　麗子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯塚　理入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同・電顕）　藤原　達司

　　　その4　（11：07～12：01）　座長　清　水　哲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　也（旭川医大・産婦）

63．ブタ透明帯抗原の組織特異性…………一一…………’…一一’一一一一一’’”一’．．．一’’”N

　　　　　　　　　　　　　　　　　（京大・産婦）　○高井　一郎，野田　洋一，林　　清士

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　一郎，東條　伸平
64．抗ブタ透明帯抗体の受精阻止作用の検討……………・…・…・……・………・・一”

　　　　　　　　　　　　　　　　　（京大・産婦）　○林　　清士，野田　洋一，高井　一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　一郎，東條　伸平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同・畜産）　永井　卓，入谷　明

65．チャイニーズハムスター卵子に対する放射線の細胞遺伝学的影響

　　一その妊孕性について一……・…………・・一一．．・・．．．．．・．s・．”．’’”．’”－t’“層　’”層

　　　　　　　　　　　　　　　　　（名大・産婦）○今泉　克英，小石多紀子，鈴森　薫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八神　喜昭

66．メソトレキセート（MTX）の受精能に及ぼす影響…・………・…・・…………・…

　　　　　　　　　　　　　　　（旭川医大・産婦）　○溝口　久富，石川　睦男，清水　哲也

67・着床前BlastocystのProstaglandinの産生，放出に関する検討………………・・…

　　　　　　　　　　　　　　　（旭川医大・産婦）　　笠茂　光範，石川　睦男，千石　一雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溝口　久富，山下　幸紀，清水　哲也

68・妊婦血中EPF（early　pregnancy　factor）に関する研究

　　1．受精より着床迄の妊婦血清での検討・・………………・…………・……．・’．’

　　　　　　　　　　　　　　　（兵庫医大・産婦）　○別所　健史，伊熊健一郎，平　省三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　浩二，礒島　晋三
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第6群　機能性不妊・避妊

（13：40（－14：25）

69．機能性不妊の統計的考察・

座長　杉　山　陽　一（三重大・産婦）

（金沢医大・産婦）

70．機能性不妊患者の腹腔鏡所見

　　一腹水量と不妊の関係について一一…一一・…・…

　　　　　　　　　　　　　　　　（東海大・産婦）

富田　哲夫，石間　友明，村田　　均

高林　晴夫，杉浦　幸一，桑原　惣隆

○内村　道隆，篠原　正樹，本田　育子

　井上　正人，藤井　明和

71．不妊症に対する漢方薬の使用経験…・

　　　　　　　　　　　　　　　　（三重大・産婦）○西山幸男，平野　博，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山脇孝晴，李哲児，

野村　浩史

杉山　陽一

72．子宮腔サイズとIUDの関係に関する研究（第2報）一一

　　　　　　　　　（国立病院医療センター・産婦）　○我妻　　尭

73．Pill投与例におけるglycohemoglobinの臨床的意義…　　　・…　　　　　　　　　t…

　　　　　　　　　　　（聖マリアンナ医大・産婦）　○矢吹　寛，本間　寿彦，石井　明治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　方也，浜田　宏
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第1日　11月17日（水）　第4会場

第7群　子 宮

その1　（9：10～9：55）

　　　　　　　　　　　座長　浜　　田 宏（聖マリアンナ医大・産婦）

74・Rat子宮でのEstrogen　ActionのAdrenergic　RegulationとCyclic　GMP・

　　　　　　　　　　　　　　　（大阪医大・薬理）　假野　隆司，石井　権二

75．非妊時および妊娠初期におけるラット子宮血管構築の

鋳型走査電子顕微鏡法による観察・　・………・　　…

76．ラット子宮の交感神経支配

（京大・産婦）　○竹森　和正，神崎

　　　　　　　小西　郁生，姫野

　　　　　　　東條　伸平

　　一とくに生後発育過程における神経分布密度と

　　　ノルエピネフリン濃度の変化について一……

　　　　　　　　　　　　　　　（大阪医大・産婦）　○伊藤

77．Huhner　test不良例の検討とAIH…・・…・…・・…・…

　　　　　　　　　　　　（西川婦人科クリニック）　　假野

78．頸管粘液のマイクロ波吸収特性……・………

　　　　　　　　　　　（聖マリアンナ医大・産婦）

　　　　　　　　　　　　　（工業技術院機械技研）

その2　（9：55～10：40）

秀陽，奥田　雄二

憲雄，岡村　均

　　　正尚，杉本　修

　　　隆司，西川　潔

佐賀　正彦，鬼沢　幸世，浜田　宏

立石　哲也，白崎　芳夫

座長　楠　田　雅　彦（九大・産婦）

79．ヒト子宮内膜上皮細胞および間質細胞の組織培養iにおける微細構造

　　一性ステロイドホルモン添加への反応一……・……・……・……・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（京大・産婦）　○村松　拡巳，加藤　隆郎，川口　周利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東條　伸平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田

81．同一周期2回子宮内膜生検症例の検討………一一……

　　　　　　　　　　　　　　　　　（九大・産婦）　○中村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楠田

　　　　　　　　　　　　　　　（福井医大・産婦）

80．ヒト子宮内膜の組織消化法による割断面の観察一

　　　　　　　　　　　　　　　（滋賀医大・産婦）

富永　敏朗

　　　茂樹，○鈴木　皓，大島　正義

　　　吉信

　　　正彦，永田　行博，津田　知輝

　　　敏一，堂地　　勉，大久保信之

　　　雅裕，吉満　陽孝，大塚　治夫

　　　雅彦



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（543）　105

　82．子宮卵管造影法で見た子宮腔形態と月経異常の関連性に関する検討……………一一…・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（九大・産婦）　○吉満　陽孝，中村　正彦，堂地　　勉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野崎　雅裕，大塚　治夫，永田　行博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楠田　雅彦

　83．子宮内腔異常のH．S．　Gとヒステロスコープ所見……・……・…………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶大・産婦）○末光　博雄，河上　征治，永田　哲朗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋本　　透，森定　　優，飯塚　理入

　　　その3　（9：55～10：40）　　　座長　八　神　喜　昭（名市大・産婦）

　84．不妊原因としての子宮腔部ビラン……………・…・・…一一……………・………

　　　　　　　　　　　　　　　　　（筑波大・産婦）　○西田　正人，臼杵　　葱，松葉　裕美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩崎　寛和

　85．子宮頸部境界病変を合併する不妊症患者に対する一考察…・……・………・………・

　　　　　　　　　　　　　（大牟田市立病院・産婦）○白水充典

　　　　　　　　　　　　　　　　（久留米大・産婦）　　畑瀬　哲郎，平井ひろみ，葉　清泉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　綱脇現，薬師寺道明，加藤俊

　86．当教室における機能性子宮と鎖陰症例………・・………・………・……・……　一・・

　　　　　　　　　　　　　　　　（金沢医大・産婦）　○高林　晴夫，石問　友明，富田　哲夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉浦　幸一，桑原　惣隆

　87．子宮わい小性（いわゆる子宮の発育不全あるいは萎縮）の

　　　診断法の試みとその臨床的意義一……………・・……………・・…・…・……・一一

　　　　　　　　　　　　　　　　（鹿児島大・産婦）　○池田　友信，藤野　敏則，儀保　善英

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　一郎

　88．Endometriosisに対するDanazo1治療の無効症例の検討……・…………・・…・・…

　　　　　　　　　　　　　　　　　（名市大・産婦）　○小池　晧弍，三村三喜男，入神　喜昭

第8群　卵　　管

　　　（11：25～12：01）　　　　座長　百　瀬　和　夫（東邦大・第1産婦）

　89．先天性卵管膨大部欠損症の1例……・…………・・………………一・・…・…・…

　　　　　　　　　　　　　　　（東邦大・第1産婦）○片山　進，久保　春海，百瀬　和夫

　90．卵管内部環境の異常

　　　（卵管妊娠例の卵管粘膜上皮表面微細構造を中心として）…一・一一……一一…・・…・……・

　　　　　　　　　　　　　（国立横浜東病院・産婦）　○黄　健哲，高野　昇，望月　博

　91．CO21aser　microsurgeryによる実験的卵管溜水腫の作成………・・………・…・・…・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東海大・産婦）○篠原　正樹，内村道隆，本田　育子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉原　義信，岩崎　克彦，井上　正人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒島　義男，藤井　明和

　92．実験的卵管嚢胞腫sactosalpinxの形態学的観察およびその妊孕能回復について・・……・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日大・産婦）　○長田　尚夫，横田　知夫，藤井トム清

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津端　捷夫，高木　繁夫
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第9群　手　　術

　　　　（13：40～14：34）　　　　　座長　須　　川　　　借（大阪市大・産婦）

　　93．慢性副睾丸炎による閉塞性無精子症に対する副睾丸一精管吻合術

　　　＿microsurgical　techniqueの導入一・……・…・’”…’°一一一一’一一’一一…”一一一t”

　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶大・泌尿）

　　　　　　　　　　　　（国立霞ケ浦病院・泌尿）

94．Microsurgeryによるラット精管再吻合術の検討・

　　　　　　　　　　　　　　　（浜松医大・泌尿）

95．結節性卵管狭部炎とマイクロサージャリー……

　　　　　　　　　　　　（長岡赤十字病院・産婦）

　　　　　　　　　　　　　　　　（新潟大・産婦）

96，当院における卵管形成術……一・一一………・一一

　　　　　　　　　　　　　　　（大阪市大・産婦）

97．

　　　　　　　　　　　　　　　（大阪医大・産婦）

98．紫外線による手術用顕微鏡の滅菌について・……

　　　　　　　　　　　　（東邦大・麻酔学研究室）

3296Dextran　70による家兎腹腔内癒着防止効果に対する研究

　篠田

　相川

○増田

　田島

○須藤

　阿久津

　竹内

○岡本

　浜田

○田中

　杉本

○村山

正幸，中薗　昌明，田崎　　寛

　厚，石川　博通

宏昭，大田原佳久，鈴木　和雄

　惇，藤田　公生，阿曾　佳郎

寛人，古谷　元康，五十嵐俊彦

　正

正七

吉夫，恩田　博，迫　　久男

和孝，須川　　倍

泰吉，坪倉　省吾，植木　　実

　修

良介，内田　隆治
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第2日　11月18日（木）　第1会場

第10群　卵巣・ホルモン

その1　（9：00～9：45） 座長　五十嵐正雄（群大・産婦）

99．In　Vitroよりみたclomiphene　citrateの卵巣直接作用…・・　　　　　　…

　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶大・産婦）　○服部　政博，中村　幸雄，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉村　和男，吉尾　敬徳，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯塚　理八

100．HMG投与時の卵胞発育とSteroidgenesisについて…

　　　　　　　　　　　　　　　　（長崎大・産婦）　○岡本　純英，石丸　忠之，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梶村　秀雄，中野　龍夫，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同・薬学）　　長柄　真司

101。Polyamine及びODC（ornithine　decarboxylase）inhibitorの

　　穎粒膜細胞増殖に及ぼす影響一一……………

　　　　　　　　　　　　（九大生体防御医研・産婦）　　吉田　耕治

102．卵胞液中および末梢血中ホルモンの比較検討………

　　　　　　　　　　　　　　　　（札幌医大・産婦）　　遠藤　俊明，佐藤　卓広，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋本　正淑

103．性ステロイド補充療法のAnorexia　Nervosaへの応用一一…

　　　　　　　　　　　　　（国立名古屋病院・産婦）　○戸谷　良造，安江

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三輪　是，鈴置

その2　（9：45～10：30）

沢田　富夫

白石　悟

山口　敦巳

山辺　徹

田中　昭一

弘之，黒木　尚之

洋三

座長　蜂　屋　祥　一（慈医大・産婦）

104．ハムスター妊娠黄体のProgestins分泌とLH，　FSHの影響について・……・　　…

　　　　　　　　　　　（十和田市立中央病院・産婦）　○和田　裕一

　　　　　　　　　　　　　　　（カンサス大・生理）　G．S．　Greenwald

105．ラットの分離黄体細胞のProgesterone，20α一〇H　Progesterone

　　分泌におよぼすACTHの効果………・………・…………・・…………
　　　　　　　　　　　　　（東医歯大・難研内分泌）　○曹　春吉，熊井　昭彦，田井　宣入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左雨　秀治，岡本　良平

106．高速液体クロマトグラフィーによる黄体期の

　　ヒト血中性ステロイドホルモンについて………・・……・…・………　　　・…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岡大・産婦）　○清水一二美，五島良太郎，早田　幸司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　伸旨，吉田　信隆，占部　清

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋本胱久，関場香

107．In　vitroよりみたLH－RH　Analogueの卵巣直接作用…・…………・…・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶大・産婦）　○簡　　邦彦，中村　幸雄，沢田　富夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　泰典，斉藤　和明，片山恵利子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樋口　泰彦，飯塚　理八
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　108．黄体機能不全症の分類とその着床期内膜形態について…－t

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慈医大・産婦）　○横山　敬，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　英三，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　篠塚　正一，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蜂屋　祥一

その3　（10：30～11：06） 座長　友　　田

楠原　浩二，

安江　育代，

徳倉　昭治，

松本　和紀

杉田　元
中島　敏男

豊（名大・産婦）

109．多嚢胞卵巣に関する基礎的研究……・……・……・……一

　　　　　　　　　　　　　　　　　（秋田大・産婦）　○太田　博孝，福島

110．多嚢胞卵巣における高LH抑制にともなう血中ホルモン動態…・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（九大・産婦）　○永田　行博，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津田　知輝，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楠田　雅彦

111．高アンドロゲン血症と稀発月経との関連およびこれらによる

　　不妊症の有薬甘草湯による治療・…一……・…・・…………・

　　　　　　　　　　　　　　　　（富医薬大・産婦）　○柳沼　　恣，泉　　陸一，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長阪　恒樹

　　　　　　　　　　　　　　（日赤秋田病院・産婦）　　藤盛　亮寿

112．Hyperandrogenismにおける血中テストステロンの測定と

　　各種負荷試験の診断的意義………一………・…………・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名大・産婦）　○菅沼　信彦，呉　　明超，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅井　光興，真野　紀雄，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成田　収，友田　豊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同・皮膚）　　早川　律子

　　　峰子，小川　英弍

中村　正彦，尾上　敏一

角沖　久夫，石　　明寛

新居　隆

大沢　政己

藤田　真苗

第11群　統 計

その1　（12：30～13：15）

　　　　　　　　　　　座長　門　　田 徹（九大生体防御医研・産婦）

113．子宮奇形58例に対する子宮形成手術成績…………………　……・…………・・…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名大・産婦）　○浅井　光興，菅沼　信彦，真野　紀雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田真苗，鈴木正利，成田　収

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　友田　豊

　　　　　　　　　　　　　　（安城更生病院・産婦）　　大沢　政巳，徳橋弥三郎

114．過去9年間における不妊症および排卵障害患者の臨床統計……・………・…・…

　　　　　　　　　　　　　　（福井愛育病院・産婦）　○宮越　洋二，川端　　寛，城下　耕平

115．当科不妊外来統計（1971－1981年）…………・………・・…………　………

　　　　　　　　　　　　（九大生体防御医研・産婦）○松岡幸一郎，宇津宮隆史，吉田　耕治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是永迫夫，門田徹

　　　　　　　　　　　　　　（国立大分病院・産婦）　　山PI省之，伊東　孝治



（547）　109

116．当科不妊外来12年間の妊娠統計……………

　　　　　　　　　　　　　　　　（横浜市大・産婦）

117．男性不妊症の臨床的研究

　　1．10年間の男性不妊症外来臨床統計一

　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和大・泌尿）

○毛利　　順，植村

　白須　和裕，並木

　長田　久文，水口

次雄，松山　明美

俊始，上石　光

弘司

吉田　英機，田代　博紹，渡辺　政信

内藤　善文，檜垣　昌夫，今村　一男

その2（13：15～13：51）座長小林拓郎（東大分院・産婦）

118．高齢不妊患者治療に対する検討・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（近畿大・産婦）　○高島　陽子，服部　　浩，吉田　威

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田起一郎

119．HMG・hCG療法による排卵誘発と妊娠の転帰（第2報）

　　一全国集計による2，166例　6，096周期の成績一…………・…・・………・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（阪大・産婦）　　倉智　敬一，青野　敏博

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北大・産婦）　鈴木　雅洲，○平野睦男

　　　　　　　　　　　　　　　　（東大分院・産婦）　　小林　拓郎，岡村　　隆

120．HMG－HCG療法による排卵誘発成績と多胎妊娠の要因分析…・…・………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（阪大・産婦）　　倉智　敬一．○青野敏博

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東北大・産婦）　　鈴木　雅洲，平野　睦男

　　　　　　　　　　　　　　　　（東大分院・産婦）　　小林　拓郎，岡村　　隆

121．Clomiphene療法により出生した新生児の奇形に関する全国調査成績・…

　　（阪大・産婦）

　　（北大・産婦）

　（東北大・産婦）

　　（東大・産婦）

（東大分院・産婦）

　　（慶大・産婦）

　　（京大・産婦）

（京府医大・産婦）

　　（九大・産婦）

倉智　敬一，〇三宅　侃

一戸喜兵衛

鈴木　雅洲

坂元　正一

小林　拓郎

飯塚　理八

麻生　武志

岡田　弘二

楠田　雅彦
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　　　　　　　　　　第2日　11月18日（木）　第2会場

第12群　精子・精液

　　　その1　（9：00～9：54）　　　　座長　石　神　裏　次（神大・泌尿）

　122．精子形態の臨床的研究

　　　精索血管高位結紮術前後における精子形態の変動について………・…・・……・・……

　　　　　　　　　　　　　　　（大和市立病院・泌尿）　○岩本　晃明，熊谷　治巳

　　　　　　　　　　　　　　　（藤沢市民病院・泌尿）　　広川　　信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同・中検病理）　　松下　和彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　（横浜市大・泌尿）　　高井　修道

　123．精子運動測定法の半自動化………・N………・…………………　…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶大・産婦）　○真田　利男，小林　俊文，兼子　智

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小塙　　清，飯塚　理八

　124．男性不妊外来におけるTriple－Staih－Techniqueの応用について……・…・……・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神大・泌尿）　○岡田　弘，岡　伸俊，浜口　毅樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　羽間　　稔，守殿　貞夫，石神　裏次

　125．精子のconcanavalin　A　receptorに関する電子顕微鏡的研究（第2報）・………一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（滋賀大・泌尿）　○高山　秀則，友吉　唯夫

　126．ラット精子細胞の解糖系に対する温度の影響………一一……－t・・一……………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（帝京大・産婦）　中村正久，沖永荘一，荒井　清

　127．ブタ精子赤血球凝集物質の精製及びその性ts・・…………・・………………一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶大・産婦）　○兼子　智，小林　俊文，小塙　清

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯塚　理八

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東大・教養生物）　押尾　　茂

　　　その2　（9：54～10：48）　　座長　熊　本　悦　明（札幌医大・泌尿）

　128．Percollを用いた精子の洗潅，濃縮…・………・……・・………………　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶大・産婦）　○小塙　　清，小林　俊文，兼子　　智

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真田　利男，飯塚　理八

　129．種々のCa濃度液内における精子の運動能と頸管粘液内貫通性について……・・…・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山形大・産婦）　　井上　公俊，平山　寿雄，小田　隆晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広井　正彦

　130．男子不妊症患者における精漿内Androgen濃度…………………　…………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岡大・泌尿）　○森岡　政明，武田　克治，東條　俊司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大橋　輝久，大森　弘之

　131．男子不妊症患者における血中ならびに精漿中FSH，　LH，

　　　Prolactin，　Testosteroneに関する検討……・・…………・・……・…・……一・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（札幌医大・泌尿）　○大野　一典，丸田　浩，熊本　悦明
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132．精液中のアンジオテンシン変換酵素（ACE）について…・…………・・

　　　　　　　　　　（社会保険川崎中央病院・泌尿）　○藤尾　幸司

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東邦大・泌尿）　松橋求，牧昭夫，柳下次雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦　一陽，白井　将文，安藤　　弘

133．男子不妊症における精漿中亜鉛の意義と精液検査法の再検討………………一一t……

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京大・泌尿）　真田　俊吾，桐山　菅夫，吉田　修

第13群　精索静脈瘤

　　　（10：48～11：33）　　　　　座長　宮　崎　　　重（大阪医大・泌尿）

134．精索静脈瘤患者の睾丸機能に関する基礎研究・…………・……・………・……・・一一

　　　　　　　　　　　　　　　　（東医歯大・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　（ピッッバー一グ大・内科）

　　　　　　　　　　　　　（春日部市立病院・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　　　（埼玉医大・泌尿）

135、思春期精索静脈瘤の性腺機能…・一・………・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（阪大・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同・産婦）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（同・第二病理）

136．実験的精索静脈瘤の研究

　　　一ラット睾丸静脈圧上昇モデルについて一一…

　　　　　　　　　　　　　　　　（大阪医大・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　（枚方市民病院・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　　（大阪医大・微生物）

137．精索静脈瘤に対する内精静脈高位結紮術とその成績

　　　　　　　　　　　　　（春日部市立病院・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　　　（東医歯大・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　　　（埼玉医大・泌尿）

138．精索静脈瘤を有する男性不妊症患者の治療と成績・

　　　　　　　　　　　　　　　　（東医歯大・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　　　（埼玉医大・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　（春日部市立病院・泌尿）

第14群　男子副性器・性機能

　　　（12：30～13：06）　　　　　座長　阿

139．

　　　　　　　　　　　　　　　　（浜松医大・泌尿）

　東四雄，竹内信一，大島博幸
　Philip　Troen

O吉田謙一郎，根岸　壮治

　内島　豊

○奥山　明彦，並木　幹夫，園田　孝夫

　青野　敏博

　松本　圭史

○荻田　卓，松瀬幸太郎，高崎　　登

　宮崎　重

　岡野　准
　三好　博文

○根岸　壮治，吉田謙一郎

　竹内　信一

　内島　豊

○根岸　壮治，竹内　信一，東　　四雄

　高木健太郎，大島　博幸

　内島　豊
　吉田謙一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曾佳郎（浜松医大・泌尿）

ラット精管切断による精巣および副性器の組織学的変化の検討………・……・…・…・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○大田原佳久，増田　宏昭，鈴木　和雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田島　惇，藤田　公生，阿曾　佳郎
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140．老人性機能の研究（第3報）

　　老人性機能の検索（陰茎温度曲線を中心として）・

　　　　　　　　　　　　　　（福島労災病院・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東邦大・泌尿）

141．陰茎硬度測定の試み………一・一……・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東邦大・泌尿）

142．サリドマイド胎芽病健診結果

　　一男子性腺機能について一・・………・……・

　　　　　　　　　　　　　（帝京大溝口病院・泌尿）

（帝京大・泌尿）

○石井　延久，藤岡

　白井　将文

知昭，千葉　隆一

○白井　将文，高波真佐治，

　松橋　求，村上憲彦，

　三浦　一陽，中山　孝一，

○浜田　吉通，

　岡戸　三枝

　松本　泰

牧　　昭夫

藤尾　幸司

安藤　　弘

山本隆次，日高　良一

第15群　インターセックス・先天異常

（13：06～13：51） 座長　岡　田　耕　市（埼玉医大・泌尿）

143．正常男子を双胎同胞にもつXY性腺形成不全症の1例…・…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東大・産婦）　○提　　　治，坂元　正一

　　　　　　　　　　　　　（長野赤十字病院・産婦）　　石原　　理，中川　真，菅生　元康

144．血中testosterone濃度が低値を示す精巣性女性化症候群の一例…・…・…　　…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日大・産婦）　○増田　隆昭，国松　茂生，早川　篤正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村井　一郎，長田　尚夫，近藤　泰正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　根培，津端捷夫，高木繁夫

145．真性半陰陽の分娩例………・………・・……………　　　　　　…一・一一　・…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東大・泌尿）○簑和田　滋，福谷　恵子，鈴木　明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原　　　慎，篠原　　充，新島　端夫

　　　　　　　　　　　　　　　　（高崎市神岡病院）　　神岡　順次

146．単睾丸症の臨床…一一……………・……・…・………・…・…一一………　…・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉大・泌尿）　○布施　秀樹，皆川　秀夫，片海　善吾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川村　健二，相川　英男，伊藤　晴夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島崎　淳

147．単睾丸症の18例……・……・・…・……・……＿．＿＿＿＿＿　＿　　　　．．．

　　　　　　　　　　　　　　　　（埼玉医大・泌尿）　　中目　康彦，内島　豊，坂本　修一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富田　雅乃，平賀　聖悟，岡田　耕市
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　　　　　　　　　　第2日　11月18日（木）　第3会場

第16群　卵　　子

　　　（9：00～9：36）　　　　　　座長　湯　原　正　高（岡大・家畜繁殖）

148．卵子のステロイド合成にかんする実験的研究……一一…………・…………一……
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶大・産婦）　○遠藤　芳広，鈴木　秋悦，三浦　麗子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯塚　理入

　　　　　　　　　　　　　　　（三菱生命研・発生）　　田中　省二

149．ラット卵子のアミノ酸の取込みにおけるc－AMPの影響………・………・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（信大・畜産）　○辻井　弘忠

150．ラット胚の凍結融解過程における血清成分の有効性について……………一

　　　　　　　　　　　　　　　　（岡大・家畜繁殖）　○保地　真一，内海　恭三，湯原　正高

151．In　vitroでの未成熟卵（リス猿）のmaturationと

　　　その染色体分析結果について（一部受精卵を含む）・………・……

　　　　　　　　　　　　　　　　（旭川医大・産婦）　○浅川　竹仁，溝口　久富，石川　睦男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下　幸紀，清水　哲也

第17群　妊娠・流産・分娩

　　　その1　（9：36～10：12）　　座長　斉　　藤　　　幹（東医歯大・産婦）

152．排卵誘発一妊娠例の予後…・……………・・………………・一・一一…

　　　　　　　　　　　　　　　　（東医歯大・産婦）　○長江　光芳，一宮　和夫，生山　博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保田俊郎，アンソン　テー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小山　嵩夫，矢追　良正，西　　　望

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤　幹

153．排卵誘発による妊娠例の流・早産率…・・…・…・…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（阪大・産婦）　○倉智　博久，青野　敏博，三宅　　侃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久本哲郎，堤　　博久，田坂　慶一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林田美代子，永原　廉士，小泉　　清

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲村　弘子，倉智　敬一

154．prednisolone－clomiphene療法による妊娠・分娩経過と新生児

　　　一とくにclomiphene単独療法との比較一……
　　　　　　　　　　　　　　　　（京府医大・産婦）　○大野　洋介，東山　秀聲，玉舎　輝彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　弘二

155．当科不妊外来における妊娠成功例の妊娠，分娩経過の検討一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（徳大・産婦）　○森下　　一，樋口　和彦，三谷　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　崇英

　　　　　　　　　　　　（兵庫県立淡路病院・産婦）　　嶋川ひろ子
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　　　　その2（10：12～10：48）座長熊坂高弘（独協医大・産婦）

　156．月経不順例における受胎排卵日の分布……・一一・……・…・・…・・…………

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東医歯大・産婦）　○小山　宥子，森　典子，一宮　和夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今北　哲雄，高田　邦明，高橋　一久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤　幹

　157．受胎排卵日及びWHO方式による妊娠期間の分布，とくに過期妊娠の頻度につv・て……

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東医歯大・産婦）　0高田　邦明，市村三紀男，今北　哲雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園　信義，木戸　豊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンソン　テー，小山　嵩夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢追　良正，西　　　望，斎藤　　幹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大川病院）　　大川　昭二，正木雄三郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　（独協医大・産婦）　　熊坂　高弘，大蔵　健義

　158．切迫流産とその予後の分析一一・…・……………

　　　　　　　　　　　　　　　　　（東医歯大・産婦）　○大塚　進，飯泉美智子，矢追　良正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木戸　豊，園　信義，久保田俊郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤　幹

　159．不妊症患者帝切分娩例の検討…・…・…………・………・……・…・…一一’・一一゜’”

　　　　　　　　　　　　　　　　　（名保衛大・産婦）　○米谷　国男，山口真美子，高橋　正明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近藤正利，伊藤誠，広田穣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬島秀泰，福島穣

　　　　その3　（10：48～11：33）　座長　桑　原　惣　隆（金沢医大・産婦）

　160．交配前，又は妊娠初期に投与したclomiphene　citrateの

　　　　ラット胎仔発育に及ぼす影響……………・・…・……………一…・…・……・一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（塩野義研究所）　○原　　勝己，小林　文彦

　161．妊娠初期胎児及び絨毛のVitamin　E測定……

　　　　　　　　　　　　　　　　（目医大・第2生化）　○可世木久幸，佐藤久美子，吉野　芳夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（根本産婦人科）　根本　将

　162．カニクイザル（Macaca　fascicularis）におけるpregnancy

　　　　associatedα2　glycoprotein（α2　PAG）類似物質の分布と

　　　　estrogen投与によるその量的変化…一一

　　　　　　　　　　　　　　　　（国立予衛研・獣疫）　　藤原　　徹

　163．分娩様式とACTH，β・endorphinおよびProlactinの分泌動態について……・…・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（金沢医大・産婦）　村田　均，桑原惣隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（恵寿総合病院）　　桑原　正樹

　164．妊娠末期の性行動と分娩・産褥経過・………・・

　　　　　　　　　　　　　　　　（大田原赤十字病院）　村山　茂，小林　徹，斎藤達郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（練馬総合病院）　　渋谷　　孝，野沢　　孝，清水　謙一
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第18群　診断・検査

その1　（12：30～13：06） 座長高見沢裕吉（千葉大・産婦）

165．Biotin－Avidin系を用いたE2のEIA……・…・・……

　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉大・産婦）　○寺田　夏樹，内藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前川　岩夫，小堀

166．排卵障害screeningにおける血中LH，　prolactin，

　　progesterone測定の意義につV・て…………・・…・…・

　　　　　　　　　　　　　　　（東医歯大・産婦）　○小山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木

　　　　　　　　　　（東京都立母子保健院・産婦）

167．子宮頸管粘液分泌能の評価法……

　　　　　　　　　　　　　　　（自治医大・産婦）

168．胎児鏡の開発とその応用・

（慶大・産婦）

正文，城武　昇一

恒雄，高見沢裕吉

　　　　嵩夫，今北　哲雄，一宮　和夫

　　　　　明，斉藤　幹

　安村　鉄雄，中西　資郎，寿田　鳳輔

○小沼　誠一，石塚　法子，佐藤　泰一

　玉田　太朗

○内田　伸弘，中沢　和美，牧野　恒久

　大野虎之進，飯塚　理八

その2　（13：06～14：00）　座長　杉　本

169．子宮卵管造影法における拡散像について・……・

　　　　　　　　　　　　　　　（久留米大・産婦）

修（大阪医大・産婦）

170．不妊症患者における子宮卵管造影像と腹腔鏡所見の比較検討

　　　　　　　　　　　（川崎市立川崎病院・産婦）

○平井ひろみ，白水　充典，畑瀬　哲郎

　綱脇現，薬師寺道明，加藤俊

○坂倉　啓一，中村　英世，関　賢一

　蛯原　照男，岩田　嘉行

171。当院におけるラバロスコピー

　　一不妊症を中心にして一・一一……………一一・・…………一……　　”一一”°一一’

　　　　　　　　　　　　（仙台市向仁会永井病院）　○古賀　詔子，永井　　宏

172．月経痛を有する不妊症患者の内視鏡所見・……………・…・……・・……一…

　　　　　　　　　　　　　　（東邦大・第1産婦）　○椎名　一雄，油田　啓一，金子　慶賛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小島栄吉，西田修二，平川　舜

173．腹腔鏡検査による卵管妊娠の診断と保存的手術の検討……　　　　　　　　……一

　　　　　　　　　　　　　　　（大阪医大・産婦）　○後山　尚久，矢田　守男，宮崎　和典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥田喜代司，杉本　　修

174．不妊婦人の骨盤内癒着の検討………………一一・…一…一……・

　　　　　　　　　　　（川崎市立川崎病院・産婦）　○中村　英世，福田　俊子，宮本　尚彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白井英一郎，曾山　嘉夫，岩田　嘉行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　　茂
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第2日　11月18日（木）　第4会場

第19群　プロラクチン

その1　（9：00～9：45） 座長広井正彦（山形大・産婦）

175．妊娠中の血中プロラクチンと乳汁分泌

　　一下垂体腺腫摘除患者における検討一・…・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名大・産婦）

　　　　　　　　　　　（名古屋第1日赤病院・産婦）

176．プロラクチンの受動免疫による授乳機序の研究一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶大・産婦）

○大沢　政巳，浅井　光興，菅沼　信彦

　呉明超，真野紀雄，鈴木正利
　成田　収，友田　豊

　木村　隆，風戸貞之

○永井　　孝，牧野　恒久，

　卓山　誉千，飯塚　理八

内田　伸弘

177．高プロラクチン血症における間脳一下垂体系機能と

　　卵巣ステロイドとの相関について…・・……………・…・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（山形大・産婦）　○川越慎之助，高橋　秀幸，金子　尚仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広井　正彦

178．偽妊娠誘起ratと正常性周期ratのPRL，ゴナドトロピンの分泌動態の相違

　　一第2報一…・…・…・・……・…・………・……・・…・　　　　　　　　　　…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（群大・産婦）　○田口　宏中，吉田　光典，新川　唯彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　義孝，浅野目和広，伊吹　令人

179．高プロラクチン血症を伴う不妊症患者に対する脳神経学的および

　　内分泌学的検索によるスクリーニングの成績について…一一…………・・…

その2　（9：45～10：30）

（岩手医大・産婦）　　伊東　邦郎，

　　（同・放射線）　　鈴木　秀憲

国本　恵吉，西谷　　厳

座長　高　木　繁　夫（日大・産婦）

180．男子における高7°Pラクチン血症患者の治療成績とその問題点…　　　　　　…

　　　　　　　　　　　　　　　　　（名大・産婦）○稲垣克久，正橋鉄夫，呉明超

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅井　光興，菅沼　信彦，真野　紀雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成田　収，友田　豊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　　　（同・脳神経外科）

181．減精子症に対するBromocriptine療法について・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日大・産婦）

三宅　弘治

桑山　明夫

○柳沢　洋二，村井　一郎，小笠原　仁

　津端　捷夫，高木　繁夫
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、82．高プ。ラクチン血症不妊患者のB，6m。c，ip・in。療法時における

　　　血中Prolactin，　Gonadotropinおよび副腎性Androgenの変動

　　　について■一一一一一・・一一…一一・…■一・一■・・＋■■一一一…・・’■’’”°”　一一一t’t－一一゜＋一”一一一一”°t■

　　　　　　　　　　　　　　　　　（金沢大・産婦）○荒谷　穣治，山崎　洋，富田　嘉昌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒木　克己，赤祖父一知，西田　悦郎

　183．Bromocriptine治療後の出生児に関する追跡調査……・…・………・……………
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（阪大・産婦）　倉智　敬一，○青野　敏博

　184．視床下部一下垂体に及ぼすBromocriptineとMetergolinの影響………・………・・

　　　　　　　　　　　　　　　　（独協医大・産婦）○細矢則幸，正岡　薫，大蔵健義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　隆生，渡辺　博，小島　崇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新部　啓雄，北沢　正文，熊坂　高弘

　　　その3　（10：30～11：15）　座長　岡　田　弘　二（京府医大・産婦）

　185．プロラクチノーマ患者のゴナドトロピン分泌能及び排卵誘発について……・………’・’

　　　　　　　　　　　　　　　　（京府医大・産婦）○和田　圭介，玉舎　輝彦，大野　洋介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　俊夫，東山　秀聲i，岡田　弘二

186．黄体機能不全と高プロラクチン血症………………・・…………・……’　”
　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉大・産婦）　　内藤　正文，寺田　夏樹，小堀　恒雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高見沢裕吉

187．高PRL血症を呈しHMG－HCG療法にて妊娠した頭蓋咽頭腫の1例・・…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（信大・産婦）　○深松　義人，平林　稔之，冨田　和彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舟本　寛塚本隆是，福田　透

188．最近2年間の下垂体腺腫の手術成績・………

　　　　　　　　　　　　　　　　　（己斐産婦人科）　　己斐　秀：豊

189．分娩を契機として自然排卵が起つたprolactinomaの1例・・……・…・………　…・…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京大・産婦）○高橋　晃，堀江克行，林　国城

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰井　俊造，東條　伸平

第20群　間脳・下垂体

　　　（12：30～13：06）　　　　　　座長　荒　　井　　清（帝京大・産婦）

190．モルモット視床ド部一下垂体後葉器官培養系の基礎とその応用…・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（慶大・産婦）　○萩庭　一元，牧野　恒久，関　　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　英明，飯塚　理入

191．トリプトファン投与のヒト下垂体ホルモン，

　　　コーチゾル分泌に与える影響について一一…・………・

　　　　　　　　　　　　（聖マリァンナ医大・産婦）　○丸岡　充，石塚　文平，浜田　宏

192．成熟雌ラット行動制限ストレス時に於ける下垂体性腺系の機能について一一…・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（帝京大・産婦）　○大川　とみ，岡野　秀子，吉田　裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池下　久弥，土橋　一慶，味香　勝也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒井　清，沖永　荘一
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　193．体重減少を伴う第2度無月経患者のLH，　FSH，　Prolactin分泌予備能に関する研究・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山口大・産婦）　○平塚　圭祐，宮内　文久，上田　一之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筒井　晴代，山下　裕幸，真野　隆文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平川　修，加藤　紘，鳥越　正

第21群　免　　疫

　　　　（13：06～13：42）　　　　　座長　礒　島　晋　三（兵庫医大・産婦）

　194．単一クn一ン抗体による不妊婦人血中精子不動化抗体対応抗原の検索……………・・一

　　　　　　　　　　　　　　　　　（兵庫医大・産婦）　○高田　喜嗣，辻　芳之，香山　浩二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礒島　晋三

　195．不妊患者におけるヒト卵細胞透明帯抗体の

　　　　Passive　hemagglutination系による定量……………・…・……・………・…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（徳大・産婦）　苛原　稔，長谷部　宏，木下　恒夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田　保人，鎌田　正晴，櫛木　範夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈賀　脩，森　崇英

　196．RIA系における純化ブタ卵細胞透明帯抗原の組織特異性について・……・………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（徳大・産婦）　○長谷部　宏，苛原　　稔，木下　恒夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田正晴，櫛木範夫，奈賀　脩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　崇英

　197．騰帯血Tcel1のMLC抑制能…・・……………・…………・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（阪大・産婦）○文田裕治，南川義夫，東千尋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　文男，中室　嘉郎，倉智　敬一
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特別講演1

オーストラリアにおける牛の胚移植の現状

1

クインズランド大学・日本大学研究員

　　　　　　　小林軍次郎

　1973年，オーストラリァで初めて牛の胚移植に成功して以来，牛の胚移植を企業ベースで行

なう会社が多数設立された．これらの会社では主にヨーロッパから輸入された肉用牛の胚移植

を行なつて来た．オーストラリアは，動物および植物の輸入に関して非常に厳しい防疫態勢を

しいており，従つて輸入される牛の頭数は少数に限定されるため，この数少い輸入牛の雌牛を

短期間にできるだけ増殖したいという考え方から，胚移植による優秀な雌牛の増殖方法が急速

に企業化されていつた．

　世界一の羊毛の産出国であるオーストラリアの綿羊における胚移植では，メリノ種を中心と

して品種及び品質の改良が主な目的で，CSIRO（Commonwealth　Scientific　and　Industrial

Research　Organization），およびDPI（Department　of　Primary　lndustry）が中心になり

行つている．牛の胚移植に関する研究も，大学およびCSIROやDPIのような公立の試験研

究機関によつて行われてきたが，胚移植企業の浮沈をかけて商業ペースで普及してゆくために

は，より高い妊娠率が要求され，各企業間の激しい競争によつて，過排卵誘起・発情同期化・

胚の採取および移植技術など，新しい優れたより簡易でしかも妊娠率の高い胚移植の技術が主

として企業努力によつて急速に開発されていつた．

　当初，肉用牛の改良増殖を主な課題として行なわれてきた胚移植は，その後，乳用牛につい

ても広く普及されるようになつてきている．

　牛の胚移植に関する多くの技術開発のなかで，特に1977年頃から普及されはじめた供胚牛か

ら非外科的に起立保定のまま子宮頸管から子宮を灌流して胚を確実に採取できる新らしい技

術の開発によつて，胚移植の実用化は著しく促進されるようになつた．この非外科的胚の採取

方法は‘‘on　farm　collection”といわれてv・るように特別な設備を必要としない簡易な方法

で，供胚牛を飼育している牧場の牛舎で容易に確実に胚を採取できるようになつた．これらの

採取した胚は，ただちに起立保定した受胚牛に子宮頸管経由で子宮腔内へ非外科的に移植され

る．このように簡易な方法によつて高い妊娠率が得られており牛の改良増殖に役立つている．

　現在，オーストラリァでは採取した胚の保存方法の研究が急速に進められているが，このな

かで凍結保存の研究は日進月歩の勢いで進んでいる。牛の凍結した胚が長期間保存できること

から，これを随意に融解・移植する事が可能になり，今まで牛の精子を運搬していた人工授精

師が，今度は授精卵子を運撮する人工授卵師となつて活躍する日もそんなに遠くはないであろ
う．
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特別講演II

Infertilityをめぐる免疫学的問題点

新潟大学医学部産科婦人科学教室

　　　　　竹　内　正　七

共同研究者

　　金沢　浩二

　　花岡　仁一

　　笹川　　基

大野　雅弘

本間　　滋

湯沢　秀夫

丸橋　敏宏

梶野　徹
鈴木　孝明

　Infertilityをめぐる免疫学的問題点として，近時，原因不明習慣性流産夫婦のmajor　histo－

compatibility　complex（MHC）の近似性が明らかにされ（Lauristenら，1976；Komolosら・

1977；Gerenvcerら，1979；Schaterら，1979；青木ら，1981；Beerら，1981），夫のリン

パ球（Beerら，1981），あるいは血液型を一致させた多数の他人リンパ球を多く含む血漿など

を用い，反復免疫することにより，生児をうることに成功したことがある．血液型不適妊娠の

問題につぐ素晴しい成功である．

　厳密にコントロールされた動物実験により雌雄問のMHCの差が大きいほど，生殖力が強

いことが明らかにされている．また，習慣流産患者のなかには，blocking　antibodies（BAb）

の産生が十分でないものの存在すること，さらには妊娠が成立し，継続している例では十分量

のBAbが産生されており，産生の低下している例では流早産に終ることも観察されている・

したがつて，同種移植片である胎芽絨毛系が免疫的拒絶を免れる上に，BAbの産生が重要な

役割を果していることが推定される．さらにわれわれは，自然流産と胞状奇胎との対比により，

BAbの産生の動態と，絨毛細胞の障害や生存増殖との間に，密接な関係のあることを示した・

「胎芽が早期に死亡したばあい，ほとんどの例では，やがて絨毛細胞も障害され，自然流産と

なるが，1部の少数例では絨毛細胞は生存をっづけ，胞状奇胎となる」というのがわれわれの

主張であり，自然流産例では切迫流産の段階から，進行流産にかけて，BAbの産生が減少し，

他方，胞状奇胎ではgestational　sacが認められないにも拘らずBAbの産生が証明される・

胞状奇胎は染色体のすべてが父親由来の雄核発生androgenesisの妊卵から発生するとされて

いる．このことは，一般に妊卵はその染色体の半分が父親由来であるのに比し，母体にとつて

抗原性が強く，胎芽の存在なしにBAbの産生をっづけることを推測させる．

　以上の成績から，BAbの産生が十分でない夫婦の組合せのばあい，習慣性流産となること

が考えられ，このようなばあいでも，夫のリンパ球などにより免疫を繰り返すと，BAbの産

生が促され，生児の出産も期待できる可能性ができた．しかし，妊娠成功例でのBAbの産生

についての証拠は示されていない．

　そこで，われわれは習流夫婦についてこの点の検討を行つてきた．また，BAbのcharacte－

rization及び妊娠初期からの産生動態などについても研究してきた．その結果，　BAbは胎芽一

絨毛系の第2種MHCであるHCA－D／DR系にたいするIgG抗体と，まだ明らかにされて

いない胎児抗原にたいするIgG抗体とを含んでおt，，このBAbが産生されれば，絨毛は生

存・増殖し，産生が不十分となれば，絨毛は障害されるに到ることが強く示唆された．したが

つて絨毛細胞膜上のMHC表現とBAb産生量との関係を明らかにすることが最大の焦点と
なつた．かくしてinfertilityをめぐる免疫の問題は実質的解決への道を歩み始めたと見られる．
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特別講演III

多嚢胞卵巣をめぐる問題点

●

東邦大学eg－一産婦人科学教室

　　　平　　川　　　舜

　1．進行性病変の観点からみた多嚢胞卵巣（PCO）

　1）PCOは進行性病変といわれる．教室の西田（1975）はPCOの初期変化群（early　stage

PCO）の存在を提唱したが，この卵胞性状は，　Marikら（1978）の報告にみる1uteinized

unruptured　follicle（LUF）に類似する．クロミフェンにより排卵が誘発されるPCOは無排

卵周期症，第1度無月経に分布する．さらに進行すると襖状切除の対象となる定型的PCOと

なる．第2度無月経に分布する硬化嚢胞型卵巣（SCO）は，　PCOの最も進行したタイプと考

えられる．これら一一一・LUtの卵胞病変を進行度別に，主として内視鏡所見を中心に分類し，卵巣形

態の特徴と内分泌動態について供覧する．さらにLUF（early　stage　PCO），　SCOの臨床像，

診断基準，予後にふれる．

　2）　PCOの診断における内視鏡の意義と位置ずけ：PCOの診断は系統的内分泌機能検査

により概ね確定する．しかし，襖状切除の対象となる症例では，内視鏡による形態観察と生検・

組織診が診断を確定する上に不可欠となる．内視鏡検査の施行時期についてのべる．

　3）　内視鏡検査手技について：クルドスコピーの麻酔管理法の実際（小島ら，1982）と内視

鏡下小手術法の実際について解説する．

　4）　内視鏡下卵巣表層小切開法からみた術後排卵奏効機序：Yenら（1976）は，襖状切除

後の排卵奏効機転を説明するnegative　feed－back説を否定し，中枢障害説のみでは理解でき

ないことを指摘した．演者らは，無排卵周期症，第1度無月経に分布するPCOを対象に内視

鏡下小手術法を施行し，術後に50～67％の妊娠率を経験した．本法の手技限界より卵巣組織の

切除量は術後の排卵成績とは相関せず，したがつて，本法の排卵奏効機序はmechanical説，

10cus　minoris説（中村ら，1975）に近いことが示唆された．白膜肥厚度と血中テス1・ステロ

ン値および妊娠率についてふれる．

　2．結合組織レベルからみたPCO白膜の組織構築と生化学的知見

　PCOにおける白膜肥厚の本態と，その肥厚機序の解明を目的に以下の実験を行つた．

　1）　白膜の組織構築：構築の主体はコラーゲン線維である．線維構築の状態をfreeze　fruc－

ture法・走査電顕像により供覧する．

　2）　コラーゲンの型特異的抗体（1，III，　IV，　V型）を用いて，定性的であるが免疫組織学的

に白膜を構築するコラーゲンの型分類とその組織内分布状態を呈示する．

　3）　白膜肥厚度の定量的評価：白膜の肥厚度を客観的に評価するため，Van　Gieson染色に

よるコラーゲン線維の分布密度を顕微鏡下吸光度測定法により測定した（平川ら，結合組織，

11　：161，　1981）．

　4）　白膜中のコラーゲン量は，正常卵巣，PCOともに湿重量当りの差はない．コラーゲン

の型分類では1型が分画された．線維問の構築成分であるグリコサミノグリカンの組成は，ピ

アルロン酸，コンドロイチン4／6硫酸，デルマタン硫酸，ヘパラン硫酸からなり，正常卵巣，

PCOともにその組成は等しく，組成比に差はない，
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　5）PCO白膜中のジヒドロテストステロン（DHT）リセプター：白膜肥厚の本態（コラー

ゲン線維の増生）については，二次的変化説（Scott，1959）が有力である．そこで，　PCOお

よび正常卵巣白膜中のDHTとDHTリセプターの測定を行い，コラーゲン代謝にDHTが

DHTリセプターを介して関与する可能性についてのべる．
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特別講演IV

特発性男子不妊症と精巣組織

叱

名古屋大学泌尿器科学教室

　　三　宅　弘　治

　近年，不妊に対し男子も精査される機会が多くなるにつれ，特発性男子不妊症即ち原因不明

の無精子症・乏精子症が増加しつつある．先天的な精路の欠損や異常，明らかにホルモン異常

を原因とする精子形成不全，幼児期の鼠径部手術に起因する精路閉塞，精巣炎・精巣上体炎・

精嚢腺炎など原因の判明するものは，それなりに治療方針や予後を決めることが出来る．しか

し原因の全く不明な特発性男子不妊症では医師も患者も途惑うばかりである．この疾患では過

去に妊娠させている既往が屡々聞かれることから精巣が完全な精子形成能を獲得したのち発

症してくる後天性疾患と考えられ，また下垂体性腺刺激ホルモンの異常も精巣がもはや回復不

能を思わせる組織像を示してから急速に始まつてくることから，feed　backに起因する結果と

考えられ，原因とは考えにくい．我々はかかる特発性男子不妊症の原因を知るには，まずその

病態生理を解明することが肝要と考え，精巣生検を中心に研究を進めてきた．生検である以上，

幾つかの制約は免がれないが幾つかの知見を得ることが出来たので報告する．

　精子形成不全を示す精細管では，まず精細管壁の肥厚が目に着く．この疾患でも同様であり，

壁内の膠原線維の増加と基底膜の肥厚が見られる．基底膜の肥厚は多層化した基底膜の最外層

の鋸歯状変化より結合織側の過剰形成が存在するものと考える．また，かかる精細管の周囲に

は肥満細胞の増加が見られることから結合織の過剰形成に対し肥満細胞の関係も軽視できない．

また，この疾患の精巣生検で屡々遭遇するのはモザイク像である．即ち，極めて良好な精子形

成を示す精細管のすぐ隣りの精細管がセルトリ細胞だけの精細管で精子はもとより精上皮が

全く見られないことがある．特に軽症のもの即ち乏精子症でよく見られる．このような精巣生

検像に遭遇した時，精巣の精子形成能を，簡単に足して二で割り算出されるscoreで示し統計

的に処理してゆくことが果して妥当であろうか．このモザイク像に関し，我々はこの疾患の精

細管の外形を走査電顕で観察した所，精細管は所々が，くびれて細くなつていることが判つた．

我々はこの所見よりモザイク像こそ，この不妊精巣の初期の特長と考えた．即ち，特発性男子

不妊症ではまず肥満細胞が増加し，多分その結果，精細管周囲の結合織の増加が始まる．しか

し増加はびまん性には起らず，局所的に起る．一本の精細管にあつても所々で起つてくる．こ

の結合織の増加が精細管壁内の膠原線維の増加・基底膜の肥厚となり栄養の通過障害により，

その部の精上皮の消失が起る．しかし同一精細管でもくびれていない，壁の肥厚も少い所では

精子形成は保持される．また我々は組織化学的にも追求し特発性男子不妊症の精巣では，ガラ

クトーゼが全く欠損していることが判つた．これは診断的にも価値ある示標であるが，原因解

明にも極めて重要な手がかりになるものと考えている．
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哺乳類の受精機構とヒト精子の受精能力に

関する若干の知見

ハワイ大学解剖学・生殖生物学教室

　　　　　　柳　町　隆　造

　哺乳動物の精子は他の脊椎動物の精子と違つて，精巣を離れる時点で受精力を持たず，副睾

丸（epididymis）をゆつくり通過する問に受精力を獲得する．これを一般に成熟（epididymal

maturation）と呼ぶ．成熟の一番顕著な表現は運動能力の獲得であり，精子の内部の構造や生

化学的成分の変化が成熟の大切な要素であるが，精子全体を取りまく原形質膜の物理・化学的

性質の変化は特に成熟にとつて大切な要素であるらしい・成熟を硝子器内（in　vitro）で起さ

せる事ができれば，その生物学的，生化学的分析が容易になる筈であるが・現在のところまだ

誰も成功していない．副睾丸の尾部に達した精子又は射出された精子は活濃に動く能力を持つ

ているが，例え卵子に近づけても卵子に侵入する能力がない・卵子に侵入するには・成熟の外

に更に生理的変化capacitationをしなければならない・capacitationは自然の状態では雌の

生殖器内で起るが，in　vitroでも誘導することができる・動物の種類によつてそれが比較的簡

単なものと，そうでないものがあるが，これは原形質膜の組成特に脂質の構成要素の差による

のかも知れない．

　Capacitationの次に必要な段階は先体反応（acrosome　reaction）で，生体（in　vivo）では

輸卵管の上部又は卵子を取りまく濾胞細胞群（cumulus　oophorus）の表面か内部で誘導され

る．先体反応は精子の卵膜通過だけでなく，卵子の原形質膜との癒合に不可欠である・先体反

応の分子的機構に関していろいろな説が提案されている・精子の卵膜通過には蛋白質分解酵素

の関与がいろいろな実験から暗示されているが，精子の活澱な運動そのものも大切な要素であ

る．先体反応を起す少し前に精子が非常に活澱な運動を始める・これはhyperactivationと

呼ばれ，恐らく精子の輸卵管内での活動や卵膜通過に必要なのであろう・卵膜を通過した精子

は直ちに卵子の原形質膜と癒合を開始する・精子の卵膜通過の過程は非常に種特異的であるが・

卵子原形質膜との癒合過程はそれ程でもない・一番顕著な例はゴールデン・ハムスターで・卵

膜を取り除いた裸の卵子は先体反応を起した精子であれば殆んど総ての異種精子と癒合できる・

この事を利用して，卵子の採集が比較的むつかしい動物種（例えばウシやヒト）の精子受精力

を検討したり精子内の染色体構成を調べる事が最近活濃に行なわれている．

　ヒトの精子は非常に小さく受精能力の生物学的・生化学的研究は他の動物の精子のそれに比

べておくれているが，いろいろな方法を利用する事によつて詳細がわかつてくるのも遠くない

事と思われる．先体反応を電子顕微鏡を使わないで調べる方法も最近開発されている・我々が

最近行つた研究によるとヒトの精子のcapacitationや先体反応の速度には個人差が非常に大

きく，この事は体外受精（in　vitro　fertilization）を行う時，充分考慮されなければならない

点と我々は考えている．

」
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精索静脈瘤の発生病理と診断・治療

「

座長　　　　　東邦大学教授　安　藤

　　　富山医科薬科大学教授　片　　山

弘

喬

（1）内精静脈圧

大阪市立大学泌尿器科学教室

　　　安　本　亮　二

　大阪市立大学並びにその関連施設で，最近経験した精索静脈瘤症例は合計24例で，その年齢

分布は11歳～60歳であつた．その年齢層のピークは20・30歳台で過半数を占めていた．外来受

診時，不妊を主訴としたものは8例（33．3％）であつた．患側は全例とも左側で，右側睾丸に

比して睾丸萎縮の傾向が認められた．睾丸萎縮の程度と患者年齢・精索静脈瘤の程度（Nechi－

porenko分類）との間には，相関性を見い出せなかつたが，子供の有無・精子数との問に相関

性を認めた．

　次に一部症例について，精索静脈造影・腎静脈及び内精静脈内圧測定を行なつた．前者は

01inらの方法に準拠して行なつた．後者については静脈造影時又は術中，仰臥位ならびに

upright　positionにて圧測定（cmH20）を行なつた．静脈造影にて得られた精索静脈像は，

主に精索静脈の拡張を認めるtype　1と精索静脈中枢側の狭窄や腎静脈の先天奇形を認める

type　2とに分類した．　type　2では腎静脈内圧及び精索静脈内圧は共にtype　1より低値を示し

たが，upright　positionにすると精索静脈内圧はtype　1と同程度まで上昇した．

　以上より，左側精索静脈瘤の発生機序を内精静脈圧の面より考案すると，静脈瘤形成にはあ

る程度の内精静脈圧（約30cmH，O以上）が必要で，その原因としてtype　1では立位による

血流の逆流が（おそらく静脈弁の異常と考えられる），type　2では精索静脈の狭窄等による還流

異常が考えられる．
t

t

r
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（2）精索静脈瘤の精子形成能について

藤沢市民病院泌尿器科

広　　川　　　信

　藤沢市民病院の男子不妊外来でみられた精索静脈瘤の症例は，外来総数245名で，そのうち

71例が精索静脈瘤である．その比率は約29％と高く，男子不妊症を考える上で重要な疾患であ

る．経験例について精子形成能を述べる．精液所見をみると，精子濃度の内訳は無精子症5例，

100万以下の群6例，100～1000万の群11例，1000～2000万の群i16例，2000・・一・4000万の群14例，

4000万以上の群19例である．活動精子率をみると，0％の群1例，0～40％の群29例，40～60

％の群15例，60％以上の群17例である．このように精子濃度と活動精子率とに低下をみる症例

が多い．精子濃度と活動精子率とが，ともに良好な症例は9例（12．7％）と少ない．正常型精

子の出現率をPapanicolaou法でみると，　fertile　menで61．6％，精索静脈瘤では41．7％を示

し，その出現率が低率である．

　睾丸生検像からde　Kretserの提唱するscore　count法を用いて，左右睾丸の精子形成能

を評価した．左右の睾丸とも種々の段階の精細胞の成熟度を示す精細管が混在している．その

主な傾向としてfull　spermatogensisとspermatidまでの成熟度を示す精細管からなるグル

ー プとfull　spermatogenesis，　spermatid，　spermatocyteまでの成熟度を示す精細管のグルー

プとがみられた．なかでも，その分布率でlate　spermatidの比率が高い．また，成熟度を示

す指標として表示されるmean　scoreでみると，約80％の症例がlate　spermatidである．睾

丸の左右差を比較すると，各精細管における精細胞の成熟度分布やmean　scoreでは余り差を

みない．精子のみられる精細管の比率で検討すると，健側睾丸にくらべ，静脈瘤のある左睾丸

で精子形成の低下をみる例が36．4％観察され，左右差のなV・例が40．9％もみられている．

　全精細管に対して精子の存在する精細管の占める比率と精子濃度との関係を検索すると精

子濃度が1000万を境にして有意差をみる．つまり，精子のみられる精細管の占める比率は，精

子濃度が100万以下の群で平均28％，100万～1000万の群で45％，1000万以上の群で71。7～79．2

％である．（1睾丸を100％として算出）

　精細管内のsloughing現象が，程度差をみるが，ほとんどの症例で観察される．　sloughing

像が精漿酸フォスファターゼ値（以下酸フォス．と省略）に反映されていると推定されたので

言及する．酸フォス．50万KA以上の例をみると，精索静脈瘤66％，原発性不妊35％，精管

結紮例0％，クライネフェルター症候群20％である。このように，精索静脈瘤で高値例を示す

場合が多い．このことはsloughingしたspermatid・spermatocyteに含まれる酸フォス．が，

細胞の崩壊で管腔内に湧出して精漿の酸フォス．が増量するものと考えられる．また，精子活

動率との関連をみると，活動率の不良群に酸フォス．の高い傾向がみられている．
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（3）内精静脈内の性ホルモン動態

東京大学付属病院分院泌尿器学教室

　　　　　　福　谷　恵　子
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　〔目的〕　男子不妊症患者の中には精索静脈瘤を示す症例があり，これを治療することによ！

精液所見が改善したという臨床成績が多数報告されている．しかし精索静脈瘤における造精機

能障害の発生機序に関しては今だ明らかにされていない．副腎静脈から左内精静脈への逆流が

副腎ホルモンを睾丸内に流入させる，あるいは内精静脈のうつ滞が睾丸の温度上昇や酸素低下

を来たして精子形成を障害するのであろうと説明されているが，いずれにも直接的な証明がさ

れていない．演者は，精索静脈瘤の睾丸における性ホルモン生成に及ぼす影響を知るために，

また副腎静脈から内精静脈への逆流の有無を知るために，精索静脈瘤患者と正常対照例の末梢

および精索静脈血において，睾丸由来の性ホルモンと副腎皮質ステロイドを同時に測定し，こ

れらの値を比較検討した．

　〔対象と方法〕10例の左精索静脈瘤患者（平均年齢36．6歳）と5例のその他良性陰嚢内疾患

患者（平均38．4歳）を用いた．5種の性ホルモン，Testosterone（T），　Dihydrotestosterone

（DHT），　d4－Androstenedione（A4），　As－Androstenedio1（A5），　Estradiol（E2）および2種の

副腎ステロイドCortisol（F），　Aldosterone（A）の測定はすべてradioim皿unoassayによ

つた．

　〔成績〕　末梢および精索静脈血中の性ホルモンの平均値および標準偏差は精索静脈瘤10例で

はT：7．78±2．36，202．0±26．Ong／ml，　DHT：O．970±0．422，4．87±3．45ng／ml，∠4：3．36±

0．76，20．31±24．24ng〆m1，　As：2．16±0．77，51．05±98．71ng／ml，　E2：54．6±15．6，1035．2±

1559．9pg／mlで，対照5例ではT：7．29±3ユ4，309。2±210．2ng／ml，　DHT：0．739±O．420，

5．16±4．71ng／ml，　A4：3。09±1．16，14．34±5．36ng／ml　As：2．20±0．44，66．58±60．97ng／ml，

E2：56．o±15．2，1254。6±933．1pg／mlであつた．両群におけるそれぞれの値には有意の差は

なv・が，精索静脈中の総Androgen値（T＋DHT＋」4＋as）は疾患群では対照群より低い傾

向があつた．各群におけるこれら5種の性ホルモンの末梢値に対する精索値の比はいずれも

5～70倍の高値であり，T，　DHT，　A5，　E2の精索／末梢比は疾患群では対照群に比して低い

傾向がみられた．Tに対する各ホルモンの比を算出すると，　DHTITが末梢，精索とも疾患群

でより高い傾向があつたが，d4／T，　A5／T，　E2／Tには両群において差を認めなかつた．

　2種の副腎ホルモンの末梢，精索血中の値は，疾患群ではF：84．1±24．6（8），143．5±55．7

（8）ng／ml，　A：54．6±16．0（10），54．9±20．3（7）pg／mlで，対照群ではF：98．2±30．5（5），

103．5±3．5（2）ng／m1，　A：50．4±36．2（5），34．5±5．0（2）pg／mlであつた（括弧内は症例数）．

Aでは末梢，精索の間に差を認めなかつたが，Fでは静脈瘤8例の精索値は末梢値より高かつた．

　〔結論〕　症例数が少なく，各症例問のホルモン値のばらつきが大きいため，疾患群，対照群

の間で，末梢，精索血中の性ホルモンの値および比に有意の差を見出せなかつたが，精索静脈

瘤群では対照に比較して精索静脈血中のAndrogenの低下傾向がうかがわれた．これが本症

患者の睾丸でのAndrogen生成低下によるものか，副腎静脈血の混入によるものかに関して

は，さらに多数の症例において検討される必要がある．
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（4）診断と治療

東邦大学泌尿器科学教室

　三　浦　一　陽

　精索静脈瘤の存在は，造精機能に悪影響をあたえ，男子不妊症の大きな要因となつている．

精索静脈瘤の診断に際しては，より客観的で正確な検査法が必要となつてくる．当院リプロダ

クションセンター・泌尿器科部門では不妊を主訴として来院した患者に対して，立位やバルサ

ルバ法負荷で軽度であつても精索静脈瘤を認めた場合には，接触式therrnometer（テルモジャ

パン製，深部温モニター・ME－CTM　201）を用いて，両側陰嚢皮膚温度を測定するようにし

ている・それは立位で静脈血が，うつ滞すると陰嚢の温度が上昇するので，臥位時と立位時の

温度差で精索静脈瘤の程度が，より客観的に表現できるからである．我々は臥位から立位にし

た際に陰嚢皮膚温が，0．1～O．2℃上昇する群をpoint　1，0．3～0．4℃上昇群をpoint　2，

0・5～0・6℃上昇群をpoint　3，0．7℃以上，上昇する群をpoint　4，として精索静脈瘤の程

度を現している．さらに我々は当教室の沢村による超音波ドプラ法での精索静脈瘤の臨床分類

法も行つている．これは超音波ドプラ血流計を用い，臥位における精索部の静脈血逆流の有無，

程度を測定する方法であり，精索静脈瘤をGroup　A．　B．　C．　D．に分類する．すなわちGroup

A：バルサルバ法を行つたとき，　ドプラ法で静脈血逆流の記録が不完全ながら存在するもの．

Group　B：バルサルバ法で明瞭な静脈逆流像が記録できるもの．　Group　C：深呼吸で静脈逆流

が記録できるもの，Group　D：普通の呼吸でも静脈逆流が認められるもの．さらにこの分類の

Group　Aをpoint　1，　Group　Bをpoint　2，　Group　Cをpoint　3，　Group　Dをpoint　4

とpointで表現するようにしている．

　以上の陰嚢皮膚温のpointと超音波ドプラ法のpointの合計で，　point　4以上を，手術適応

の目安としている・一方，術中のphlebographyが全例に施行され，精索静脈の数やcollateral

veinの有無などを検査し，精索静脈結紮の位置を決定している．しかし最近の症例では，全

例に術前のphlebographyを施行し，前述の検査に加えて，手術適応と結紮部位決定の参考

にしている．

　治療は，精索静脈のhigh　ligationを行つている．昭和50年1月より昭和57年6月末日まで

の7年6ケ月間に，不妊症を主訴として来院した777例の男子不妊症患者のうち精索静脈瘤の

合併は234例（30．1％）であり，これら症例のうちhigh　ligationを施行したのは80例である．

このうち完全にfollow－upでき得た症例について，精液の総合判定基準（東邦大法）を用い

て，精液所見の改善率や妊娠率を述べる．また先に述べた判定基準で手術の適応であるにもか

かわらず手術をせずに保存的療法を行つた非手術群との比較検討も行つたのでそれらの成績

についても報告する．一方，我々は最近，精索静脈瘤に対し，非観血的治療法であるtrans・

catheter　embolizationも施行するようになつたので，それらの症例を紹介する予定である．
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シンポジウム1

（5）精索静脈瘤の診断と治療

神戸大学泌尿器科学教室

　守　殿　貞　夫

，

　特発性精索静脈瘤（以下，精索静脈瘤とする）と不妊との関わりについて否定的な報告も見

うけられるが，治療により精液所見が明らかに改善される場合を認めることから，本症は男性

不妊の原因の一つと考えられる．すなわち，本症は精子形成能に影響を及ぼし，精液性状の質

的低下をもたらす．男性不妊で本症を認める場合，その根治的療法後の妊娠成立率は諸家の報

告によれば15～50％とされ，他の治療法による男性不妊の妊娠成立率と比較して良好な成績で

ある．演者は本症に対する一般化した治療法が確定されていない現状から，最近では精索静脈

瘤の治療を積極的に行つている．

　1966年から1981年までの問に神戸大学医学部附属病院泌尿器科を受診した不妊を主訴とする

患者は5856例で，291例（5％）に本症が認められた．入院のうえ，本症に対する手術療法が

行われたのは全症例の約30％，88例である．そのうち，アンケートによる予後調査を行い解答

を得られた手術施行64例および最近3年間の手術非施行39例を対象として，それらに対する診

断法および治療成績を検討し，本症の男性不妊における臨床的意義を報告する．

　診断はまず立位での陰嚢の視診および触診，仰臥位での陰嚢および睾丸の触診，計測により

行われ，静脈瘤の大きさによりgrading（Grade　I，llおよび皿，　Uehlingの分類，1968）を

決めている．この触診を主とする診断率は約7096とされていることより，演者は最近ではスク

リーニング検査としてcontact　thermographyおよびドップラー法を併用している．これら

は本法の診断および術後経過の観察にも有用である．最終的には精巣静脈の造影を行い，junc－

tional　valveおよび精巣静脈内の弁の欠損，障害を検索しており，本法はドップラー法やther－

mographyにおけるfalse　positiveを認めないため，その診断率はきわめて高い。なお，本症

例群のGradeは手術施行群でIE［および皿，非施行群では1および皿が殆んどを占めていた．

　手術はgridiron　incisionによる高位結紮術，一部で静脈瘤切除が併用され，薬物療法が手

術施行，非施行の両群ともに行われている．妊娠成立率は手術非施行群の20，5％に比べ，施行

群で39．1％と高かつた．精液所見の改善を認めたのは手術施行の妊娠成立群のみで，平均精子

濃度の軽度および運動率の明らかな改善が認められた．術後，静脈瘤が存続あるいは再発した

ものは9ユ％であつた．欧米では非手術的療法として精巣静脈のsclerotherapy，　embolization

が行われている。

　以上，演者らの診断法および治療成績を述べたが，さらに文献的考察を加え本症の不妊にお

ける臨床的意義について述べる．
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シンポジウム1

特別発言：ラットにおける実験的精索

静脈瘤の睾丸に及ぼす影響

富山医科薬科大学泌尿器科学教室

　　　　　柳　　　重　行

　男子不妊症の原因の一つとして精索静脈瘤があることはよく知られている．しかし睾丸の造

精機能に及ぼす影響については，その機序について不明な点が多く定説をみない．そこで，実

験動物を用いて，外科的処置で精索静脈瘤のモデルを作成することに成功したので，その際に

おこる睾丸の生理的変化を検討した．

　（1）方法　実験動物はS－D系ラット（300～320g）を用い，左腎静脈の部分結紮（左睾丸静

脈及び左副腎静脈の分岐部より下大静脈側で絹糸にて左腎静脈を外径1mmに結紮）を行なつ

た．部分結紮4週間後に，睾丸組織内温度，腹腔内温度の測定，電解式組織血流計RBF－1（バ

イオメディカルサイエンス製）による睾丸組織血流量測定を行なった．また測定後，睾丸重量

測定，光顕による睾丸の組織学的検討も行なつた．

　（2）結果　睾丸組織内温度と腹腔内温度との差を検討すると，対照群（無処置群）に比べ，

精索静脈瘤群では，左右とも温度差は小さく，特に左では有意に精索静脈瘤群で小さく，組織

内温度の上昇が確認された．睾丸組織血流量では，左睾丸で精索静脈瘤群で血流量の増加がみ

られる．しかし右睾丸ではほとんど差はなかつた．睾丸重量は両群問に差はみられず，左睾丸

組織血流量の増加は睾丸動脈血流量の増加を意味する．その結果，睾丸組織内温度の上昇，そ

して造精機能障害を生じる可能性が考えられる．組織学的変化についても検討する予定である．



v

‘

』

（573）　135

シンポジウム1

特別発言　精巣静脈造影法の診断的意義と

その治療への応用

東海大学医学部泌尿器科学教室

　　　　勝　岡　洋　治

　精索静脈瘤は一般に加療する必要のないことが多いが，次にあげるような適応症には根治手

術が積極的に行なわれている．1）著しい陰嚢の変形，2）陰嚢部痛，3）静脈瘤が急速に増大

する場合，4）症候性静脈瘤，5）造精機能障害が認められる場合である．最後の項目について

は近年，男子不妊症の有力な原因として注目されており，しかも他の原因によるものに比して

治療後に妊娠成立率が圧倒的に高く，諸家の報告では30－50％に妊娠の成立をみている．

　しかし，精索静脈瘤の存在が造精機能障害を来たす機序については，温度調節異常，腎，副

腎からの内分泌物質の逆流，および酸素分圧の低下等が考えられているが，いまだ不明な点が

多い．最も基本的な疑問点は，上記のいずれかの原因により精索静脈瘤の存在する睾丸側に造

精機能障害が起こるとしても他側睾丸に精子障害がなぜおよぶかということである．そこで精

巣静脈造影による所見を分析し，その血流動態の異常から解答を導き出すことができるかも知

れない．今日までの精巣静脈撮影の臨床応用は多岐に渡つている．触知不能な腹部停留睾丸や

屡小な睾丸の部位診断，各種ホルモンのサンプリング，リンパ管造影への補助的応用，精索静

脈瘤の術前，術後診断法に用いられている．特に，選択的精巣静脈造影法は，術前診断を確実

にし，高位結紮術を行なうに際し有用な検査法である．

　精索静脈瘤に対する根治術としては従来もつばら怒張している静脈瘤部の切除術が施行さ

れていたが，この方法では内精巣静脈を通じて，うつ血の原因に対しての処置が講ぜられていな

いため，高頻度に再発がみられた．そこで今日では内精巣静脈の高位結紮法が一般化している．

通常の静脈分布からみれば，高位結紮が内ソ径輪の高さで行なわれることで充分に治療の目的

を達しているが，実際は精巣静脈造影を施行してみると意外に副血行路の多いことが発見され

る．この事実が術後の再発の主要な要因になつている．手術創を広げることにより，副血行路

を遮断することは可能であるが手術侵襲が大きい．そこで最近になり，選択的精巣静脈造影に

閉塞術（栓塞物質の精巣静脈内あるいは副血行路内への充填）を応用することによる非観血的

治療法が開発されてきた．栓塞物質にはsteel　coil　Detachable　dalloon，　Sclerosing　agentが

使われている．

　我々は精索静脈瘤の患者（不妊と無関係の者を含む）に精巣静脈造影を施行し，詳細な血管

分布を分析し，若干の知見を得ているので報告すると共に，血管閉塞術の術後成績を合わせて

供覧する．また，従来より当教室で行なつている睾丸シンチグラムにより得た所見との比較，

また，この機会に始められたサーモグラフィーによる成績を発表する予定である．
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シンポジウム1

特別発言　精索静脈瘤とプロスタグランデイン

千葉大学泌尿器科学教室

　伊　藤　晴　夫

　精索静脈瘤は男子不妊症の原因として注目されている．しかし，その成立機序はいまだ解明

されていない．そこで，精索静脈瘤が不妊症をひき起こす原因を追求する目的で，内精静脈瘤

血中プロスタグランディン（PGs）を測定した．

　対象は千葉大学を受診し，手術を施行された20症例である．方法は左内精静脈高位結紮時に，

カテーテルの先端を腎側に向けて精索静脈瘤血を採取，同時に肘静脈より末檎血を採取した．

これより血清を分離し，コーチゾール，PG（A＋B），　PGE，　PGFを測定した．

　その結果，コーチゾールおよびPG（A十B）には差をみなかつたが，　PGEおよびPGFは

末梢血に比して，精索静脈瘤血で高値を示した．PGとくにPGFが睾丸障害性に働くことが

知られているので，腎で産生されたPGが睾丸に逆流し，造精機能を低下させていることが

推測された．

　次に，手術時，内精静脈より造影剤20m1を注入し，腎静脈への逆流の有無をしらべた．　こ

の結果と術後の精液所見の改善との関係をみた．検査を行なつた18例中，腎への逆流のみられ

たのは11例であり，7例では逆流を認めなかつた．精子濃度の変化は飯塚らの規準で判定した．

逆流有りの群では精子濃度は著効5例，有効2例，不変4例，悪化0例であつた．逆流無しの

群では著効0例，有効1例，不変5例，悪化0例であつた、このように，逆流の有る群で著効

例が多く，逆流の無い群で不変例が多かつた．これは単に，総腸骨静脈における圧迫，いわゆ

るdistal　nutcracker現象の際には内精静脈の高位結紮術が無効であることを示しているのか

もしれないが，あるいは腎静脈よりのPGの逆流が造精機能障害的に働くということをうら

付ける所見とも考えられよう．

　以上のほかに，精索静脈瘤の手術予後，内分泌所見睾丸血流，睾丸生検像などについても

言及したい．

』
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シンポジウムII

不妊症領域におけるマイクロサージェリー

座長　東海大学教授　藤　井　明　和

　　　鳥販大学教授　前　田　一　雄

（1）卵管の実験的マイクロサージェリー

東海大学産婦人科学教室

　井　上　正　人

　卵管は，卵管釆，膨大部，膨大部一狭部接合帯，狭部，間質部，子宮一卵管接合帯から成る

約10cmの細長い管である．しかし卵管は卵子の単なる通路ではなく，精子の輸送，　capacita－

tion，卵子の捕獲，受精，受精卵の栄養及び輸送など生殖生理学的に極めて重要な働きをして

いる．一一方卵管は解剖学的に上行性の感染を受けやすく，卵管炎から容易に卵管の閉塞や癒着

を併発し，機能障害を起してしまう．女性の不妊症のうち，卵管の障害によるものが約40％と

最も多く，卵管性不妊が非常に治りにくいのは，卵管のこのような機能的，解剖学的特性に深

く関係していると思われる．近年microsurgeryが卵管形成術に応用されるようになつて，術

後の成績はかなり改善されてきた．特に不妊手術後の再疎通術では妊娠率60・－SO％という画期

的な成績が報告されている．卵管采部の閉塞に対する術後成績も，疎通率に関しては90％以上

であるという．しかし卵管開口術後の妊娠率は30～40％とあまり良くなV・．卵管性不妊の手術

成績をさらに改善するためには，卵管溜水腫の病態生理を明らかにし，卵管の機能回復を促進

する治療法を開発することが大切である．卵管の実験的miCrOSurgeryは，初心者のトレーニ

ングとして重要なだけでなく，卵管の機能や病態生理を研究する上で非常に有効な手毅である．

腸線による縫合，術後スプリントの留置といつた従来の卵管形成術が一変したのも，実験的

microsurgeryの結果が大きく影響していると考えられる．　Microsurgeryにより，妊孕性を

損なうことなく卵管を切断，吻合することが可能となり，卵管各部の機能と妊孕性との関係に

ついても家兎をモデルに数多くの新しい知見が報告されている．卵管采はこれまで，卵子の捕

獲，妊娠の成立にとつて不可欠のものであると考えられてきた．しかし最近，家兎の卵管采や

丘mbria　ovaricaを切除しても，術後の妊孕性はほとんど変らないことが明らかにされた．卵

管采切除により，外見的にはヒトのそれに近い形の卵管溜水腫を作成することができるように

なり，卵管溜水腫の病態生理，実験的卵管開口術につV・て種々検討されている．またCO21aser

を用いた新しいmicrosuryery，すなわちlaser－microsurgeryについても基礎的実験が行な

われ，その有効性が確認されている．

　発表では，①縫合糸の選択，②スプリント留置の卵管粘膜への影響，③卵管各部の切除実験

と妊孕性の関係，④実験的卵管溜水腫の作成と卵管上皮の変化，⑤実験的卵管開口術と術後の

妊孕性，⑥CO21aser－microsurgeryの有効性，について最近の知見を紹介するとともに，卵

管の実験的microsurgeryの今後の方向について検討してみたい．
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シンポジウムII

（2）欧米におけるマイクロサージェリーの現況

東北大学産科学婦人科学教室

　　　星　　合　　　昊

　1981年11月，日本産婦人科マイクロサージエリー研究会（代表世話人：東海大学・藤井明和

教授）の主催で開催されたInternational　Symposium　on　Gynecological　Microsurgery，　Tokyo

’81の招待演者の一人であるR．M．　L．　Winston（Hammersmith　Hospital，　London）のもとへ

留学する機会を得た．その時の経験をもとに行なつた自験例も含め文献的考察を加えて，欧米

におけるマイクロサージェリーの現況を紹介する．

　1）　マイクロサージェリーの概念：マイクロサージェリーとは単に手術用顕微鏡を使用す

る術式ではなく，正確な縫合をするために，言い変れば癒着防止も含めて不必要な部分を癒合

させないために顕微鏡その他の器具を使用する術式と言えよう．

　2）欧米での普及度：欧米では産婦人科マイクロサージェリーを普及するために各地で国

際学会，ワークショップが開催されている．ベルギー，フランス，カナダ，アメリカ等が主な

開催地であり，マイクロサージェリーを行なう者，施設は急速に増えつつある．欧米で実施し

ている国名，施設および報告されている成績等から術式別の頻度を集計し，我々の不妊クリニ

ックの患者から推定される日本での対象患者数とを比較して報告する．

　3）　手術の適応：患者が手術適応か否かを決定する補助診断法として子宮卵管造影（HSG）

と腹腔鏡が重要であることは誰も異論がない．従来は重症の骨盤内感染症は卵管形成術の適応

とはならなかつたが，体外受精の手技が確立しつつある現在，卵巣周囲癒着剥離術は体外受精

の前段階の手技としてマイクロサージェリーの適応となろう．この問題も含めて適応の範囲に

ついて述べるとともに，HSG，腹腔鏡によつて得られる特殊な疾患の解説も加えたい．

　4）技術的問題：手術用顕微鏡手術器具，患者の体位等はWinstonのもとで工夫されたも

のを供覧する．術式は大別すると，①問質部吻合，②端々吻合，③卵管開口術（含：新生術），

④癒着剥離術（含：卵管采形成術）などであるが，広義のマイクロサージェリーとして筋腫核

出術，卵管移植術等も含め，いわゆる手術の“こつ”を述べる．術後の癒着防止法については

各種の薬物療法とともに腹膜移殖術を紹介する．

　5）練習法：8xO，10×0の糸を10～20倍の顕微鏡下で手術操作するためには特殊なi練習

が必要となる．演者がWinstonのもとで受けたマイクロサージェリー，腹腔鏡の練習法を紹

介する．

　6）今後の研究課題：最近欧米で開催された学会での発表や論文から今後のこの分野での

研究課題を考案すると，①体外受精と卵管形成術の関係，②卵管水腫に対する術式，③Este

の手術，④子宮内膜症の治療におけるマイクロサージェリー，⑤卵管機能検査法，⑥卵管鏡

⑦卵管移植術などと思われる．これらの問題点を文献的に紹介する．
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シンポジウムII

（3）適応と術式（手技習得法を含む）

慶応義塾大学産婦人科学教室

　　　河　上　征　治

の

　卵管形成術においては，肉眼手術よりは顕微鏡手術（以下マイクロと略）の方が術後卵管疎

通率，妊娠成立率において有効であることは事実である．とくに端々吻合術，開口術において

その差を示す．そこで，マイクロの技術訓練法および卵管通過障害例における卵管形成術の現

時点における適応について，HSG所見と，　Tubaloscope所見等を中心に報告する．

○マイクロの訓練

　内径1mrn位のシリコンチューブを使つてマイクロ用の持針器，眼科用のハサミを用意し，

顕微鏡下で8倍前後の拡大率下で，運針，縫合の練習をすることからはじめるとよいと思う．

すなわち，チューブを切断し，8－0～10－0の針付ナイロン糸，またはデキソンで練習する．

　次に家兎卵管を使用して同様の訓練をしてから臨床へすすむべきであろう．この場合，少な

くとも卵管を固定する血管縫合用の把持器を準備すること．

OHSGおよびTubaloscopeからみた卵管形成術の適応

　卵管因子の検査に丘rst　choiceとして腹腔鏡は困難なことで，スクリーニングはHSGで

あることに異論はないと思う．そこでKymo－HSGからみた卵管通過障害像を次の5つに分類

してみた．

　（1）卵管采に固定した造影剤がfoll。w　up　filmにも残存する．卵管采癒着を想定する例

（PFAと略）

　（2）卵管腹口端までは通過を示しているが，卵管内腔が造影剤で拡大している卵管溜水腫．

これを膨大部のみか子宮卵管角まで拡大してv・るかにより1型とll型に分ける．（HYD、　HYDII

と略）

　（3）卵管が直線的，または弓状に延長している例（ELNと略）

　（4）卵管内腔が中間部で閉塞している（ITAと略）

　（5）子宮卵管角で閉鎖し，卵管内腔が全く造影されない（OCCと略）

　これらに関し，当大学病院で1972～1980年に行つた卵管形成術200例を1年以上の追跡調査

により妊娠成立を解析した．とくに術前のHSG所見，閉i塞部の走査電顕所見，　HE所見，

卵管内視鏡所見との関連からHYD、、，炎症，　TbcのITA，子宮内腔に癒着のあるOCCは

適応から除外すべきであるとの傾向を得た。

　一方開腹時，卵管采部より，オリンパス社の協力で開発した直径1．8mmのTubaloscope

にて卵管内腔を観察し，内腔における赤色斑（慢性の炎症症状），exudateの存在の有無通過

障害部の卵管采からの正確な位置を診断し，切除すべき部位，保存すべき卵管部分の判定の指

標としている．

』
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シンポジウムII

（4）卵管開口術を中心として（術式，成績）

愛知医科大学産婦人科学教室

　　　野　口　昌　良

　わが国においても卵管に由来する不妊症の手術にmicrosurgeryの技術が導入され卵管閉塞

の手術的治療に新たな光明となつた．

　カナダ・アメリカにおいては，すでに8年間程の経過があり，特に卵管結紮手術後で再疎通

が不可能とされていた症例がmicrosurgeryによる，端々吻合術を用いて再び，妊孕性を回復

するということが日常ごく一般的に行われるようになつている．

　また，英国や西独などにおいては，炎症により生じた卵管閉塞例の治療がmicrosurgeryを

用いてすすめられ，好成績をあげるに及んで，体外受精に活路を開く以前に今一度卵管不妊の

手術療法がみなおされるようになつたゆえんである．

　①　卵管開ロ術に対する手術適応の考え方

　元来卵管開口術と称し謂わゆるsalpingostomyと呼ばれるのは，卵管采部のすべての種類の

閉塞例に対する手術療法ということであつた．しかし，卵管采部の閉塞と一口に言つても，ご

く軽度の表面だけの軽いゆ着による閉塞から大きな卵管溜水腫までさまざまであるため卵管

内の粘膜や卵管采の損傷の程度も一様ではない．従って最近の国際不妊学会の分類では，卵管

形成術と卵管口形成術とにわけ，前者は卵管が釆部で閉塞していても卵管采そのものは，正常

でありその粘膜も正常に近い状態で保たれているものをいい後者は卵管内の炎症により生じ

た卵管溜水腫に対する手術療法ということである．そこでわれわれの経験した卵管采部の閉塞

に対する手術例について検討し，報告する．

　②　卵管溜水腫開ロ術の再検討と工夫

　卵管溜水腫の手術療法は卵管結紮術後の再吻合例の少いわが国においては，卵管の手術とし

ては，きわめて頻度の高いものである．そこで卵管溜水腫の手術に対する実験的アプローチと

してわれわれの行つている家兎における人工的につくられた卵管溜水腫の開口術後の妊娠に

ついて検討し報告する．

　③　術後成績の向上についての工夫

　術後のゆ着防止の対策は，手術の成績或いはその後の妊娠率へも大きな影響を与えるが卵管

の手術療法のうちでも特に卵管の開口術，卵管口形成術のあとでは再ゆ着がおこりやすく，こ

の阻止はきわめて重要である．この点を考えて以前より副腎皮質ホルモンや，抗生物質，デキ

ストラン，ウロキナーゼなどの術後投与が考えられ検討もされてきた．同様の観点からわれわ

れも抗生物質の卵管への移行とその濃度についての検討を行いまた抗ゆ着作用については，婦

人科領域では今までに一度も検討されたことのない特殊抗ゆ着剤のゆ着阻止効果を検討して

併わせて報告する．

」
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シンポジウムII

（5）卵管吻合術を中心として（術式，成績）

カーネギー産婦人科病院

　印　牧　義　孝

　日進月歩の医学の進歩は全く驚くばかりであり，卵管不妊のマイク・サージェリーも，その

一つである．

　私に課せられた演題は表記演題であり，今回はそれについて，私自身もマイクロ手術を始め

7年を経たので，最初の術式とは相当に変つているところもあり，最近ようやく私なりに改良

工夫した術式と，その成績を報告する．

　私の行つているマイクロサージェリーは，まつ微小血管吻合の練習を徹底的にやり，それを

卵管不妊のマイクロサージェリーに応用していることは今も変りなく，週一回は必ず微小血管

吻合のトレーニングを続け，それを臨床に応用しているのである．

　基礎実験

　microsurgeryの基本手技は，微小血管吻合の練習こそ大切であると信じている．今日の形

成外科領域の切断指の再接着等，微小血管吻合術の進歩と共に，微小神経外科の成果であるこ

とは過言ではない，

　演者は微小血管吻合の練習に，犬の股動静脈の練習をしばしば発表してきたが，今回はrat

の腹部大動脈の吻合練習のコッと，それが卵管端々吻合に如何に役立つか，その経験を述べた

い．

　卵管端々吻合術

　卵管閉塞部を切断し，端々吻合する．閉塞部切断に当り，最少にして充分切断することが先

づ大切である．卵管が短くなることを恐れて，不充分な切断は，妊娠への予後は決してよくな

い．次に大切なことは，卵管機能を良く温存する事を常に念頭におかなければならない．卵管

に入る栄養血管の保存も大切である．又卵管の神経支配が如何になつているかも今後の問題で

あろう．卵管端々の径の異なる吻合術に，最初の頃は8針法を行つたが，現在は10－0のナイ

ロン糸3針法で充分である．その他重要なポイントについても述べる．

　卵管端々吻合術の成績

　1975年8月より，1982年3月まで，卵管不妊に298例のマイクロ手術を行つた．そのうち端

々吻合術は94例で，卵管結紮後の端々吻合は22例あり，そのうち現在まで12例（54％）妊娠し，

外妊は1例もない．その他は，卵管結核治癒後の卵管閉塞，卵管の内膜症，幼少時ヘルニヤ手

術後の卵管閉塞等である．卵管結核後のマイクロ手術は不適応とされているが，希望者は意外

と多い．これらは外妊率が多いが，妊娠の希望が得られる事は確かであり，更に今後これらに

ついての研究も続けたい．
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シンポジウムII

（6）卵管移植術の基礎的研究

目本大学産婦人科学教室

　長　田　尚　夫

最近，婦人科領域においてもmicrosurgeryの導入以来，従来の手術方法によつては，妊孕能

の回復が不可能とされていた卵管性不妊症の多くがその対象となるものとされている．しかし，

microsurgeryによつてもなお復元不可能な卵管性不妊症があり，また子宮外妊娠等により，

両側卵管切除を受けた症例では，体外受精卵の子宮内移植法や卵管移植法が，その適応となる

ものと考えられる．

　周知のごとく，1978年，P．　C．　Steptoeらによつて始まつたin　vitro　fertilizationは，そ

の後，オーストラリァや米国より相次いで成功例が報告されている．しかし，この方法では，

染色体異常や奇形の発生が危惧され，また倫理的，社会的な面での問題がないともいえない．

一方卵管移植法では，妊娠の成立過程が正常のそれに等しいため，この種の問題の発生に対す

る懸念が少ない．

　そこで我々は，体外受精に代わつて，microsurgeryによつても回復不可能な卵管性不妊症

に対し，卵管移植の可能性について検討してきた．移植卵管の組織適合性の問題はさておき，

卵管移植は，腎臓や心臓移植と異なり移植臓器が小さく，その形態機能が特異であるため，実

施段階において困難が伴う．たとえば，他の移植臓器に比べて卵管を支配する栄養血管が非常

に細く，そのため血管吻合により高度の技術が要求されるが，従来の縫合糸のみによる血管吻

合法では，おのずから限界があり，また移植後発生しやすい吻合血管の血栓についてもその問

題は，完全には解決されていない．さらに，卵管移植には，比較的長時間を要し，その結果と

して組織の無酸素状態による二次的障害を招きやすくなる．事実，Woodらにより既にヒト卵

管移植が試みられたが，手術に13時間を要し，しかも術後，すべての吻合血管に血栓を認める

とされている．さらに，Cohenらは，2例にヒト卵管移植を行つたが，この場合も亦吻合血

管に血栓が発生し閉塞されていたとしている．これら3例のヒト卵管移植術においては，いず

れも免疫学的拒絶反応と血管吻合の技術的手技とになお問題があるとされている．免疫学的拒

絶反応の問題は，免疫反応抑制剤と新しいステロイド剤との応用によつて改善されてきている．

よつてここでは主に，卵管移植にとつて重要な微小血管吻合術について，その手技とその簡易

法を紹介したい．すなわち，演者の方法は，血漿成分より抽出精製した生理的i接着剤Fibrino－

gen－Thrombin－Ca＋＋－Aprotinin系の応用を血管吻合に試みることであり，これによつて可及

的に縫合を少なくし吻合部の血栓の問題を解消することに成功した．我々は，この接着剤を用

いて，家兎の卵管移植術を行い，そのいずれも成功している．また移植に要した時間も著しく

短縮することが可能であつた．さらにヒト卵管移植術についても，解剖学的に血管系の分布や

卵管の神経支配について検討し，前述したFibrin接着剤を用いた移植術の可能性について報

告する．

　　1

」
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シンポジウムII

特別発言：子宮外妊娠保存手術への応用

大阪市立大学産科婦人科学教室

　　　　迫　　　久　　男

　子宮外妊娠に対しては，緊急的な救命の手段としてその破壊の有無を問わず病変部の摘除術

が原則的な治療とされてきたが，最近ではhCG定量法の進歩，超音波診断法の発達，腹腔鏡

の普及などにより，子宮外妊娠が早期に破裂前に発見されることも稀ではなくなり，それに伴

なつて子宮外妊娠に対する手術法も患部摘除術だけではなく，生殖機能を温存する保存的手術

が漸次施行されるようになつてきた．

　とくに卵管妊娠に対する保存的手術は，手術器具，縫合糸などの改良により，患部卵管への

侵襲を最少限に留めるべく努力がなされてきたが，マイクロサージェリーの導入により，一一一Fti

卵管機能を温存しうる可能性が高まつたと言える．

　今回の発表では，片側卵管摘除術後の対側卵管に発症した破裂前卵管膨大部妊娠症例に対し

て施行したmicrosurgeryを用いた保存的手術の1例を紹介し，子宮外妊娠に対する保存的手

術の意義と方法について考察する．

　子宮外妊娠に対する根治的手術と保存的手術は，術後の子宮内妊娠，分娩，子宮外妊娠に関

しては差を認めなかつたが，片側卵管の欠除あるいは完全閉塞の患者に対する保存的手術によ

り，約25％の子宮内妊娠が得られていることから，保存的手術の有効性が確認された．

　手術法は着床部位によつて術式が限定される．卵管釆近傍の膨大部妊娠に際しては，卵管内

容圧出術あるいは卵管釆切開術が，子宮側の膨大部あるいは峡部妊娠に際しては，卵管切開法

あるいは卵管部分切除後の端々吻合法が，間質部妊娠に際しては子宮内卵管移植術が行なわれ

ている．

　保存的手術後の合併症としては，術後出血が最大の問題であるので，止血の確認と厳重なフ

ォローアップが必要である．従つて着床部卵管の壊死の強い症例あるいは破裂症例に対しては，

出来るだけ卵管を温存するように心掛けて，止血を目的とした手術を行ない，後日，再度の卵

管形成術を行なうべきであろう．

　子宮外妊娠に対する保存的手術が今後広く行なわれ，microsurgical　techniqueの導入によ

り，さらに術後の子宮内妊娠率が上昇することを期待する．

∂
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1 排卵期における血清中1・H，FSH，Estradioユ，EstrOno

　　　　　　　　および尿中LHの消長

東北大学医学部産科学婦人科学教室　長池文康　星和彦　星合昊
　　　　桃野耕太郎　森良一郎　上原茂樹　鈴木雅洲

「

　目的：排卵時期を正確に知ることは不妊症治察において極めて重要である。今回．排卵期において
．正常月経周期を有する不妊婦人7名より、3時間毎に採血し、この時期におけるホルモンの消長に
つき研究を行った。また尿中LHを半定ft法にて測定し、簡便なこの検杳楼が、排卵時刻の推定に有

咽であるか否かの検討も行った。
　結果：〃皿中LHはPeakの／2　”y／5時間前より上昇を開始し、9時間前より急速に上昇した。　Peak
値は．290．6±ク9．9mユU／mユであeた．　Peak後9時間1までに急速に下降し、29時間後には、ほぼ

Peak／5時間前の値と左った。　2涌1中FSHは、　LHPeakの／2時間前より上昇を示し．　LHと同
時刻にPeakを形成した、　Peak値は42．9土3．9mユ9／m1であった．　3ソ血中EstradiOl（E2）およ

びEstrOne（Eのは、測宗階問内では、ほぼ全域にわたり高値を示し、ともに争峻なPeak値は認め
られ左かった一　E、は、L、HP・akの9時間前に95田05P9痴・，E、は、　LHPeakの時刻に翻士／72Pg／

　　　　　　　　　　　　60尿中LHは血中LHPeakの／S時聞前より、／00mlU／血ユ以上の値を示m1の昂高値をとったo
す例があらわれ3貸間前からは全例が／00m1U／』1以上の値を示した。　”向中LHと尿中LHの関連

をみると．尿中LHが／00m1U／mユ以上となった時刻は．血中LHPθakの3～／S時閂前で、平均8．6
ig．7時間前であった。尿d－1コLHが／00m1U／ml以上となった時刻と、血中LHが上昇開始した時刻の

華は0．9士2．9時間で有章美億なく、ほぼ同時におこることが示唆された。　61屠音波診断法による
卵陶径の’tg「1審を6名について行った。　LHPeakの6時間前に、平均。2〆．8mmとkり、　bHPeak直前

に卵胞は．直径。ZOmm以上に達することが示唆された。

2
プロスタグランジンの排卵機構への関与

特にステロイド産生との関連について一

東京大学医学部産婦人科
　○榊原賢一一一一一郎，佐藤和雄，木下勝之，北川浩明，高木耕一郎，

　　水野正彦，坂元正一

●

　排卵機構のプ・スタグランジン（PG）の関与は，以前より注目されているが，ステ・イド産生を介す
るものかとうかについて必ずしも結論は出ていない。今回排卵時におけるステロイド産生とPGとの関
係にっいて検討するためPG産生抑制時va　tsける排卵時と黄体によるステ・イド産生について研究した。
ウイスター系幼若雌ラットVc　P　MS　1　O単位皮下注し，48時間後にhCG　30単位を投一与して過排卵を起
こし，その後の黄体機能についてc。ntrol群とind。methacin（500μ9／rat）投一与によって排卵を抑制
した群とに分け，経時的に血中プロゲステロン（P）等を測定した・hCG投与後contro1群，　indomet－
hacin群ともに増加し，3時間後に約20n2／冠，9時間後で約35n9／彫と差がなく，排卵時のP産生
にPGが関与していないとの成績を得たQ偽妊娠の血中Pは両群とも6日目に約200n2ノ雇のピークを
示し，12目目には約20n9／nt以下となり，偽妊娠期間及び黄体のP産生能には差がないことが明ら
かとなった。更にPG合成阻害剤（indomethaein）を投与して排卵抑制した群の黄体と対照群の黄体で
のステ・イド産生能を細胞レベルで検討するため，転換実験を行なった。前述の処置をしたウィスター
系幼若雌ラットの卵巣を用いて’4C－acetate，3H－pregnenoloneを同時添加し転換実験を行ない，preg－
nenoloneからprogesteroneがcontro1群で23．5％，indomethacin群で2　6．8％産生され，両群の聞にほと
んと差を認めなかった。次にcholesterol側鎖切断酵素と17α　水酸化酵素の活性を検討するため，そ
れぞれmitochondriaとmicrosome分画を卵巣から調製し，転換実験を行なった。　mitochondriaによる
cholesterolからPへの転換率は20～4．0％の間で，　control群，　indomethacin群ともに差はなく，micr－
osomeに齢ける17α水酸化酵素活性の変動もともに黄体化と一致して低下傾向を示した。以上の成績より，
PG産生とステロイド産生とは相互に独立した機構として作動してk・り，それ故PGとステ・イド（特
にP）はそれぞれ独立した排卵の必須因子として働いている事が明らかとなった。
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3
ラット排卵時の卵巣内plasminogen　activator活性におよぼす

インドメサシンの影響

京都大学医学部婦人科学産科学教室 ○島田逸人，越田光伸，鈴木　瞭

　岡村　均，東條伸平

【目的】近年卵胞破裂に関与する蛋白分解酵素としてplasminogen　activator（PA）が注目されている。我々は

plasminにきわめて特異性の高い合成発色基質S－2251を使用した二段階酵素反応によるラット卵巣内PA活性

の測定法を開発し、PA活性が排卵に向って著しく増加し，破裂後急減すること、およびHCGがPMS－pri　mi－

ng後の卵巣内PA活性を高める作用をもつことを前回発表した。今回はindomethacin（IM）を用いPA合成と

prostaglandin（PG）の関係を検討した。【方法】22日令幼若ラットにPMS　101U皮下注し，56h後にHC　G

101Uと種々の量のIMを同時に腹腔内投与し，排卵を完全に抑制するIM量を求めた。排卵抑制量のIM（1mg／

rat）をPMS皮下注後56hにHCGと同時投与した排卵抑制群と，HCGとIMを含まぬその溶解液を投与した排
卵群の卵巣をHCG投与後32hまで4h毎に摘出しPA活性を測定した。またHCGと同時投与するIM量を変化
（O～4mg／rat）させた時のPA活性をHCG投与後12hの値で比較した。　PA活性は卵巣からのTris－HC1
抽出液を酵素標品とし，ヒトplasmi　nogenおよびS－2251と反応させ標品中のPAによりplasm　in　og　enから活

性化したplasminがS－2251を分解して生ずる発色物質を定量し，これを単位時間あたりのS－2251分解量を
もって示した。【成績】HCG投与前，平均O．O　06μmoles／1．6mg　ovarian　tissue／30minであったPA活性

は，IM投与による排卵抑制卵巣においてもHCG投与後12hに0．101μmoles／1．6　mg　ovarian　tissue／30min

とピークに達し，その後急減して32h後には0．020μmoles／1．6mg　ovarian　tissll〔Y30minとなり，対照の排卵

群と同様の時間的変動を示し，PA活性値も有意差を示さなかった。IM量を変化させてもPA活性値は，IMを投与

していない対照群と較べて有意差を示さなかった。以上のPG生合成抑制実験結果から考えてPGとPA合成とは，

in　vivoではindependentであり，排卵が抑制された卵巣においてもPA活性が上昇していることが明らかとなっ

た。すなわちPAが卵胞破裂に関与するとしても単独には排卵現象を起こし得ないことが推定された。

4
　　　排卵期家兎卵胞穎粒膜細胞におけるcytochrome　oxidase活性の組織化学的
　　　検討

京都大学医学部婦人科学産科学教室
0越田光伸，竹中　章，姫野憲雄，奥田雄二，神崎秀陽，岡村　均，
　東條伸平

〔目的〕排卵過程においてLH－surgeによる卵胞周囲血管床の増大および透過性充進が卵胞破裂に重要

な役割を果たすことが明らかとされつっある。卵胞穎粒膜細胞ではLH－surgeによりステロイド合成能

が充進し，ために酸素消費の増加をもたらすことが推測される。卵胞周囲血管床の増大はこの酸素消費

の増大に呼応したとも考えられよう。本報告ではこの卵胞穎粒膜細胞における酸素消費の増大を確認す

るため，respir　atory　chainの末端1こ位置し酸素消費量を良く反映すると考えられるcytochrome　oxidase

（cy－O）活性を組織化学的に検討した。

〔方法〕3kg前後の雌性成熟家兎を用いてhCG　10P　iuにて排卵を誘発し，投与前および投与後3，6，9，ユ2

侍間の卵胞を新鮮凍結切片とし，0．5％glutara置dehydeで1分間固定後，　Seligmanらの方法により，
DAB　5　mg；sodium　phQsphate　buffer（0．05M，　pH　7．4），9m1；catalase（20　mg／ml），1m1；cytochro－

me　C，　type皿，10　mg；sucrose　750　mg；よりなる反応液で36℃，5分間のincubationを行なった。反応
慶の切片は2％methyl　gr、een液で対照染色を行い観察した。

〔結果及び考察〕上記の方法でHCG投与前の卵胞穎粒膜細胞にはCY－0活性は検出されないが，投与
3時間後より排卵に至るまで高いCY－O活性が認められた。一般にHCG投与3時間の時点では，血
管壁のfenestratlonが増加し，卵胞穎粒膜細胞におけるprogesterone産生も増加すると報告されており，

これに一致して本酵素活性が検出されたことは興味深い。この結果から排卵期卵胞穎粒膜細胞は高い酸

素消費を示すことが推定された。この増大した酸素消費に対応するためにも卵胞周囲血管床の増大およ
び血流量の増加が必要となってくるものと考えられる。
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5
家兎卵巣におけるprolyl　hydroxylase活性

京都大学医学部婦人科学産科学教室

京都大学医学部病理学教室第1講座

○姫野憲雄，，川村直行，岡村　均

　東條伸平
　福本　学，翠川　修

■

　hCG投与後の家兎成熟卵胞において，排卵時期に一致して卵胞頂部のコラーゲン線維が減少，消失す

ることが電顕的に観察されており，さらにこの際collagenolytic　enzyme活性の充進が認められているこ

とから，排卵とコラーゲン線維の代謝の間には密接な関連が示唆されている。そこで今回家兎卵胞を

用い，排卵におけるコラーゲン線維の生合成活性を検索するために，protocollagenのpr　oli　neの水酸化

に関与する酵素であるprolyl　hydroxylase（RH．）活性を測定し，コラーゲン合成の変化を検討した。

　　〔方法〕雌性成熟家兎を用い，耳静脈よりhcG　100　i．u．投与後6，9，10，11，12，13，15，24時間に卵巣を

摘出しそれぞれ卵胞と閤質に分け025Msucroseを含む0．1MTris－HCI　bufferでPolytron　homoge－
nizerを使いhomogenizeした。次にlS，OOO　×　g　30分間遠沈後，上清をchick　embryoにより作製した基質

（3H－proline　laveled　protoco11agen）と30分間incubateし，遊離した3Hの放射活性を3H20として蒸溜

回収後測定し，P．H．活性とした。

　〔結果と考察〕卵巣間質にはその活性が低いものの，明らかに本酵素活性が存在することが観察され
た。しかし間質組織では排卵期を通じて有意な変動を示さなかった。成熟卵胞にも本酵素活性は存在し，

しかもこの活性は間質に比べて有意に高い。また排卵期と思われるhCG投与後12時間前後には著明な

変動を示し，黄体期も高値を維持する。以上の成績より，家兎卵胞中にprolyl　hydroxylase活性が存在
し，排卵周辺期において本活性は，コラーゲン分解と関連して有意の活性変動を示すことが明らかとな

った。

6

排卵誘発剤投与時の卵胞発育と内分泌動態

聖マリアンナ医大・産婦人科，　　○石井明治，林　方也，浜田　宏

　　　同・臨床検査超音波室※　　　永江　学，X宇沼のり子※

　第ll度無月経とclom　iphene無効例にHMG－HCG療法が一般に用いられ，重症無排卵症治療に有効であ
るとされている。しかし卵巣過剰刺戟症状と多胎妊娠などの副作用が現在問題となっている。従来，排卵

の有無はBBT，頸管粘液および血中steroid　hormoneの消長によりなされているが，　Hacheldrらによる超

音波断層法を用いた卵胞の発育と排卵の推定がなされて以来，卵胞発育に関する多数の報告をみるに至っ

た。　今回私達もUitrasonographyによる卵胞の発育と排卵の推定を観察し，さらに内分泌動態との関連
について検討を行ったので報告する。
　1）対象および方法　　正常月経周期婦人をcontrol群とし，当院産婦人科内分泌外来受診中の無排卵
症の患者を対象として，clomiphene投与，およびHMG－HCG療法を行ない卵胞の発育を経日的に観察し，
さらに血中LH，FSH，estradio1，progesteroneをRIA法により測定し，卵胞発育と排卵ならびに血中ホ
ルモン動態との関連について検討した。
　2）成績　　contro1群の正常性周期婦人では，5㎜以上の卵胞像がLH　peakの一5～＋ldayに観察され
その最大横経は19．8士6．2mozであった。　clomipheneおよびHMG－HCG療法を行った無排卵症群の卵胞の大きさ

はcontro1群の正常性周期婦人のそれより大きいことが観察された。また卵胞数はcontrol群13例では全て1

個，clomiphene投与例では卵胞数1個が多く，9例中1例に2個がみられた。またHMG－HCG療装例では
13例中4例に1個，13例中9例に2個以上の卵胞がみられ，このうち2例に5～8個の卵胞の増大が認め
られた。さらにclomlphene－HMG－HCG療法では，　LH　peak後，卵胞様像存続が12例中7例に認められ，

そのホルモン動態はcontro1群に比してestradio1，LHの高値，特にestradiolの高値をみる症例が多
く認められた。
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7

超音波模査による排卵期卵胞の観察

　　　　　　　　　　　　一腹腔鏡所見との対比一

東海大産婦人科

東海大学病院中検

o本田育子，篠原正樹，杉原義信，井上正人，

　藤井明和

　三浦寿美恵，小林久雄

不妊症の診断，治療において卵胞の発育及び排卵の経過を観察，予知することは重要な問題である。今
日，産婦人科領域ではその非侵襲性，再現性，簡易性などの利点から超音波検査法は広く活用されてお

り・卵胞発育，排卵経過についても多くの報告がある。今固我々は排卵が予測される時期に超音波検査
にて卵胞最大径を計測し，直後に腹腔鏡検査を行ない，卵胞液を吸引しその結果を比較検討したので報告する。

対象は本院家族計画外来にて検査治療を受けている不妊症婦人30名で，外来にてcl㎝id　lO吻／日処
方を受け入院，膀胱充満下に超音波検査を行ない卵胞が認められたものに腹腔鏡検査24時間前にHCG
5000単位を投与した。更に腹腔鏡検査直前に再度超音波検査にて両側卵巣の卵胞数，卵胞最大径卵胞内部

echo及び子宮・ダグラス窩の状態を観察した。その後直ちに腹腔鏡検査にて卵胞の状態を観察し，卵胞
液を吸引し卵胞液容量，卵子の有無を確認し超音波計測値と比較した。超音波検査にて観察された卵胞

数は片側O～4個，腹腔鏡検査で同数の卵胞を確認された卵巣は約60％であった。卵胞最大径は12
～ 46㎜，吸引による卵胞液容量は1～31㎡で、卵胞最大径と卵胞液容量の間で高い相関が認めら
た。卵子の確認された卵胞は卵胞液吸弓1を行なった卵胞の35％にて，その平均卵胞最大径は25㎜，

平均卵胞液容量は7．7，・zeであった。また卵胞破綻口（stigrrn）を認める卵巣からも成熟卵子が採取さ

れたことにより1固々の卵胞の排卵時期にバラツキのあることが示峻された。ダグラス窩貯溜液は20～
30ntより超音波検査上で観察された。

8 超音波断層法による卵胞の観察

一 経膣的走査法の検討一

京都大学医学部婦人科学産科学教室

0森本紀彦，野田洋一，高井一郎，山田一郎，東條伸平

　超音波断層法による卵胞形態のより簡便かつ有効な方法の開発を目的として，経膣的走査法による検討

を行い，従来行われている経腹壁的走査法と比較検討した。

　経膣法は70名の不妊症患者を対象に，電子セクタ走査方式による診断装置（周波数2．4，3．5，5MH，）によ

り，膣内または膣入口部より行い，一方経腹壁法では15名の正常月経周期をもつボランティアを対象に，

電子リニア走査方式による排卵日前後の卵胞形態の連続的な観察を行った。経腹壁法による観察の結果，
推定排卵日3日前（day－3）から推定排卵日（day　O）以後2日目（day＋2）まで，卵胞径は平均15．6±4．0，17．5±

1．5，19．8±2．3，21．8±1．8，2α4±2．6，1・9．0±24㎜の推移を示した。また排卵の予知に関しては，卵胞径約2・Onzm

が妥当であると判断されたが，排卵の確認には，黄体化無排卵症（mn・ptured　luteinized　f・］1icRe）や複数の卵胞

が同時に存在する症例などでは，注意深い観察が必要であり，判定には慎重を要すると考えられた。卵胞
の検出率や卵胞形態の識別は両方法とも同程度であるが，被検卵胞までの平均距離は，経膣法で5．6㎝であ
るのに比して経腹壁法では7．2・cmとなり，経膣法で有意に短かく（P〈0．01），かつ膀胱充満法による卵胞への

影響も少ないことから，自然な状態の卵胞をより近接して観察しうる点で経膣法がより有利であると考え
られた。
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血中Estradio且値モニターによる排卵誘発時期の検討

社会保険徳山中央病院産婦人科
　　（、伊東武久　　野見山宏寿
　　　道上文和　 蔵本武志

山下三郎

（目的）排卵日を確実に推定することは現在不可能であるが、精子や卵子の受精能から考えると排卵前
に排卵Hを予知し、AIIIや性交指導を行えば妊娠率を向上させることができる。排卵日の予知には主
に頸管粘液検査法が用いられてきたが、頸管粘液分泌不全例やclomiphene投与時には予知は困難であ

る。そこで我々は各種排卵誘発剤の投与時に血中Estradiol（E2）を測定して、　E，値がどこまで増加

すれば排卵が誘発され易いかを検討した。
（方法）排卵誘発剤無投与群，ctomiphene投与群，　HMG投与群（前周期及び今周期前半のE，値が

低値なものにHMG投与，およびclomiphene十HMG投与群（月経10日目よりHMG併用）に隔日に
E，値をRIAで測定し、前々日のE，値をもとにHCGで2日以内に排卵しうるE2値を検討した。
排卵の判定には血中progesterone　5ng／m6以上，　BBTの上昇，　E2のdipをもって判定した。
（結果）①無投与群の排卵2～3日前のE2値は平均342P9／meであった。②clom且phene投与群の
排卵2～3日前のE2値は平均765P9／meであった。③HMG投与群では平均473P9／meであった。
④c【omlphene十HMG群では平均926P9／meであった。⑤無投与群にHCGを投与し2日以内に排
卵が起る例のHCG投与2～3日前のE2値は平均286　P9／meであった。⑥clomiphene十HCG投
与群ではHCG投与2～3口前のE2値は平均769P9／meであった。⑦HMG十HCG投与群でのそ
れは、平均777P9／meであった。⑧ciomiphene十II　MG十HCG投与群でのそれは754P9／me　で
あった。以上の事より夫々の値でもってAIH及び性交指導の計画を立てると排卵日と一致しやすい。

しかしPCOの場合にはE2のモニター一で排卵を推定することはできない。



（590）　152

11HMG．HCG療法におけるモニタリングについて

岡山大学医学部産婦人科学教室
〇五島良太郎，清水一二美，林　　伸旨，早田　幸司，占部　　清，

　吉田　信隆，秋本　胱久，関場　　香

〔目的〕HMG－HCG療法における卵巣の被刺激状態の評価は重要である。前回HMG－HCG療法の
モニタリング療法として我々の開発した高速液体クロマトグラフィーによる血中性ステロイドホルモン迅

速同時測定法が有用であることを報告した。今回この測定法をプロスペクティブに活用して，HMG投与
量並びにHCG切り替え期の決定を行ない，また同時に超音波断層法による卵巣の形態学的観察を行った。

〔方法〕当科不妊外来のHMG－HCG療法施行例（19例22周期）について連続的に血中ステロイドホ
ルモンを測定し，血中Estradiol（E，）レベル800pg／nt以上に達した時点でHCGへの切りかえを行った。

超音波断層法にはAloka　SSD250型リニァ電子スキャナーを使用した。
〔成績〕今回検討した症例中2例2周期は無排卵であったが，HMG；900　iu／dayまで増量してもE，；800

pg／neに達しなかった例である。他の症例は全例排卵し，　HCG切りかえ時期には，　E，；1384．　0±672．6pg／

ne（mean士SD），最大卵胞径20．8±3．　4　rm，最大卵胞体積3．0士1．　6　crf，最大径10ntm以上を示す卵胞

数6，h・4．6コ，最大卵巣径54．3±13．2筋，であった。妊娠した1例ではE，；1240　pg／励最大卵胞径26

ntntであった。

〔結論〕我々の開発した血中ステロイドホルモン測定法のプロスペクティプな活用は，HMG投与量，

HCG切りかえ時期の決定に有用であった。又E，レベルによって決定されたHCG切りかえ時期には最
大卵胞径，20．8土3．6π遡に達しており今後さらに検討を加えたい。

12
HMG－HCG療法における投与法の検討
一一 HMGの隔日投与法と連日投与法の比較一

　長崎大学医学部産科婦人科学教室

O中野龍夫，出口晴彦，今村定臣，石丸忠之，山辺　徹

　HuaM［X3療法の際の副作用の1つに卵巣過剰刺激症候群（QHSS）が挙けられる。このQHSSの発生誘因

としてHMGの連日投与による血中FSHの畜積増加が考えられる。そこでHUCを隔日に投与し（隔日投与）

，その際の排卵率ならびにQHSSの発生率などを連日投与法と比較検討した。［方法］無排卵症38例（169
周期）にHMGを原則として等量10日間連日投与した。そして，このうちの12例については，引き続き

HbKlの隔日投与を行い，両投与法による排卵率およびOHSSの発生率を比較検討した。さらに一部の症
例において，連日採血を行い，血中M，FNIをRエAにて測定した。［成績および考案］①連日投与法にお
ける排卵率は症例および周期別ではそれぞれ89．59，68．09であり，OHSSの発生率はそれぞれ57．99

，21．99であった。②両投与法を行った同一症例（12例）の症例および周期別の排卵率は，連日投与法
ではそれぞれ91・7劉70・S9であったのに比べ，隔日投与法のそれは，それぞれ58．39。，47．39であっ

た。また排卵までの日数は連日投与法では平均16．3周日であるのに比べ，隔日投与法では平均24．5周日

であり，排卵までの日数の延長は隔日投与法においてより顕著であった。QHSSの発生率は連日投与法
では症例別66・79，周期別29・29であったのに比し隔日投与法でのOHSSの発生は1例も認められなか
った。③QHSSの発生がみられた症例において，両投与法間のHMGの1回投与量と総投与量ならびに
HCGの総投与量の違いを検討した結果，　HryK）やH㏄の投与量に差は認められず，HMGの投与形式の違い

が（HSSの発生に関与していることが推察された。④血中田は両投与法において著明な差は認められな
かったが，FSHでは連日投与法の際には，次第に増加する傾向がみとめられた。一方隔日投与法のFSH

は波状の変動を示し，全体的にみると横這いまたは微増傾向がみとめられた。以上よりonSS発生予防
の立場からすれば，HMGの隔日投与法が連日投与法よりすぐれた方法と思われる。
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13
HMG－HCG療法中にみられた

　　　　卵巣過剰刺激症候群の6例につhて

富山県立中央病院産婦人科
　　○中曽根敬一、舘野政也、南　幹雄i、舌野　徹、林　義則、
　　　北川　義彦、安沢　紀夫

　無排卵に対する排卵誘発剤の進歩は、めざましく、特にク・ミフェン療法や、HMG－HCG療法は不
妊症の婦人を扱うさいには、なくてはならない治療法となって来ている。クロミフェンは卵巣に対する

作用は柔く、副作用は抗エストロゲンとしての頸管粘液に対する作用以外は認められないが、HMG－H
CG療法は、時には卵巣に対する刺激が強力で過剰刺激作用が認められることがある。我々は、HMG－
HCG療法を行う対象としては、　LH－RHテストで無反応、或は低反応症例に対してのみ本療法を行う

ことにしている。しかしこのように症例を厳密に選んでも卵巣に対する過剰刺激反応が現われることが

ある。我々のHMG－HCG療法の基本は、1日1回150単位のHMGを毎日筋注し、頸管粘液がO．3πe以
上になった時にHCGに切りかえ、　HCG　5，000単位を毎日3～4日間筋注することにしている。このよ
うな治療法で我々は現在までに卵巣過剰刺激症候群と思われる症例を6例経験したので報告する。この

ようk症例に対して我々は、内分泌学的に検索を行ないながら非観血的に経過をみているが、6例中3

例は両側卵巣の腫大と共に腹水、胸水の貯溜の為呼吸困難をきたしたので手術療法を行なったところ数
日で胸、腹水は消失し治癒したが他の3例は手術を行わないで長期間を要して治癒した。本症の発生は

HMGからHCGに切bかえた直後に起りやすく、この時期の入念な観察が必要であることを痛感した。

以下症例毎に詳細に説明を加えたい。

14
LH－RH製剤によるマウスの過排卵誘起
皿．LH－RH製剤の投与時間帯の検討

○金山喜一・高橋敬一一・浜田光磨・遠藤克・佐久間勇次
　　　　　　　　　（日大・獣医・生理）

（目的）：一般に過排卵誘起は、PMSG・HCGなどの性腺刺激ホルモンの投与によって行われているが、

ヒト・ウシ・実験動物に反復投与すると排卵反応が低下してゆく。そこで、演者らは抗原性が低く、
生体のFSH放出を支配しているとされるLH－RH製剤を用いて過排卵誘起の検討を行ってきた。すなわ
ち、ラットにおいて誘起排卵時のFSHの大量放出が次回発情のための卵胞発育に関与していることを

示唆する報告、また排卵時の下垂体はLH－RHに対してFSH放出活性が著しく高くなることが報告され
ていることに基づいて試みたものである。先に演者らはマウスにおいてLH－一・・RH製剤による過排卵誘起
が司能であることを明らかにしてきたが、LH－RH製剤の最適な投与時間帯・投与回数などが検討課題

として残されている。今回、演者らは主にLH－RH製剤の有効投与時間帯について検討した。
（方法）：供試動物は8～9週令のddY系未経産マウスで、性周期を考慮しないで17時に排卵誘起のため

HCG　siuを投与（dayO）し、、FSHの大量放出を考慮してLH－RHをdayOの18時からdaylの18時までの種々な

時間帯に1～5回投与する8試験区を設けた。LH－RH製剤はコンセラール（武田薬品）を用い、1回の投与
量は演者らの先の報告で有効量とみなされる0．025mcgとした。排卵検査はday2の17時に5iuのHCGを投

与し、24時間後に卵管膨大部内の卵子を算定し排卵数とした。　（結果）：対照区は平均排卵数13．1個
であり、試験区では9～40個であって、daylの04時の1回投与区は15．4個であったが最も良好な試験
区は・dayOの22時・daylの02・06・10および14時の5回投与区の成績で24．1個の排卵が認められた。
　以上の結果から、マウスにおいて排卵推定時刻以降の田一RH製剤の2～4回投与が次回排卵数の増加
に大きな意義を持つことが示され、過排卵誘起に有効な処置方法であるといえよう。
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15

Gn－RH間歌投与による単一排卵誘発法にっいて

自治医科大学産科婦人科学教室

　○荒木重雄、近沢幸嗣郎、大草尚、赤堀彰夫、玉田太朗

　（目的）HMG療法による排卵誘発に際して、過剰排卵に起因する多胎妊娠と卵巣過剰刺激症候群は患

者にとって極めて由々しい問題である。この度、私どもは患者自身が任意にGn－RH溶液を静注できる

インフユーザーを開発し、それを用いて単一排卵の誘発に成功したので報告す。　（手法）前腕の静脈に

極細留置針を挿入し、逆流防止装置付接続管を介してインフユーザーと接続した。この装置を用いてヘ

パリン生食に溶解したGn－RHを午前7時から午後11時まで2時間毎に間歌静注した。2日毎にインフ

ユー ザーは交換したが、留置針は2週間前後の使用が可能であった。Gn－RHの一回静注量は2，5又は

5μgを用いた。対象は無排卵周期症3名、稀発月経7名、続発性第一度無月経6名、続発性第二度無

月経4名の20名とした。　（結果）Gn－RH投与中にLHsurgeが発現し排卵した者は7名8周期中4名4
周期にみられた。LHsurgeまでのGn－RH投与日数は平均11日を要した。　Gn－RH投与により卵胞が1一分

成熟したと思われる時期にHCG8000単位一回筋注した例では9名に12周期中8名11周期排卵、　Gn－RH

投与日数は平均15日であった。ほぼ2週間のGn－RH投与で卵胞成熟が不十分な者には短期HMG療法を

追加したが、この場合8名10周期中7名8周期に排卵、Gn－RH投与日数は平均ユ3日、　HMG投与1」数は

平均3．2日であった。疾患別排卵率は無排卵周期症3名中ユ名、稀発月経7名中6名、第一度無月経6

名中6名、第二度無月経4名中4名、総合すると20名中ユ7名85％、30周期中22周期73％であった。18名

の婦人が妊娠を望んだが1名が1周期目で妊娠した。クロミフェン無効第一度無月経患者2名がGn－

RH投与で排卵、次周期はクロミフェンに反応して排卵し妊娠に成功した。排卵に成功した中のユ1周期

で超音波断層診断を行い単一排卵を確認した。経日的ホルモン動態をみるとLH、　FSH、　E2及びPは

ほぼ正常域の値を示し、正常な単一排卵が示唆された。

16

prednisolone・clomiphene療法の奏効機序について

京都府立医科大学産婦人科学教室

　　○東山秀聲，保田仁介，岡田弘一一二

　clomiphene無効の比較的軽症排卵障害にはpolyeystic　ovary症候群が多く，これに対しprednisolone
とclomipheneの併用療法を行うと，極めて高率に排卵が誘発され，妊娠成立も良好なことは報告した。
この療法の奏効機序の一一端を解明する目的で，prednisoloneの投与を行った周期（prednisolone周期）と

これを行わなかった周期（対照周期）におけるPremarin負荷後のP・sitive　feedbackについて比較検討を
行った。対照周期の血中E，レベルから，症例は50pg／m1未満（A群），50～100　pg／面未満（B群）ならびに

100P9／団以上（C群）に分類した。各群における対照周期とprednisolone周期のPremarin負荷直前の血
中E，は，A群では29．7P9／nlから64．Op9・／mlへ，　B群では64．0　P9／mlから170．　4　pg／nlへ，またC群で

は157・　3　P9／壬nlから334・5P9／mlへと・有意に増加した。また，血中LHはすべての群で，対照周期の高

LH例はprednisolone周期にはLHは正常レベルまで低Fした。Premarin負荷後のLHの最大増加率は，
A群の対照周期では150％を超えた症例はなかったが，prednisolone周期では150％を超える症例がみら

れた。しかし最大増加率が200％以上のものは認められなかった。B群では，対照周期のLHの最大増加
率は100％未満・100～150％未満，150～200％未満，200％以一Lと種々の値を示した。Prednisolone周
期の最大増加率はすべて100％以上となり，200％以一ヒの最大増加率を示したものが7例中4例となった。

C群では対照周期，prednisolone周期ともLHの最大増加率はすべて200％以hであった。　以上の成績か
ら・clomiphene無効例にはestrogenに対するpositive　feedback機能不全例が多いことがわかった。これ

にprednis。loneを投与すると，卵巣からのestr・gen分泌が増加するが，これはprednisoloneのLH分泌
抑制によって卵巣からのandrogen分泌が抑えられ，その結果卵胞発育が促進されることによると考えら

れた・またpositive　feedbackの改善はandrogen分泌の低トとestrogen分泌の充進によると推測された。
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17　0K．o－o，による排卵醗作用の検討について

日大医学部産婦人科学教室

　O小野隆房，村井一郎，萩原　寛，加藤秀男，柳沢洋二，田　根培，

　　津端捷夫，高木繁夫

　γ一オリザノールなどの植物性ステ・イドは不定愁訴を有する自律神経失調症などに効果を示すとされ

るが，その一種であるOK－O－05（trimethylsterine製剤）はラ。トに齢いて，視床下部内のmonoami－

ne濃度を増加すると報告され（第55回日本薬理学会総会，日大薬理学，安藤博文，斉藤章二），間脳一

下垂体系作用を有することが示唆されている。そこで未婚第1度無月経婦人に対するOK－0－05の排卵
誘発効果をみると共に，血中LH　，FSH，　Prolac　tin（PRL），dopamine濃度の変化よbこの物質のヒト排卵

に及ぼす影響を検討した。〔方法〕実験対象はn。rmoprolactinemiaを有する第1度無月経婦人（18－

22歳）とし，gestagenによる消退出血後5－7目よりOK－O－05：100㎎を14日間連日投一与したoまた

投与前後における血中LH，FSH，PRL，d。pamineは前3者をRIAで，　dopamineはHPLCを利用して
測定した。さらに投与前にLH－RH　testを施行し，各症例に澄ける下垂体機能の相違を検討した。

〔成績〕排卵の有無の診断はBBT，血中estradioLprogesteroneによb行ったが，　OK－O－05投与によ

b6例中1例に排卵を認め，他の1例に無排卵性月経が認められた。そこで無排卵例をAO群とし・その
血中ホルモン動態を検討すると，血中LHは投与前値の19．3±8．　lmlU／，izeから投一与後は39．3±17．4mlU／”ze

と約2倍に増加し，血中FSHにも増加傾向を認めたが，　PRL，dopamineには変化がkかった。一方排卵

例に詮けるLH，FSHはAO群とは明らかに異なb投一与前に高値を示し，　PRL値は投与後低下するのが認

められた。LH－RHに対する下垂体からのgonadotropin分泌パターンもAO群とは異なり，殊にLH分泌に
おいて排卵例では正常域をとるのに反し，AO群のそれは30分以後過剰分泌型を呈した。一方FSH分泌
パターンは両群における差が認められず，下垂体機能が正常に保たれている症例にのみ排卵が誘発され
た。〔結論〕この成績は中枢性排卵機構にOI（－0－05が作用する可能性があることを示唆したものと考える。

18　当科不妊外来における漢方薬単剤使用の臨床成績

群馬大学医学部産科婦人科

○宇津木利雄，五十嵐正雄，矢崎千秋，谷口雄一，野村修一

　群馬大学産婦人科不妊外来で，排卵障害による不妊婦人に漢方薬を単剤で投与した。投与した漢方薬

は桂枝萩苓丸，八味地黄丸であり，ホルモン剤とか他の薬剤は全く投与せず治療効果をみた。

　L桂枝秩苓丸投与　無排卵周期症3名，1度無月経5名，皿度無月経8名，合計16名に2～12ヵ月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50％であ間投与した。頸管粘液の増加した症例は，1度無月経1例，皿度無月経4例で、各々20％，
　　　頸管粘液の増加した症例の頸管粘液量は，投与開始後1～2ヵ月で増加を示し，1～2ヵ月間持った。
続し，増加量は100Wi以下と比較的少量の増加例が多い。排卵に成功した症例は1度及び皿度無月経で
は1名もなく，無排卵周期症は3名すべて排卵した。又排卵までに要した桂枝萩苓丸の投与日数は，12

日，28日，79日であり，2例は1ヵ月以内に排卵しており，1例妊娠した。
　L八味地黄丸投与　無排卵周期症7名，1度無月経7名，中枢性皿度無月経7名，卵巣性皿度無月経
3名，合計24名に3～12ヵ月間投与した。頸管粘液のみ増加した症例は，無排卵周期症0，1度無月
経1名（14％），中枢性皿度無月経2名（29％），卵巣性皿度無月経1名（33％），で全体で17％の
症例に効果を認めた。月経発来のみ認められた症例は，1度無月経2名（29％），中枢性皿度無月経2
名（29％），卵巣性皿度無月経0で全体で28％で効果を認めた。排卵に成功した症例は，無排卵周期症

4名（57％），1度無月経3名（43％），皿度無月経では中枢性，卵巣性とも排卵例を認めず全体で33
％に効果を認めた。排卵例の中で2例が妊娠した。頸管粘液量の増加，月経発来，排卵のいずれか1つ

でも認めたものを有効と判定すると，21名中15名71％に効果があった。
　従来，男性の睾丸機能低下にのみ効果があるとされて来た八味地黄丸は女性でも・無排卵周期症に対

してF．・　7　％；1度無月経に対して43％の排卵誘発効果を認めた。
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19　中枢性原発性無月経に関する検討

九州大学医学部産婦人科教室

　○堂地　　勉，永田　行博，中村　正彦，津田　知輝，尾上　敏一，

　　大久保信之，野崎　雅裕，吉満　陽孝，楠田　：雅彦

　原発性無月経は治療の対象とはなりにくい卵巣や性管の異常に由来する症例が多いために極めて悲観
的に考えられてきた。しかし少数ながら排卵誘発可能な中枢性の症例も存在するoしたがって原発性無

月経の患者から排卵誘発可能な症例を抽出することは重要なことである。

　今回われわれは間脳下垂体機能不全によると考えられる中枢性原発性無月経23例についてその卵巣の

反応性（卵巣予備能）を中心に検討を行った0

　23例中1例は神経性食思不振症，1例は汎下垂体機能低下症，2例がPCOタイプを示し，19例は
特発性下垂体機能低下症であった。無月経の程度は2例が第1度無月経，21例が第2度無月経であった。

　11例にhMG－hCG療法を行ったところ9例（81．8％）が排卵した。卵巣のゴナドトロピンに対する反

応性をLH－RH負荷による下垂体予備能との関係で見ると，下垂体予備能のある症例は少量のhMGで
反応し排卵したが予備能のない症例は多量のhMGを必要とした。これは少量とはいえないゴナドト・ピ

ンのprim　ingがあるかないかと相関していると考えられた。　C　lomidで排卵した症例が1例あった。

　以上のことから原発性無月経のうち中枢性と考えられる症例は積極的に排卵誘発を試みてみるべきで
あるo

20下垂体一卵巣系機能検査としての

　　　　　　　LH－RHテスト

徳島大学医学部産科婦人科学教室

○竹内　悟，山野修司，大野義雄

　森　崇英

　目的：LH－RHテストを，ド垂体一卵巣系の総括的な機能検査法として用い得るか否かを検討する

ことを目的とした。

　方法：止常月経周期を有する婦人の卵胞期にLH－RH　100　”9を静注，血中LH，　FSH，　pr㎎ester㎝e

（P），testosterone（T），　androstenedione（A）およびestradiol（E2）を投与後6時間目に至るまで経時

的に測定した。

　結果：性ステロイドとゴナドトロピンの反応A°ターンから，4つの反応型に分類することが可能であ

った。Type　IではFSH・LHともIE常反応を示し，　LHの・過性のヒ昇と同時，またはこれより遅れ

てPあるいはandrogenの一ヒ昇を認め，これにひき続いてE2が4～6時間後に上昇した。　Type　I［では

FSHとLHは良好な反応を示し，　LHの一一過性上昇にひき続きP，　TまたはAの明瞭なL昇を示すこ

となくE2が4～6時間後に上昇した。　Type皿ではFSH，　LHとも良好な反応を示し，　LHの上昇を

追うようにPまたはandrogenの上昇は認められたものの，　E　2の⊥昇はおこさなかった。　Type　lVでは

FSHの反応は不良であったが，　L　Hの反応は良妊でこれにひき続いてPまたはandrogenの一過性1・

昇を認めたにもかかわらず，E2が無反応であった。

　結論：卵胞期におけるLH－RH投tJLに対するド垂体一卵巣系の反応は，　L　H－androgen系とFSH

－ estrogen系の両者が複雑に作動していることが不唆された。
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21LH－RH　tw。，t。pt。，tによる・ト正常例のFSH、FSH－ctの検討

慶応義塾大学医学部産婦人科学教室

0林　保良、牧野恒久、末包博昭、高橋　守、大野虎之進、飯塚理八

●

〔目的〕

　下垂体前葉ホルモンの合成と放出の両者を窺うLH－RH　two　stepによって・nativeFSHと
FSH－Ctの放出と合成の両者を正常成熟婦人ならびに成人男子について検討するζとを目的とした。
〔対象於よび方法〕

　正常性周期婦人の卵胞期7名、排卵前期6名s黄体期5名Mさらに更年期後婦人5名i正常成年男子
5名、計28名を対象Va　LH－RH　two　step投与を行った。　LH－RHIOO　pt9筋注直前と筋注後30’、

60t、90’、120t、に採血し60’の採血直後2回目のLH－RH100μ9を筋注投与し試料はそれぞれの

RIAにてFSH、　FSH－aを測定した。
〔結果〕

　第1回のLH－RH投与後30「・60「のいずれか高値と投与前値の差を△1とし、90’、120’または
180’時の最高値と60’値の差を△2と定義した。△1は下垂体のホルモン放出能に相当し△2は放出

と合成能に相当するものと思われる。’△1△2ratioは△2／△1×100（％）であらわした。正常性周期

婦人va　｝＝けるnative　FSHの△1の値は排卵前期〉卵胞期〉黄体期・△2は排卵前期〉卵胞期〉黄体
期、FSH一αの△，の値は排卵前期〉卵胞期〉黄体期・△，の値は黄体期〉卵胞期≧排卵前期となった。

正常成人男子と更年期婦人の血中FSH、　FSH一αはいずれも放出の△1は合成の△2より優位のパター
ンを呈した。

〔結論〕　以上の結果は正常成熟婦人においてLH－RH　two　stepを行なうとFSHとFSH一αの△1
は性周期各期で一致した。FSHとFSH一αの△2については解離する興味深い結果を得られた。

22

LH－R且tWo日tθp　testによる第1度無月経の血中ゴナドトロピンの動態

東京都済生会中央病院産婦人科

　○横倉恒雄・市川文隆・亀井　清・高橋　明・明石敏男・落合　寛

　下垂体前葉ゴナドト0ピv合成と放出能を同時に検査できる方法として新らたにエ・H－R且two　8tθp

testを開発した。第1度無月経患者8例と正常月経周期を有する婦人の卵胞期、排卵期、黄体期および
更年期婦人、正常男子を対象とした。方法はLH－RH　IOO　Pt9を60分間隔で2回投一与し、採血0．50．60，

90，120，180分に行ない、血中LH，FSHをRエAで測定した。　LH－RHはそれぞれ0．60分採血直後に投
与した。また50，60分何れかの最高値と負荷前値との差を△1とし、90，120，180分の最高値と60分値

との差を△2とし、ムゲム1のratioも併せて分析した。第1度無月経患者の血中LHの負荷前値は7・6．88
±8．D7　n9／nf、負荷後50分に487，38±50．68　n9／nfと第1のピークをつくり、　L　H－RE　2回目負荷後では

120分に45　6．36±67．　28　n9／meと第2のピークを示した。一方FSHは負荷前値が19ZOO±1％7n〃劒、

60分値489．50±5　4．5　8　ng／nLe、180分値592．75±49．　55　ng／meと第1、2のピークを示した。この第1の

ピークはLH－RH初回投与により下垂体前葉ゴナドトロe．ンが血中に放出されたものであり、第2のif　一

クは初回の投与刺激により下垂体前葉に新らたに合成されたゴナドトロピンが、2回目の投与により血
中に放出されたものと考えられる。即ち第1のピークは下垂体前葉ゴナドトロピン放出能を示し、第2
のピークは合成と放出能を示すものと思われる。また第1度無月経のLHの△1は41050±44．60　n9／me、
△2は85．88±29．70　n9／nd、△z／A：ratioはO．2　1±O．06であつた。この△2／Al　ratioは正常婦人の卵胞期

黄体期に比べ、排卵期、更年期婦入、正常男子と同様に低値であり、第1度無月経患者の下垂体前葉ゴ

ナドトoピン分泌は卵胞期、黄体期と比較し、合成能より放出能が優位である事が推察された。
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23

男子不妊症に対するclomid投与例へのLH－RH負荷の検討

川崎医大・泌尿器科

○木内弘道・河原弘之・大田修平・田中啓幹

特発性男子不妊症例に対してPaulson覇cksmanの投一与方法によりclomiphene　citrate　25～
50mg／day投与を行った。投与3～12ケ月後にgonadotropinの上昇を認めなかった症例に対して，
LH－RH　IOOptg／i．ii　ft荷を行ったところLH，FSHの過剰反応がみられた。これら症例の下垂体予備

能につveて若干の検討を行ったので報告する。

　対象：01ig　ozoo　spe　rmiaの特発性男子不妊症例のうち，　clomiphene　citrate投与によりLH，

FSHの上昇がみられなかった10例。
　方法：clomiphene　citrate投一与直後，中止後3～6ケ月後にLH－RH100μg／i．v．負荷，　c　10m　i－

phene　eitrate負荷を行い，血中LH，FSH，　testesterone，prolactineおよびestradio1を
RIAで測定した．
　結果・考按：clomiphene　citrate投与によりLH，　FSHの有意な上昇を認めなかった症例はLH．
RH　100μg負荷によりLH：27．4倍、　FSH：8．2倍の最大反応を認めた。これはclomiphene

citrateにより下垂体予備能の増加が起った事を示しているが，gonadotropinの放出はおこなわれ
ず，間脳・下垂体不全を示唆していると思われた。投与中止後3～6ケ月後のLH－RH負荷ではLH，

FSHの上昇は正常範囲内の変化であった。投与前後のT，PRL，　E2は正常範囲内の変化であった。
spermatogenesisの賦活には，　clomiphene　citrateの有効性が報告されてveるrf　一部の症例で
は下垂体予備能の増加のみにとどまり，clomiphene　citrateの投与量，投与方法に考慮が必要で
あると考えた。

24　Prostaglandinの下垂体Gonadotropin放出作用に関する研究

　　　　　一とくにProstaglandinD2について一

慶応義塾大学医学部産婦人科学教室
o
有澤正義、牧野恒久、和泉俊一郎、谷本　敏、吉村慎一、飯塚理八

　近年prostaglandin　D，（PGD，）が脳・とくに視床下部一下垂体に多量に存在することが報告さ

れ、その生物活性、生理作用が注目されるにいたっている。今回我々は、PGD2の生理作用の一端を
明らかにする目的で、in　vi　troの系を用いて下垂体前葉に対するPGD2の、gonadotropin放出作用
およびcyclic　AMP（c－AMP）に対する効果を調べ、従来のprostaglandin　EI　E2αの効果と比較検
討した。研究方法は・SD系成熟雄ラットを断頭後・直ちに下垂体を摘出し・後葉を除去した後、半切

して一方をcontrolとした。半切下垂体は、95％02、5％CO2で飽和したTC199培養液にて培養
し、30分の前培養の後、PGD2を作用させたQ　PG　D，作用後・4時間の培養液中のLH、FSH　濃度は、
PGD，250μ9／諺でやや上昇傾向を示し、500μ9／nfで・LHは61．0士1・2．9・pt9／認　（mean±S．E．
control；23．6±3．6μ9／πムP〈0．01）、FSHは1　O．1十3．5μ9．／磁（contro1　；　3．5　tO．4μ9／絃、　P〈0。01）

と、LH、　FSHともcontrolに比べ・約3倍の有意の増加を示したQ　下垂体前葉中のLH、　FSH
量は、ともに大きな変動はなかった。一方下垂体前葉のc－AMP量は、PGD2200μ9／ne以上で、同じ
く2～3倍の有意の上昇を示しその増加は、10分以内に急速に起こり、eなぼ30分近く持続する反応であ
ることが確認された。これをPGEp　F2aと比較すると、E，，F2　ctはともVc　E，10μ£／me以下、　F2a　150

μ9／nte　以Fの濃度で、ともにC－AMP量を20倍以卜、上昇させるにもかかわらず・LH、　F　SHに対

する放出作用は・むしろPGD2よりも弱く・このことは・PGD，がgonadotrophの細胞内のc－A
MP量をN直接あるいは間接に・特異的に上昇させる可能性があることを示唆するものと考えられた。
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25若年婦人の続発無月経に対する内分泌白験討

○安達知子，下平由美子，村上光恵，和泉玲子，松峯寿美

　黒島淳子，吉田茂子，大内広子

　昭和56年1月～57年4月30日までに当科を初診した無月経、月経異常、不妊を主訴とした
10代、20代の女性のうち、下垂体・卵巣系のホルモソ測定を行ったものは169名であった。
内分けは、10代は無月経23名、月経不lil頁26名、月経困難症12名、不正出血8名、不妊D名、
その他4名、20代は無月経55名、月経不順16名、月経困難症2名、不正出血10名、不妊10名、
その他3名であった。そのうち、無月経群は、10代、原発無月経3名（18才未満2名）、
続発無月経20名、20代原発無月経ア名（うち、明らかな器質的疾患3名）、続発無月経48
名であった。
今回は特に、続発無月経群に対し、誘因、無月経期間と各ホルモソ間の関係を、IO代・
20代に分けて検討したので報告する。

26
　　　実験的停留睾丸の研究（第7報）
　　　　　一停留解除後の睾丸組織変化一

東京慈恵会医科大学　泌尿器科

　○小寺重行，桂井清人，池本　庸，稲葉善雄，町田豊平

　目的：幼若ラットに停留睾丸を作成し，停留解除の時期をSertoli　junctional　complexが形成される

直前と以後に分け，解除後の睾丸造精機能の回復を組織学的に検討した。

　方法lWister一今道系，生后5日令ラソトに対し，エーテル麻酔下で腹腔内に睾丸を固定し両側停留

睾丸を作成した。実験は3群に分け，A群は20日令時に停留を解除し，睾丸を陰嚢にもどしたもの。　B

群は30日令時に停留を解除したもの。Control群は5日令時にsham　operationを行ったものとした。い
ずれの群も生後60日令で屠殺し，両側睾丸を摘出，睾丸組織切片を光顕および電顕で観察した。

　結果：A群では，精細管はControl群とほぼ同等の直径であり，精子，精子細胞tで認められた。電
顕的観察では，Sertoli細胞の脂肪滴がC。ntrol群に比しやや増大していた。　B群では精細管は萎縮し，
精母細胞は認められるものの極度にその数は減少してveた。電顕的には，　Sertoli細胞の脂肪滴の巨大

化，空胞形成が認められた。
　考按：ラットでは13日令頃よb減数分裂が始b，20日令でSertoli　junctional　complexが完成する。

そこで，停留解除を20日令直前と以後にわけて検討したところ，20日令での停留解除は5日令時の対象
群と同じ回復であった。20日令以後まで停留が放置された場合は，停留解除後の造精機能の回復は困難

であった。したがって臨床的に停留睾丸の睾丸固定術の時期は，早期ほど予後はよvaものと考えられた。
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27
実験的停留畢丸の研究（第8報）
　一無下垂体ラット停留睾丸の組織変化一

東京慈恵会医科大学　泌尿器科

○稲葉善雄，桂井清人，池本　庸，小寺重行，町田豊平

　実験的停留睾丸にみられるLeydig細胞の増殖的変化は，　feed　back機構を介したFSH分泌充進に
随伴するLHの過剰刺激によるものではないかと，日本不妊学会雑誌，第25巻に誌上報告した。今回
は，下垂体の影響を除いた実験モデルに停留睾丸を作成し，その睾丸の変化について検討してみた。
　実験方法：生後21日令のウィスターラット30匹に経耳的下垂体除去術を行ったうえに，．両側の睾
丸を側腹壁に固定する手術を行い（15匹），対照には偽手術操作を加え，術後第1週目，第2週目，第
4週目に屠殺した。睾丸組織はブァン液で固定し，包埋，薄切後にHE染色し観察した。なお屠殺時に
開頭の上，下垂体が完全に除去されていることを確認した。また同じ実験を生後6週の成熟ラットにっ
いても行い，下垂体除去後1週目，2週目，4週目に屠殺し，その睾丸の組織変化を観察した。
　結果；未成熟ラ・トの睾丸は，下垂体除去により発育は停止し，一部存在する精母細胞以降の成熟段
階細胞はすべて脱落し消滅した。精細管腔はセルトリー細胞が特に目立ち，B型精祖細胞の数がA型に
比べ多くみられた。間質細胞はほとんどなく，2週目から4週目の時間的差違は組織学上全くみられな
v・　。一方，停留睾丸群においてもほぼ同じ組織所見で，特に間質細胞の増生もない。成熟ラットについ
ては，時間の経過と共に精細管の萎縮は著明になり，細胞の減少は著じるしく，矢張り停留睾丸群にも
間質細胞の増生は全くみられなかった。
　結語二下垂体除去によって成長過程の睾丸は，その生育を止め，成熟睾丸は段階をおって萎縮したが，
これらの変化は停留することによって特に促進された所見はなかった。また，間質細胞の増生も見られ
なかったことは，下垂体無処置ラットの停留睾丸に観察された増殖変化が，多分LHによる過剰刺激に
よるものである可能性が高まっだ。

28
停留睾丸患者の思春期発来

　千葉大学医学部　泌尿器科学教室

O相川英男　伊藤晴夫　川村健二　片海善吾　皆川秀夫　布施秀樹
　島崎　淳

　我々は昭和56年度の本学会において，停留睾丸症例の妊孕性は両側のみならず片側性の場合でも障
害される事を報告した。今回は両側および片側停留睾丸と単睾丸の症例の思春期発来について検討した

ので報告する。

　対象は千葉大学泌尿器科で昭和40年から昭和55年までの間に手術を受けた229例である。この
内訳は片側停留睾丸166例，両側停留睾丸35例，単睾丸28例である。
　これら症例の術後の経過観察を行い，身体および外陰部の発育状態，血中ホルモン（LH，FSH，
テストステロン）値の推移を見た。その結果停留睾丸術後の思春期発来は正常とほとんど変りがない事
が判明した。さらに手術施行時の年令，又両側性，片側性停留睾丸，単睾丸の症例別にも検討を加えた
のでこれらの結果につき報告する。
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停留反対側睾丸と、加齢に伴なう・睾丸血管系の変化

帝京大学・医学部・泌尿器科

　　　石田克美・真弓昌子・和久正良

　幸丸血管系の発達と畢丸の成熟とは密i接な関係にあるものと思われる。我々は、Wister系雄性ラッ

トを材料とし、樹脂鋳型法を用いて畢丸血管系を走査型電子顕微鏡を用いて、幼若ラットから老齢ラソ

トに至るまでの変化と、成熟ラットの片側翠丸を腹腔内に固定した際の反対側睾丸の変化を観察した。

健常睾丸は、成熟するにつれて次第に整然とした網状の血管系が構築されて行くが、造精能力が大きく
なるにつれてその密度が減少して行く様になって行く。この様に血管系密度が低下した、即ち、成熟し

た畢丸を人為的に停留させると、造精能の低下と一致して血管系の高密度化が生じる。この時の反対側

畢丸の血管系は、その密度を低下させ、停留翠丸が失した機能をあたかも補うかの様な変化を示したも

のが認められた。これらの現象は、造精過程が低酸素分圧下で進行する、という報告によく一致してい

るように思われる。又、腹腔内停留により生じる血管密度の上昇は、ただ単なる睾丸体積の減少によb

引き起こされる見かけ上のものだけでなく、何らかの要因によって生じる血管の細管化現象をも伴って

いるものと考えられる。又、老齢化したラットの畢丸の血管系は、確かにその密度は低いものの、もは
や整然とした体系を失していた。これらのことから、造精過程を円滑に進行させるためには、ある程度

の血管系の密度と、それを構成している血管の太さ、並びにその体系が必要な要因とされるのではない
か、と考えられる。

30停留精巣における閻細胞の形態学的変化電顕的観察

名古屋大学泌尿器科学教室　0後藤百万，山本雅憲，三宅弘治，三矢英輔

名古屋大学第2解剖学教室　　山田和順，星野　涜

　停留精巣においては，不妊が高率に観察されるが，精巣変化の病因については未だ十分に解明されて

いない。精細管上皮細胞の形態学変化については多くの報告があるが，間細胞の変化についての報告は

少なく，実際，停留精巣では間細胞に異常を認めないとの報告も多い。しかし，近年，停留精巣患者に
おける性ホルモン動態の異re　，実験およびヒト停留精巣におけるアンドロゲン生合成の低下等が報告さ

れ，間細胞の機能障害が強く示唆される。今回は，ヒト停留精巣の間細胞について，電顕により形態学
的観察を試みた。

　2才から37才の停留精巣患者20例（思春期前13例，思春期2例，思春期後5例）につき，全症例
の停留側精巣と3例（16，19，26才）の対側陰嚢内精巣，および正常成人精巣2例について電顕観察を
行なった。精巣組織は手術時に生検し，3％グルタル液，2％オスミウム酸液にて2重固定し，エポン包埋した。

　正常成人精巣の間細胞はほとんど成熟型で，広い細胞質と円形の核を有し，細胞質にはゴルジ体，糸
粒体，脂肪滴，色素穎粒等，豊富な小器官がみられるが，最も特徴的な所見は，細胞質全体に極めて密

に発達した滑面小胞体である。思春期前停留精巣では成熟細胞はほとんどみられず，未熟な前駆細胞が

みられ，思春期においても成熟細胞は少ない。思春期後の症例では成熟細胞が大部分を占めるものの，

細胞質は狭く，核の変形，ゴルジ体の発達不良，糸粒体，脂肪滴の減少等の変化が観察され，特に重要

な所見は滑面小胞体の減少であり，さらに細胞質にはしばしば，ラインケ晶体とは異なる特殊な封入体
がみられる。他方，対側陰嚢内精巣の間細胞は，形態的には正常のものと類似の所見を呈した。上記の

形態学的変化より，停留精巣における小児期から思春期にかけての間細胞の発達遅延，および思春期以
後のステロイド産生細胞としての間細胞の機能障害が示唆された。
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　　　思春期後停留精巣患者における間細胞過形成：間細胞の定量的観察

名古屋大学泌尿器科学教室

　○後藤百万，高士宗久，伊藤　博，票　紹護，成田晴紀，鈴木靖夫，

　　三宅弘治，三矢英輔

　間細胞過形成は，精巣の種々の病的状態において報告され，例えば，実験的にX線照射，ビタミンE
欠乏，熱環境等により障害された精巣や，臨床的にも，精索静脈瘤，クライネフェルター症候群，特発

性男子不妊症等の精巣において観察され，しかも通常種々の程度の精子形成障害を伴なっている。停留
精巣においても間細胞過形成の報告が散見されるが，他li　，逆に間細胞については異常を認めないとの

報告も多い。しかし，間細胞過形成については，ほとんどの場合，生検標本観察時の主観的評価に基づ
いている。Davidらは，1978年，簡潔かつ客観的な間細胞密度の定量的評価法を報告した。今回，我々
は彼の方法に基づいて，停留精巣患者の精巣における間細胞密度の定量的観察を行なった。

　16才から37才にいたる9例の思春期後停留精巣患者について，全例の停留側精巣と4例（16，19，
26，32才）の対側陰嚢内精巣の生検標本における，問細胞密度の定量的観察を行なった。コントロール

として，正常成人精巣3例についても同様の観察を行なった。即ち，生検標本の全視野を光顕にて観察

し，精細管数，間細胞数，間細胞塊数を数え，次いで問細胞数／精細管，間細胞塊数／精細管，間細胞

数／間細胞塊の各指数を算出した。さらに，セルトリ細胞についても全視野中の数を数え，従来，正確
な定量的評価法とされた間細胞数／セルトリ細胞の指数も算出した．これらの指数は互いに有意な相関
を示し，臨床使用にあたり，間細胞塊数／精細管比が最も簡潔かつ正確な評価法となり得ることを確認
した。

　すべての指数は，正常コントロールに較べ，停留精巣患者で停留側，陰嚢内精巣とも有意に上昇してお
り，停留精巣患者における間細胞過形成が定鼠的に確認された。しかも，対側陰嚢内精巣の生検も行なった4

例中3例において，間細胞過形成は，停留側精巣より陰嚢内精巣の方が有意に著明であった。

32　無精子症の検討

千葉大学医学部泌尿器科学教室

　　O川村健二、片海善吾、相川英男、伊藤晴夫、島崎淳

　クラインフェルター症候群や精管欠損、閉塞を除く無精子症では、ゴナドト・ビンは多く上昇してい
るが正常例もあるoそこでこれらの症例の睾丸組織像を比較、検討した。また無精子症例でも治療に反

応した例があbその例についても検討した○

　対象は昭和52年より56年までの5年間に不妊を主訴として来院した患者644例中の無精子症
llO例であるoこれらに血中LH、　FSH、テストステロンを調べ、　LH－RHテスト、HCGテス
ト、睾丸生検、精嚢腺造影を行ない、精嚢造影所見とホルモン値との比較を行なった。

　結果、無精子症llO例中、精管欠損・閉塞は15例、クラインフェルター症候群は14例、他に停
留睾丸，睾丸腫瘍が各1例あり、これらを除くいわゆる特発性の例は79例であったo年令は24才か

ら43才までで、平均31才であった。ゴナドトロピンは、LH、　FSHともに⊥昇は13例、　FSH
のみ上昇は127例、LH、　FS　llともに正常は33例であったo
　クロミフェン等の投与により精子出現を8例にみた。これらの多くはゴナドトロピン正常例であったo
　ゴナドトロピン上昇の有無別に睾丸組織像を検討した結果について、さらに薬物療法の効果を予知す

る因子についても検討したので報告する。
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特発性男子不妊症におけるGonadotropinの検討

東京慈恵会医科大学　泌尿器科

　○桂井清人，池本　庸，小寺重行，稲葉善雄，町田豊平

レ

　男子不妊症に診けるFSH／LH比と精液所見の関係を，　FSH／L砒と精液所見およびFSH／LH比と内分

泌謹難圭磯蕪翼診盤齢Uのうち，紆数・・x…醐下，翻率6・％以下を示

1灘簿羅雛藍携欝藷蕨嚢農難鍔鰹灘構≧無繋賂×
40～59％に分類した。内分泌学的治療は92例中50症例に対しClomid5～25㎎／dayを使用した。
これらの症例は，FSH／LH≧1の群とFSH／LH〈1の群に分け，各群に澄ける治療効果を比較検討し
　　　　　　　　　　　　　　　　で判定した。たQ治療効果はEliassonのscore
　結果：対照の正常男子21例でのFSHは4．1・一一1　3．0（平均7．07mlU／L），LHは4．6～1・8．0（平均9．84

　　　　　であった。精子数とGonadotropinの関係は，無精子症ではFSHが平均29．6mlU／L，LHmlU／L）
が平均21．4mIU／Lと高値であったが，その他の乏精子症例ではFSH，LHとも平均値は正常範囲であ
った。運動率とGonadotropinに関しても同様の傾向があった。　FSH／LH比と精子数の関係は，無精
子症21例中17例（8　O．9％）がFSH／LH≧1で他の群よりも有意に頻度が高かった。内分泌治療を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このうち有効は6例20％であった。一施行した50症例のうち，FSH／LH≧1の症例は30例で，
方FSH／LH〈1の症例は20例で，有効10例，著効3例で有効率は65％であった。
　考按：FSH／LH比は造精機能の判定に有用であると考えられ，内分泌治療ではFSH／LH≧1の症
例は，治療効果の期待が少いことが示された。

34

Flow　cytometryによる睾丸内精子形成能の評価判定

山゜大学泌尿器科゜ 踊髪：齢治三龍靖水芳幸’
山「1労災病院泌尿器科　　越戸　克和

　Flow　cy　t・　ome　t　ryは，細胞集団のDNA量を短時間に正確に測定でき，細胞動態の研究において画期的な

ものである。本装置に用いる試料作成法には種々の方法があり，各組織に適した処理法を用いる必要が
ある。今回，われわれは，睾丸組織試料作成法の検討を行なうとともに，睾丸組織内DNA量分布を測

定し，男子不妊症患者の睾丸内精子形成能の評価判定を試みたので報告する。
　（試料作成法の検討）　検体として，ホルモン療法施行前に除睾術施行された前立腺癌患者の睾丸組

織をO．05％コラゲナーゼで37℃1時間処理し，遊離細胞とし，70％エタノールで固定した。この固定細
胞をpr・pidium　i。dideで螢光染色しf1・w　cyt・met　ryで3×104個の細胞のDNA量を測定し，DNAヒ

ストグラムを得た。同時に，螢光染色前にリボヌクレアーゼ，ペプシン各々の処理の有無によるDNA
ヒストグラムの検討を行なった。その結果，リボヌクレアーゼ，ペプシン両者処理群ecおいてDNAヒ
ストグラムのhaploidのcoefficient　of　variation（CV）が最も小さく良好な波形が得られた。
　（男f・不妊症患者の睾丸内DNA量分布測定）　無精r一症患者13例，乏精子症患者6例の睾丸生検組

織を上記方法で固定後，リボヌクレアーゼ，ペプシン処理して，DNA量分布を測定した。同時に，
J・hnsen・s　score　countおよび市川熊本の組織学的分類との関係について検討を行なった結果，　flow

cyt・metryによるD」N　A量分布測定は精子形成能の指標として良好な結果が得られた。

　（考察）　現在，精子形成能の評価は，組織学的検索によっているが，確立された評価法はなく，判
定者によって評価が異なることがある。Fl・w　cyt・metryによるDNA量分布測定では，　haploid，　dipl・id，

tetrap】・idの割合が短時間に正確に求めることができ，hypospermatege皿esisの数量的評価が可能であ

り，精子形成能の指標となり得ると思われる。
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正常ラ。卜睾丸に対する極超短波照射の組織学的検索

日本大学医学部泌尿器科学教室

’9faP屋　仁，平野大作，北島清彰，岡田清己，岸本　孝

緒言：癌は正常細胞に較べ温熱に対し感受性があるといわれているため，癌の治療法として温熱療法が

試みられている。泌尿器科領域では，膀胱腫瘍の治療として温水療法が行われている。癌の温熱療法の

一 つとして極超短波照射が行われているが，今回我々は，極超短波照射による温熱療法の基礎的研究と
して，細胞分裂の盛んな睾丸組織を用い，その温熱効果を観察したので報告する。

方法：対象は正常雄性ラ。トである。エルボサーム社製UHF69（433MHz，100watt）の極超短波発
生装置を用い，対象動物を全麻下に約1・Ocmの距離で15分問加温した。温度測定はペイリー社製BAT12
を使用し・左側睾丸の温度を測定した。照射後，7日，・4日，21日後曙殺し，右側睾丸の聾規び
組織学的検索を行った。

結果：睾丸に照射後温度は上昇し，15分後には平均41℃の温度上昇を得た。重量は7口，14日後は不変

であるが，21日後には約7％の滅少を認めた。光顕的には，精細胞間隙は密となb，セルトリ細胞は存
在し，精祖細胞精母細胞，絹子は減少していた。ライディ。ヒ細胞は空胞化はめだつが，数は不変で

あった。また，エオジンが強く染まり熱の影響を強くうけている精細胞も認められた。

結語：以上の結果よb，極超短波照射による温熱効果は，組織学的検索により精細胞に影響することが

判明した。極超短波の生体に対する影響，特に精細胞は熱によりこわされる事が考えられる。…方，極

超短波を弱い出力で長期間生体がうけたとき，どのような影響をうけるか否かは不明であるが，極超短

波が睾丸に熱影響をteよぼすことは，妊孕性の面での影響が考えられる。

36
睾丸障害に対する
methylcobalamin（CH，－B　，2）の効果

東京慈恵会医科大学　泌尿器科

C池本　庸，桂井清人，小寺重行，稲一i重・雄，町田豊平

　プラスチック製品の呵塑剤として今日広く使用されているフタール酸エステルの1種，dibutyl
phthalate（DBP）がラ　トにおいて睾丸障害を惑たすことを第26回［一］左千妊学会総会で報｛！壼しk、，

一 方，核酸蛋白代謝や脂質代謝を促進さu3’るmethylcobalamin（CH，－Bl2）が男子不妊症にもイ」効で
あるとの報告がある。今回，われわれはDBPによる睾丸瞳害ラノトに対するCH，－B12の効果につい
て検討した。

　方法：30日令ウィスター系雄ラットを用い，C　H，－B　，2を連日5⑪0μ9／Kg　21日間投与した群（対照
群），CH3－B，2を500／t9／Kg　21［］間抜与し，14口目（44日令）よりDBPを連日249／Kg7ヒ1
間併用投与した群（M群），および，CH，－B、2を投与せずに44日令の時点でDBPを連「12．49／Kg
7日間単独投与した群〔D群）の3併に分けた。各群とも3週間後に睾丸を摘出し，光顕的に組織学的
検討を行なうとともに，／1丸内総ビタミンB，2量を測定1、たe組織学的検討は，任意に選択された10⑪
ケの精細管の直径と棉細智内総細胞数を算定し，各群間で比較検討した
　結果；摘出睾丸重呈’よM群，D群ともO．59前後で，対照群（約19）に比較し著しく萎縮Lていた，，
しかし，M群，　D群間にはイ］意差は認められttかった，，，　［1　wa学的検討では，　M群の精細管直径に平均
0．199㎜　で，対照群（0．242rm）よりも萎縮していたが，　D群（0．161㎜）ほどの萎縮は認められな
かった。精細管内細胞数の比較では，M群はD群の数倍の高値をiJ・；し，対照群に近似した値であった：，
　考按k・よび結語：睾丸重量の比較では有意差を認めなかったものの，組織学的検討では，M群の睾丸
i∫書は明らかにD群よりも軽微であると考えられた、したがって，DBPによる実験的睾丸障害に対L、
て，CH，　－B，2はある程度の組織保護効果があると考えられ鵡，
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37
「カドミウム睾丸障害時の睾丸血流量について」

富山医薬大　泌尿器科学教室

柳　重行，寺田為義，片山　喬

　Sprague＿Dawley系ラ・卜（240～2503）にParizekの方法に準じて，塩化カドミウム（CdCl2）
0．04mM／kgを背部皮下注を行ない，カドミウムによる畢丸障害について検討した。同時（：　CdCl2の

100倍量の酢酸亜鉛（Zn（CH3COOH）2）を同じくParizekの方法に準じて投与し，亜鉛によるカドミ
ウム睾丸障害の抑制について検討した。無処置のもの（対照群），塩化カドミウム投与（Cd群），塩

化カドミウム及び酢酸亜鉛投与（Cd－Zn群）の5群につき，皮下注後2週，6週，12週経過時に，睾丸
重量，副睾丸，前立腺，精嚢の重量の測定，マイクロスフ。アー法による各組織血流量の測定を施行し

た。以下の結果を得た。

　1、　ラット体…匡の変化一（1）Cd群では1支下注2週後より対照群に比べ体重増加が少なく有意に低下し

た。（2）Cd＋Zn群ではCd群より体重増加は良好であるが皮下注8週後まで対照群とは有意差がある。し

かし12週では差はない。

　2　組織重量について一（1）Cd群では睾丸，副睾丸，前立腺，精嚢のすべてで皮下注2週後すでに有意

の低下がみられる。（2〕Cd＋Zn群では，睾丸重量は対照群より低値であるが有意の差はない。しかし副睾

丸，前立腺，精嚢でe±2週，6週目に有意の低値をとった。

　3．　組織血流徽について一（1）睾丸血流量は皮下注2週後では，Cd群で低値であるが有意でない。し

かし，6週，12週後では著明な低値であり，12週後では6週後より更に低値であった。Cd＋Zrl群では，

組織眠量では対照群と有意差はなかったが組織血流量は有意に低下していた。（2）副睾丸では，Cd群，

Cd＋Zn群ともに対昭群より低値であるが，有意ではなかった。（3）前立腺，精嚢では差はみられなかった。

38 睾丸腫瘍治療後の性腺機能

　千葉大学医学部泌尿器科学教室
ぐ）月海善A　宮内大成　川村健二　相川英夫　布施秀樹　皆川秀夫
　伊藤晴夫　島ll埼　淳

　睾丸腫瘍は最近その治療成績が向Lし，進行性のものでも治癒する可能性がある。そこで化学療法，

放射線療法，後腹膜リンパ節廓清術等の単独あるいは組合せが睾丸機能にいかなる影響を与えるかを検
討した。

　対象は，千葉大学泌尿器科で治療を受けている20才より56才までの睾丸腫瘍患者22例と，局所

放射線療法を行つた陰茎腫瘍患者2例である。
　結果：放射線療法→化学療法の群では，治療後3ケ月以内でFSHはほぼ全例が上昇していた。　LH
は約半数が．ヒ昇していた。テストステロンは放射線療法後の3例が低下していた。
　放射線療法のみの群で1年以内の5例は，乏精子父は無精r・症であつた。1年以上経た6例は，1例
を除き，LH，FSH，テストステロンは正常であつた。1例にlllSIIヒ昇がみられた。精液所見は，

4例中1例が無精子症であり，3例は正常であつた。
　化学療法のみの群は，3ケ月以内の3例で，FSH｝二昇2例，LH⊥昇1例，正常1例であつた。乏
精子症1例，無精子症2例であつた。
　以1一の結果よ6，放射線療法、化学療法とも多くの例で，妊孕性はよく回復しうると判定した。
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39
　　　睾丸腫瘍の臨床的研究一治療后の下垂体一精巣系機能について，

　　　第二報

国立横須賀　　○古畑　哲彦，仙賀　　裕

横浜市大　　　小川　勝明，穂坂　正彦，

　睾丸腫瘍は若年者にその発生がみられるため，社会的にも，家庭的にも特に重要であり，他の癌と異
った側面を有している・一方近年の睾丸腫瘍の治療成績にはめざましいものがある。これは放射線治療
法の進歩，手術技術の向上，術式の改善もさることながら，特に抗癌剤の開発，使用法の改善による化

学療法の発達による所が大である。そして畢丸腫瘍の治療は集学的治療によb治ゆ率が非常に高まって
いる。

　しかしその反面，治療が強力になればなる程，そのための副作用，後障害も大きい。睾丸腫瘍の場合，

若年者に発生するため一般の癌と異って治療後の性機能の保持も考慮されなければならない。しかしこ

れまでに治療后の性機能につきくわしく調べた報告は少い。

　われわれは，睾丸腫瘍患者の治療前後の下垂体一睾丸系機能につき検討している。そしてその一部を

第70回日本泌尿器科学会総会にて報告した。今回はさらに症例を増し検討した結果を報告するととも
に，治療別にも検討したので報告する。

　対象および方法：横浜市大泌尿器科齢よび国立横須賀病院で経験した睾丸腫瘍例につき，治療前後，

follGw　up中のLH，　FSH，　testosteroneの変動につき治療別に検討した。また治療后の精液所見，妊

孕性についても検討した。

　結果：放射線治療，化学療法のいつれも治療直後はLH，　FSHが高値を示す傾向にあった。しかしこ

れは時間の経過とともに漸減する傾向にあった。この他に放射線治療の線量別に，また化学療法の薬剤

別に検討した結果を報告する。また睾丸腫瘍の妊孕性についても言及したい。

40抗癌剤のSer，。1i細胞への影響

札幌医科大学　泌尿器科学教室　　　　　北見赤十字病院　泌尿器科

〇三宅　正文・塚本　泰司・熊本　悦明　　　　占屋　聖児

　抗癌剤投与時，造精能の低下がみられ，時にAzoospermiaとなることは一般に知られている。そこで，
今回，我々はマウスを用い抗癌剤投与時の睾丸組織の変化を追求し，特に抗癌剤投与時のSertoli細胞

の微細構造の変化を検討し興味ある所見が得られたので報告する。

対象はC3H系マウスにVinblastin，　Adriamycin，　cis　platin㎜diammine　dichloride，Cyclop’

hosphamide，methotrexate，5－FluorouraciL　Mitomycin，　Bleomycinを腹腔内注射し2週，3週，6
週，8週，10週に屠殺し光顕的，電顕的に観察した。
　睾丸資料は，光顕用としてプアン，ホルマリソ固定を行った。電顕用としてparaformaldehyde，

glutaraldehyde，　cacodylate溶液による固定後，更にOsmium固定を行うKarnovsky法によった。又，

一 部lanthanum　tracer法によるBlood　testis　barrierの観察も行った。

　結果としては，抗癌剤投与によりSertoli細胞の小胞体は拡張し，多数のvacuoleが観察された。又，

Blood　testis　barierは保持されているものの，　Sertoli細胞とGerm　cel1との間のinteractionはそ

こなわれ，adluminal　compartmentの脱落がみられた。

　1981年，本学会においてヒト睾丸における不妊症，加令，Estrogen大量投与時などにおけるSertoli

細胞の変化を報告しているが，その際lipid　dropletの所見について述べた。今回マウスによる実験的
研究の所見とを合せ，睾丸障害時におけるSertoli細胞の形態変化に関し，考察を加える。
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41　　癌化学療法における造精障害に関する実験的研究

京都大学医学部泌尿器科学教室

野々村光生，　桐山蕾夫，　吉田　修

，

　近年，悪性腫瘍患者の治療には著しい進歩がみられ，手術，放射線療法，化学療法，免疫療法などの

効果的な組み合わせにより，長期生存者が増加しつっある。このことは，泌尿器科領域でも同様で，な

かでも，睾丸腫瘍のように青壮年に好発し，化学療法が有効である場合，性腺への影響が次の問題とな
る。

　そこで，今回，われわれは，睾丸腫瘍によく用いられる薬剤および併用の若干例について，マウスを

用い，LD50の半量（但し，二者併用例ではLD50の4分の1量，三者併用では6分の1量ずっ）を
投与し，マウス睾丸の重量と組織について検討した。薬剤投与は，アクチノマイシンD，ブレォマィシ

ン，シスプラチナム，ビンブラスチン，ビンクリスチン，生理食塩水，塩化カドミウムなど単剤群と，

ブレオマイシンとビンブラスチン，シスプラチナムの三者，アクチノマイシンD，ブレオマイシン，ビ

ンクリスチンの三者併用群の合計10群に行なった。これらのうち，睾丸重量は，単剤投与群では，ビン

ブラスチンで最も著しい減少がみられ，シスプラチナムでは睾丸重量減少が軽度でかつ2ヵ月で回復傾

向がみられた。多剤併用群では，ブレオマイシンとビンブラスチンの二者，ブレオマイシン，ビンブラ

スチン，シスプラチナムの三者併用群では睾丸重量減少は，それぞれ単剤投与群の平均的な値を示し，
アクチノマイシンD．ブレオマイシン，ビンブラスチンの三者併用群では　各単剤投与よりも睾丸重量

減少が軽度であった。組織学的にも，ビンブラスチン投与群には、精祖細胞，精母細胞の種々の細胞に

障害がみられるが、多剤併用により、精祖細胞障害の軽減が認められた。以上のことから、睾丸に対す

る副作用の分散という点で，多剤併用療の有効性が示唆された。

42

抗癌剤投与ラットにおけるSPermatogenesisの検討

東北大学　泌尿器科学教室 木　村　正 折　笠　精

　近年癌化学療法の進歩は著しいが，抗癌剤の副作用の中でも睾丸内生殖細胞に対する細胞毒は無視で

きなくなってきている。一部の抗癌剤については精子産生の一時的あるいは恒久的な減少について知ら

れている点もあるが，Methotrexate（MTX）の治療用量使用による精細胞上皮の破壊についてはほとん
ど明らかにされていない。本研究ではspermatogenesisがほぼ完成している10週齢のWistar系雄ラッ
トにMTXを投与し，spermatogenesisの障害度とその回復能について検討した。　MTX投与群（n＝10）
にはMTX（O．6mg／kg）を週2回の割合で7週間腹腔内に投与し，対照群（n－10）には生食のみの投与を行

った。最後の注射終∫後から4日目に12時間絶食させた上で屠殺した。摘出睾丸は直ちにBouin固定し，
H－E染色，PAS－　hematoxylin染色を行った。　spermatogeneslsのstage分類はLeblondらの方法によ

った。MTX投与睾丸組織像は生殖細胞全体が減少している精細管から，成熟精子細胞（step　15－19）の

みが完全に消失しているものまで種々混在していた。中には精細管全体が壊死に落ち入っているものも

みられた。stage～VII精細管における生殖細胞をみてみるとMTX投与群では対照群に比べresting　sper－
matocytesで約20％，　pachytene　spermatocytesで約33％，　step　7　spermatldsで約28％減少していた。

これらの結果からMTXは主にspermatogoniaの分裂を阻害していると推察された。なおAdriamycin
（1．0㎎／kg，週2回，7週間投与）投与群ラットとMTX，Adriamycin投与中止後におけるsperma－
togeneslsの回復能についても詳細に報告する予定である。
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43

男子不妊症患者における血中セロトニン値

国立霞ケ浦病院　泌尿器科
　　　　（⊃相川　厚，石川博通，武島　仁
慶慮義塾大学医学部　泌尿器科
　　　　　篠田正幸，中島史雄，中薗昌明，田崎寛

　昭和56年1月より昭和57年5月までの1年5ケ月間に慶鷹義塾大学病院泌尿器科及び当院不妊外来に受診した
男子不妊症患者147例にっき，血中セロトニン値を測定した。方法はセロトニン値に影響のある薬剤を服用して

いない患者に限り，午前9：30～n：30の時間帯内に採血を行い直ちに一20°Cにて全血を凍血保存し，高速液化

クロマトグラフィーにて測定した。又同時に精液検査を行い，血清LH，　F　S　H，　taststerone，　prolactine等

の測定も行った。精液所見にて精了濃度4．0×107／mi　P／上で運動率80％以ヒを示した症例7例の平均値は79．3

㎎／mlであった。無精子症患者は，クラインフェルター症候群（47XXY）11例，精索静脈瘤を合併している

もの9例，特発性無精子症50例，計70例について測定した。平均値はそれぞれ97．4㎎／m1，147　ng／ml，

105ng／mlで精索静脈瘤を合併している無精子症患者において特に高値を示した。乏精r一症患者は，精索静脈

瘤を合併しているもの32例，特発牲と考えられるもの38例，計70例にっき測定した。

　平均値はそれぞれ90．Ong／ml，96．0㎎／／mlで精索静脈瘤を合併している無精子症患者ほどの高値は示さな

かった。特発性乏精子症患者について0，1×107／ml未満，　O．1～1．0×103／ml，1．0～20×10　7／　ml，　2．0

×107～4．0×107／mlの精子濃度について分類するとそれぞれ平均値は70．8ng／m1，83．3ng／ml，70．5

ng／ml，　79．5ng／mlであった。

　精索静脈瘤を合併している患者に対しζ同様に精子濃度別に分類すると，平均値は65．6ng／m1，110．4ng／

ml，105．4ng／mlであり，　O．1×107／m1以一ドで精索静脈瘤に合併している患者のセロトニン値は他に比べて

低値を示した。又40×107／m1以ヒで精索静脈瘤を合併している患者では100ng／ml以上の高値を示す症例
はなかった。これらのserotonine値とLH，　F　SH，　teststerone，　prolactine　etcのホルモン値との関
連について若干の考察を加え報告する。

44

神戸大学泌尿器科不妊外来における過去16年閉の薬物治療成績

神戸大学医学部泌尿器科学教室

浜コ毅樹，杉野雅志，羽間　稔，岡川　弘，守殿貞夫，石神嚢次

　不妊カップルの原因の約半分は男性側（従来の文献ではMerzerらの40％からFarrisらの60％まで）にある

とされるが，その病因，程度によっては妊孕可能の状能に導くことができる。

　男性不妊の病因としては，造精機能障害，精子輪送路の通過障害，副性器障害，性機能不全に大別されるが，こ

のように本症の原因は多彩なため，治療もそれぞれ原因により，異なった方法がとられる。

　治療法は大別して，内分泌学的治療法，非内分泌学的治療法，外科的補助治療法，副性器障害に対する治療法，

及び人工授精などがあげられる。

　本症の原因のうち，もっとも多数をしめる造精機能障害に対しては，その障害因子が明らかならば，外科的治療

をふくめ原因の除去につとめるが，一般的には薬物学的治療が1」われる。

　今回我々は，昭和41年から昭和56年まで当科不妊外来を受診した，男子患者5856人のうち3ケ月以上同一薬剤

が投与され，定期的に効果判定された症例の治療成績をまとめたので報告する。

　原因別分類では，造精機能障害が全体の914鰯でそのうち92％が」，ll礎疾患のない特発性男子不妊症であった。

主な治療法は各種内分泌療法，非内分泌療法，及び副桝器疾患に文」する化学療法である。

　効果判定は，投薬前と終了時の精液所見を比較するたけでなく，投薬中の一定期間における，精子数と運動率の

推移を追った。さらに単剤のみでなく，いくつかの薬剤の組み合せについても検討してみた。
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45

男子不妊症の治療成績

浜松医大泌尿器科

（⊃藤井一彦，太田信隆，大見嘉郎，鈴木和雄，田島惇，藤田公生，阿曽佳郎

」

　浜松医大泌尿器科開設以来約4年間に施行した男子不妊症の治療結果について報告する。方法。対象

は不妊を主訴として外来を受診した82例のうち18例である。治療は，9例に対してゴナトロピン（帝臓，

胎盤性性腺刺激ホルモン）1000単位を週1回筋注し30回投与した。また9例に対してAdephos（ATP）
180　MS／日，　Juvela（ビタミンE）300・mll／日を6ケ月から2年内服投与した。投与前に精液検査，睾丸生

検（睾丸生検は14例に施行）を行ない，投ケ後に精液検査を施行した。精液検査では，50x　io6／me以上

をIE常とし，30～50x10シ磁を軽度乏精子症，10～30×1的／認を中等度乏精子症，1～IO×10　c／πfを高

度乏精子症とした。睾丸生検縁は，市川，熊本の分類に従った。結果。ゴナトnピソ投与例では，精子数

111常が1例，中等度乏精子症3例，高度乏精子症4例，無精子症1例であった。睾丸生検像は，皿一c（軽

度精子形成不全）1例，皿一b（中等度精子形成不全）4例，皿一a（高度精子形成不全）3例であった。
内服投与例では，軽度乏精子症1例，中等度乏精子症1例，高度乏精子症4例，無精壬症3例である。睾
丸生検像は，皿1－bが3例，皿一aが3例であった。治療効果は，ゴナトロピソ投与例では，精子数が20×106

／認以上増加したものが2イ列であり，このうち中等度乏精子症1例，高度乏精子症1例である。睾丸生検で

は，皿一bが1例，他の1例は生検を施行していない。運動率が10％以上増加したものは2例で，このうち精

子数正常例1例，高度乏精子症1例であった。生検像では，皿一c1例，皿一a1例である。妊娠したものは2
例で，精子数や運動率の改善したものであった。内服投与例では，精子数が20×106／TiilZ以上増加したものは

3例て，このうち中等度乏精チ症2例，高度乏精子症1例であった。生検像では，皿一b2例，　M－a1イ列で

ある。運動率が1（，％以上増加したものは2例で，このうち軽度乏精子症1例，高度乏精子症1例てあっ

た。生検像では，皿一aが1例て他は生検を施行していない。内服投与例では，妊娠したものはなかった。

46
　　　狩発性男性不妊に対する11CG・HMG療法の賑床評価

■

　神戸大学～札幌匹科大学1群馬大学§’東京医不刷軒］大学？昭和大学5

　風立病院医療センターへ大阪大学7dl口大学8（〆or、1，N君：・÷イ1）

○石神嚢泥羽間　稔ill！1本悦明1丸川　Xti－　e大野一轄志田「冠早川英ノll

　大島博幸k根岸4」ゴ決竹内信一1今村　・男5吉田英機：｝11動孝一一郎『

　lI［［1孝夫1奥山明彦τ酒徳治三郎弓清水芳幸學川井修一・B

　いわゆる特発性男性不妊に対するHCG　HMG療法の有効性を評価するため，　cコO」nlphene　cj－・trateを対

照tt一剤として，多施設での比較検討試験を行なった。投一与方法はHCG］000～ユ50（）　”1　’1ム1，HMG〕50～300

単位，週2～3回筋注て3～ユ6週，CユomiPheneは1日25～50my，23H間連続経II投1）一，5目問の休薬期

閲をお・くクールをユ～4回行なった。
　対象は造精機転障害に起因し，基礎疾患の明らかでない，いわゆる特発性男性不好症例86例で，HCG・』

HMG投一与群（H投与群）56例，　clomiphene投一与群（C投与群）30例であった。このうち妊姐k立例は
H投与群てツ例（⊥J”，9％），cl／1与群1例（3．8％）であった。次1（情子d度からイ越プノ例をみると，無

精子症16例のうち，H投与群12例中3例（25．0％）に，　c投与群4例中」例（2．5．0％）に粒与俵，
精子の出現がみられたが，すべて全祝野に数佃程度であった。また乏福子疸60例のうち，漏r濃度が投
与後に増加したものは，H投与群44例中22例（50．0％），G投’｝群26例「1i10例（38．5％）と，
H投与群の有効率が高かった。両群とも投与前精子濃慶の高いものほど，また［／llrPFSH値の低レAものほど
有効率の高い傾r句があった。汐こに1，了。翫，辮凝数，総11・t・JiJ　a，・子数の回力を，投与前，4～8週後一2

～コ6VJ後で比較すると，H投与群ては，4～8凋，］2～エ6’ともにすべてのパラメーターが前値に
比し有亡に増加したのに対し，C投与群ては有意の増加はほめられなかった。また，これらを投与前精子

濃川から2群に分けると，⊥5×10　eAiiユ以」二のものでは4～9週後の」ii期に有悲な増加がみられたのに
対し，15×ユO　6／　］1未，、・、の／｝1では12～16」ぴに有∴の噌刀IIを；、ノめた。　HMG総投右吊からみると5000

単位以一1では，有意伽勧、iを・J誌なかったのに対し，5。oo単位以一1－｝但ヲ例r・：おいては4～8画麦，］2～16

週後ともに有背の増加が、，、められた。副「r川はHl「しノ」～洋の6例に乳y／∫lh，女性fヒ乳坊などがみられた。
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47・di。P。thi。　m。1。　i㎡。，lili，yの治療に関する研究

　　　　Iidiepathic　olig・zoosermiaのsemen　countとm・tilityの基本的考察とATP
　　　　治療の有効性にっいて

岩崎　　晧　　藤沢市民病院泌尿器科
木下　裕三　　横浜市立大学泌尿器科
穂坂　正彦　　　　　同　上

　idiopathic　olig・zo・spe　rmiaの治療の困難さは，よく知られている。内分泌療法，非内分泌療法を含
め多種の治療法が試みられているのも，そのためである。それにもかかわらず，有効とされる薬剤が殆

ど見出されず，また，その薬剤の有効性の判定に関しての明確な定義が，まだ打ち出されていない。

　我々は，idiopathic　oligozoospermiaと判定された症例に対し，下記の事項に関して統計的観察を行な

うと共に，非内分泌治療薬剤の1つであるAden・sine　Triphosphate　2Na（以下ATPと略）投与症例の
治療効果判定の検討を行なった。

1）避妊期間を除く2年以上の不妊期間を有し，その配偶者に婦人科的異常を認めない患者の中で，乏精
子症と判定された症例を対象とした。受診より治療開始までに行なわれた精液検査の中で，精子濃度及

び精子運動率に関しての統計を行ない，controlとして，　R．　Eliassonのfertile　menの統計と比較を
行なった。

2）　ATP治療を行なったにもかかわらず，妊娠に至らなかった症例で，　1年以上の観察期間の得られた者

に対し，精液所見（精子濃度及び精子運動率）についての変動patternの分類を試みた。

3）　ATP治療の有効性の判定
idiopathie　ol　igo　zoospe　rmiaのみを対象として，そのうち，治療前に少なくとも2回以上の精液検査が

施行され，乏精子症と判定され，少なくとも3ケ月以上投薬を受け，その后6ケ月以上経過を観察しえ
た者を対象とした。また，検査項目は，同様に精子濃度と精子運動率に限定した。
　以上の試みから，idiopathic　olig・zoospermiaの再検討を行ない，また，　それにより，その治療効果

の判定基準に対して若干の考察を行なった。

48

男子不妊症患者に対する補中益気湯の使用経験

東北大学泌尿器科学教室

光川史郎，石川博夫，木村正一，折笠精一

男子不妊症患者に対する薬物療法としては，非ホルモン療法とホルモン療法に大別されるが，非ホルモ

ン療法の1つとして，今回，我々はその成分として、オウギ，ソウジュツ，ニンジン，トウキ，サイコ，

タイソウ，チンピ，カンゾウ，ショウマ，ショウキョウを含む漢方薬の補中益気湯を使用する機会を得

たので，この薬剤投与による効果について報告する。

投与対象は不妊を主訴として，当科を受診した無精子症患者を除く患者で，投与方法は，1日7．53を
分3で単独投与をした。効果は3ケ月間以上投与した患者の投与前後の精液所見により判定をした。
なお，投与前後で血中LH，　FSH，　T，PRL値及び精漿中のフラクトース，りん脂質，　PRL値も併せて
測定した。その結果，投与により精子濃度が改善を示したのは69．4％，精子運動率の改善をみたのは
6　3．　8％，直進運動精子を評価する精子運動能の改善率は80．5％と良効な成績を示した。

なお，まだ経過観察中の症例も若干みられるので，結果について若干変更があるかも知れない。また，
ホルモンの測定結果及び精漿中の成分の測定値についても報告予定である。
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49　　視床下部一下垂体一性腺系に及ぼす漢方薬の効果の基礎的研究

群馬大学医学部産科婦人科

O宇津木利雄，矢崎千秋，野村修一，谷口雄一長谷川喜久，宮本　薫，五十嵐正雄

卜

　私共は数種の漢方薬が，視床下部一下垂体一性腺系機能に及ぼす効果について，八味地黄丸及びその

構成々分を中心に動物実験を行ったので報告する。
　21日令のHoltzman系幼若雄ratに牡丹皮（B群），沢潟（T群）・山茱萸（SS群）・地黄（J群）・山

薬（SY群），人参（N群），八味地黄丸（H群）を蒸留水に溶いて，体重当り，人投与量の10倍量を，1日
1回4週間連続経口投与し，蒸留水のみ投与したコントロール（C群）と，体重，下垂体前葉，睾丸，副睾丸

前立腺，精嚢腺，副腎，甲状腺，胸腺の各臓器重量，血中及び下垂体中FSH，　LH，　PRL，血中testos－
teroneを比較した。精嚢重量はH群で190．2±1　6．3n9（C群＝125．9±6．9n9），前立腺重量は，　H群，

SY群，　N群で各々，85．9土7．8解，77．0土10．1㎎，76．1土6，4解（C群＝45．6土6．9n9）と有意の増加を示
した。下垂体中のFSH含量は，　H群，　SY群で各々，168．8土1　O・7　Ptg／pit．，17・5・6±14・9μ9／うit・（C群

＝118．4±1　7．　1　Ptg／bit．）と有意の増加を認めた。血中testosteroneは，　J群・SY群・N群で各々・o・70

±0、14伽‘，0．34±0ρ3伽げ，O．46±0．06駈‘（C群＝1．30±0．20伽のと有意の低下を認めた。即ち，

男性ホルモンのターゲットナルガンである副性器重量の増加と血中testosteroneの滅少という一一見矛盾

した結果が得られた。次に，漢方薬自体に男性ホルモン作用があるか否か，アンドロゲンのbioassay法を

用いて，八味地黄丸，山薬，人参を幼若去勢雄ratに投与して検討した結果，いずれの漢方薬にも，男性

ホルモン作用はない事が判明した。
　以上，八味地黄丸，山薬，人参には，それ自体に男性ホルモン作用がないにも拘わらず，前立腺重量
を増加させ，山薬と人参では，血中testosteroneを減少させるという一見矛盾した機序を解明するた

めに，更に実験中である。

50
Zona－freeハムxター卵子を用いた
ヒト精子の受精能力の検討（vr　）

一 乏精子症患者55例の分析

東海大学医学部産婦人科

Q井上正人　金子みつえ　内村道隆　篠原正樹
　本田育子　藤井明和

　不妊症の診断、治療にとって男性側に妊孕性があるかどうかを知ることは極めて重要な問題である。

我々はzona－free　・・ムスター卵子を用いてヒト精子の受精能力を検査する方法（精子進入試験）につ

いて検討を加え、ionophore　A　23187で精子を処理する方法によb、高成度でかつ安定した受精系を
確立し、この方法が男性不妊の診断にかなb有効であることを明らかにしてきた。今回は精子の受精能

力が最も問題となる乏精子症患者（55例）のデータを分析し精子進入試験の有効性についてさらに検
討した。精液は3日間以上禁欲期間をおいて、マスターベイションで採取し、受精率は約30個のzona－

freeハムスター卵子について算定した。乏精子症55例（原発性不妊49例、続発性不妊6例）の精
子濃度、運動率、受精率は平均でそれぞれ、10，2×106／ine（0．7～20x106／勿）、42，8％（5～70％）、

35．5％（0～100％）であった。このうち続発性不妊6例（一子不妊1例を含む）の平均精子濃度、運動
率、受精率はそれぞれ10．2x106／me　（4．2～18．5×106／me）、4　8．3％（15～70％）、69．4％

（2．9～100％）で、精子濃度、運動率は原発性不妊群とほとんど同じであるが、受精率は明らかに高か

つたo一方55例中7例、（原発性不妊6例、続発性不妊1例）が男性側の治療なしで妊娠に成功したが、
これらの平均精子濃度、運動率、受精率はそれぞれ1　1．5×106／吻（5～17x106／勿）、55D％（4（｝・・｝7　O％）、

65％（10～100％）で、受精率だけが続発性不妊の場合と同様に高かった。7例のうち6例（受精率100％5鉱

10％1働は全く自然に妊娠し、他の1例（受精率10％）は2回目の夫婦間人工授精で妊娠した。受精率が100％

で妊娠しなかった8例中6例は女性例に子宮内膜症等の不妊因子が認められた。また受精率0％の症例は1例も妊
娠しなかった。これらの結果は、精子進入試験が乏精子症患者の受精能力の判定に非常に有効であることを示し

てk・り、受精率によb男性の妊孕性をある程度定量的に判定しうることが示唆された。
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51

ヒト精干の受精能備得時問の個人差

東北大学医学部産婦人科教室・斎藤見　星和彦　鈴木雅洲

ハワイ大学医学部解剖学生殖生物学教室　柳町隆造

　透明帯除去ハムスター卵を用いて、ヒト情子の受精能力を検査する方法は、数多くの臨床応用報告
がなされ、その有効性が確認されているが、一定した方式はまだ確立されていない。特に精干の妊孕
力獲得（caPacitationとacrosome　reaction）を二rδこさせるための前嗜養時間には0時間・～22時
間と大きな差がある。これが培養液の違い左どの差のみによるものであるかどうかを確認するため以
下の実験を行った．　（／＞／6名の津常男干より精液採取后、2ク分室璽静置にて液叱した精子を／痔間

の1ayering　InethOdにて用動良好精干を回収した。次いで精干濃度を5x／of／mユと一定にしてmBW
W溶液内で透明帯除去ハムスター卵との貫通試輪を行い、貫通率を媒精篠／時間ごとに凋べた、，その結

果すでに／時間目より貫通が憲められ、2時間目に90％で貫通が認められた例のある一方、∫時問目

ではじめて胃通が開始する例があった．後者において精子のみの前培奉を7時間半行って、その後媒
精したところ、2時腺て90％に精子貫桶卵を認めた。　C2）5名につき、同培牽液にて、精干の運動
率の低下度合を周べると、その運動率維持には大きな個人差が認められた。　（3）上記5・名につき、精

子のみの前培養時間を0，．2，S，8時問とり、媒精後3時閉目の貫通率を調べたところ、最高値を示す前

培養時間は症例により異なり、。2時間／例、5時問3例、8時間／例であった。　（4）同一人において
4日連続で一般精液検査を行うと、＋軍動精子総数は日毎に低下し9日目には／日目の約払となったが
運動緕干濃匿を5X／0仔mユと一毒にして雪舶試驕を行うと、4日共ほぼ同様の結果が得られた。以上

より精子のCapaCitatiOn　aCrOsOme　reaCtiOn時聞には価人差のある事、ただ罰一精干を使明す
れば．透明帯除去ハムスター卵との貫通試笠は．受精の最適条件検討Oために充分使用しうる検杏で
ある事が確認されたe

52
ハムスター精子の先体反応と受精能について

○佐藤嘉兵・木村まどか（日大農獣医家畜繁殖）

　先体反応が終了すると精子の透明帯通過能力は短時間に消失すると見なされているが、精子の透朋
帯通過にはその運動が必要とされている。先体反応後の精子の運動性と透明帯への侵入能力保有時間

との関係については不明の点も多い。本実験ではハムスター精子の運動性、先体反応および透朋帯侵
入能力との関係について検討した。　方法：成熟雄ハムスターの精巣上体尾部精子を修正KRB液中で
懸濁させ、3～5分後に濃厚な精子を含む懸濁液を再度新鮮な修正KRB液に加えて精子を浮遊させた。

この浮遊i液を37°C596co2一空気の気相条件下で培養した。培養開始後、種々の時間に精子の運動
性および生存精子の先体反応の有無を調べるために、精子懸濁液の一定量をスライドグラスに取り、
カバーグラスで覆い先体の有無を位相差顕微鏡で観察を行った。培養精子の卵への侵入能力を調べる

ために体外受精を行った。則ち、成熟雌ハムスターに性周期Day　1にPMS30i　uを皮下注射し4日後に動
物を供試し、卵管から35～55個／1頭の未受精卵子を採取することができた。1個の培養容器にBSAを
含む修正KRB液0．1mlを入れ、これに卵子5～7個加え、ただちに加温した流動パラフィン下に静置し
た。この培養液に培養した精子懸濁液1滴を加えて受精を行った。精子滴下後120分後に卵を取り出

し受精の有無を調べた・結果・培養開始後精子の運動性は経時的に減少し1時間で77％、2時間で

60％、3時間で52％、4時間で40％、5時聞後で2〔｝％であった。一方、先体の離脱率は培養開始後1
時間で34％、2時間で49％、3時間で57％、4時間で68．8％、5時闇後82％であった、、体外受精の結

果は1時間培養の精子では34％、3時聞培養精子では85．5％、4時間培養精子では80。6％、5時間培
養精子では77・6％であった・一方、8時間の培養を行った精子1ま91％の先体離脱を示したカs、運動性

は］0％稗度であり、その精子による受精率は20％であった。
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マウス卵巣卵の受精能獲得過程について

東京大学産科婦人科学教室

　○香山文美，佐藤孝道

　　水野正彦，坂元正一

　LH　surge後，卵巣で卵が減数分裂を再開し，受精能を獲得する過程vaは，様々な内分泌環境因子の関

与が考えられてveるが，未解明の点も多ve。そこで我々は，マウス卵巣卵の体外受精法を用veて，卵の

減数分裂再開及び，受精能獲得過程について基礎的検討を加えたので報告する。

　Toyodaのmodified　Krebs－Ringer液（mKRS）を培養液とし，成熟雌マウス卵巣より得た卵を実験に

用いた。Inseminationに用veた精子は成熟雄マウスのcanda　epididymisより採取したもので，　mKRS中

で2時間capacitationのための培養を行なった後使用した。観察は，生及びラクモイドによる固定・染

色後，位相差顕微鏡下に行なった。尚，この方法による卵管卵の受精率は約80％であb，体外受精系と

して問題はないQ実験の結果以下の様な結論を得た。
（1）　in　vivoでPMS－HCGを48時間間隔で投与後，経時的に卵巣卵を採取し，減数分裂の再開過程を観察
した。その結果，in　vivoではHCG注射後2－7時間でge　rminal　vesicle　breakdown（GVB）が起こり，

9時間以降に第一極体が放出されることがわかった。（2）同様に，PMS－HCG投与後経時的に卵巣卵を

採取，直ちにinseminationして受精能の獲得過程をみた。受精卵の割合はHCG投与後4時間から10時間

の間に増加する。また，卵実質の精子との結合能獲得に先立って透明層の精子通過性が得られることが
わかった。（3）　PMS投与48時間後に卵巣より採取した卵を培養，　in　vitro培養の影響を（1），（2）と比較検

討した。in　vitroでGVBは，（1）と同様1．5時間以降に起こるが，第一極体の放出には14時間以上かかり，

またその率も低い。この率は，培養液中にHCG　211膨加える事によっては変化しなかった。（4）（3）と同

様に，卵巣卵を一定時間in　vitro培養後，　inseminationして，受精能の獲得過程をみたが，　in　vivoと異

なり受精能は得られず，またHCG　21U扁の添加では影響されなかった。

54　透明帯除去ハムスター卵千へのヒト精子のBindingとPenetratiOn

　　　　　　　　　　　　　走査型電干顧微鏡による観察

東北大学医学部産科学婦人科学教室◎対木章　星和彦　斎藤％

　京野広一　星合昊　給木雅洲
東北大学農学部家畜繁殖学教室　堀内俊孝　正木淳二

　哺乳漸吻の受精に関する研究、特に精子の卵細胞内侵入過程は体外培養技術の発達に伴い、経時的

観察が容易と左り、電子顕微鏡の応用により、初期受精過程の微細構造が明らかになってきた．Yana
gimachiはcaPacitation及び先体反応を終了したヒト精干が透明帯除去ハムスター卵に侵入し、
前核形成まで至ることを証明した．このシステムを用い、受精初期過程のうち、精子の卵細胞内侵入
について走査別電干顯微鏡を用い、観察を行なった。　成熟雌ゴールデンハムスターに過俳卵処置を
施し得た卵を酵素で透明帯を除去し．一定時間前培養した精平でinseminationし、位相差顕微鏡で
精ーの卵細胞への結合、さらに卵棚胞内への侵入が確認されたものについて、電顕用試料とした・2・

S％glutaraldehy『de－0．．ZMPhosPhate　bufferで24時間固定後、ガラス製のcOntainerに卵を
入れ、上昇エタノール系列で脱本、臨無’点乾燥を行なった。金莱着、日立S－4SO型走査型電干顕微窺
にて観寧を行なった。　⑦卵細胞表面は均一な長さの微絨毛が密生し、卵全体を覆い．既に放出され
た第／極体の表面は滑らかで、微絨毛は認められない．　②授精後の時間により精ーのattachが異

なり、精子のattachが多いものでは微絨毛が長ぐ伸びて精干頭部にまきついていた。またa七tach
していた精干はほとんどacrosome　caPが取れ、　acrosome　reactionを完了していた。　attach
した精干は垂直に結合しているものは少なく、機倒しの状態で卵に接着していた。　⑤精子頭部が侵

入した付近の微絨毛については形態L大きさに著明疫変化を認めなかった。　以上よbこのheterO－
logeous　gametes　interactionにおいても卵細胞表面の敷絨毛が受精初期過程に大きft役割を

演じていることが示唆された．
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ヒト精子のacrosome　rθaotionとCa“・Mg”

東北大学医学部産科学婦人科学教室O星　和彦・斎藤　晃・鈴木　：雅洲

ハワイ大学医学部解剖学・生殖生物学教室　　柳町　隆造

　ヒトの受精とCaちMgtの関係について検討した。
　ヒト精子をC♂freeもしぐはCak　Mg“freeの培養液中で一定時間incubationしたあとにCae
あるいはCa什and／・・Mg　ftを添加したときの・・r…m・・…ti・nのおこ肪，受精への影靴
ついて，透明帯除去ハムスター卵とのin　vitrO受精シzテムを用いて調査した。
　卵と精子をCaサfrθe　mBWW液中で3時間incubationしたときの受精率は4・／．であったが，Ca什
を加えてさらに／時間incubatiOnすると9Se／。となb（cQn七rol／6e／・），C♂添加による急激
な受精率上昇が認められた。

　Ca”　＆Mg廿free　mBWW液中で3時間incubationしたあとにC♂and／or　Mg”を加えた／時間
後の受精率は以下の通りであb，Ca嘱Mg什を添加したときに受精率の急上昇が認められた。

Ca廿＆Mgt添力口後：　　　6／　ツこ

　　Catt添加後：　　9”／。
　　Mgt　添カロ後：　　　　c．2ンも

　　　COntrOl：　　0ブ

　～二れらの成績は，ヒト精子はCa廿freeもしくはCa”＆　Mglt　freeの状態でもcaPacitationをお
おこし得るがacrosOme　reactionはおこらず，C♂あるいはC　aft　＆　Mgtを加えることによりacro－

sOme　react工Onが急速に起こることを示している。

56

カルシウムイオンの受精、初期発生に及ぼす影響

東京大学産科婦人科学教室

　○佐藤孝道，香山文美

　　水野正彦，坂元正一

【研究目的】カルシウムイオンが，精子のcapacitationに果す役割についての報告は多い。しかし，受

精から初期発生に及ぼす影響には未解明の点が多いので，マウスの体外受精法を用い以下の実験を行っ

た。【研究方法】成熟Swiss　albinoマウスを実験動物とし，卵はPMS－HCGで過排卵後，卵管から採取

したものを用いた。精子は，cauda　epididym　isから採取後Toyodaのカルシウムを含むmodified　Krebs

Ringer液（mKRS）中で，2時間capacitationのための培養を行った後，実験に使用した。　inseminat－

ionはparaffin　oil下のO．　4　ntのmKRS中で行ったが，その中のCaCl，濃度を0，0．5，1，1．5，3mM／1

とした。なむ，精子はO．O　2　meのmKRS（L71mM／1のCaCl2を含む）と共に添加したので，　CaCl、がO

mM／1の群でもO．08mM／1程慶のCaCl，を含むことになる。卵はinsemination後2　7時間で位相差顕
微鏡下に観察した。　【研究結果】囲卵膣に受精精子も含め精子を認めた卵の割合はO，0．5，1，1．5，3

mM／1の群でそれぞれ，38．8％（54／139），64．6％（73／113），8％％（77／86），80．6％（75／93），

8　9．9％（80／89）であった。第二極体の放出が完∫，Aたはその過程にあったものは，囲卵膣に精子を
認めたもののうちそれぞれ20．4％（11／54），94．5％（69／73），89．6％（69／77）．97．3％（73／75），

9　7．5％（78／80）であった。CaCl，　OmM／1群で囲卵膣に精子の侵入した54個の卵のうち，精子と卵実

質が結合していたものはわずか15個（278％）にすぎない。また，この15個中，第二極体の放出が完rし

ていたものは26．7％（4／15）ecとどAり，他は放出過程の途中で停止していた。【考察】カルシウム

イオンの濃度がcapacitati。nを起していると考えられる精子の，透明層の通過，卵実質との結合，第二
極体の放出のすべての過程に影響を与える可能性が示峻さtlた。
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　　　モルモット卵の成熟に及ぼすA23187，　Calmodulin阻害剤の効果

東邦大第二産婦，東邦大第二解剖
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ee　　　　　　　　－x’
○永江　ge　，館花明佳，岩城　章，岡田詔子，加藤守男

　ウニ，カエルでは，M♂，　Ca升などの2価の陽イオンが卵母細胞の成熟促進に関係していることが
知られ，Caa＋の透過担体A23！s7の成熟促進効果に関する報告がみられる。哺乳動物では，ラットにっ

いてのBar－Ami（1978）の発表かあるが，他の動物に関する報告はみられないようである。彼は卵胞

の培養の際にのみA23187の成熟効果を認め，遊離卵ではみられなかったと述べている。一方，細胞内
のCa什は遊離の形で作用するのではなく，　Ca什受容蛋白カルモデュリンと結合した形で作用する可能性

か最近示唆されている。そこでA231s7とカルモデュリン阻害剤W－7を用いて，卵の成熟促進・抑制
の有無を検討したQ
　モルモットは，卵巣嚢を持たず，卵管采の形態や排卵時のホルモン動態もヒトに類似しているので今
回は主として発情間期のモルモット卵胞卵を実験に用いた。合成培地中でのモルモットの遊離卵の成熟
の成否を検討したところ，BWW液中では6時間培養によりMeta　Iに約60％誘起できることが判ったので，
BWW液を用いた。尚，　BWW液には，．L－g】utamin　2　Ong／勿，牛血清アルブミンO．3　m7／meを添加し

た。A23187は，　Bar－Amiの調整法に準じ10μMとし，カルモデュリン阻害剤W－7の濃度は10～50
μMとした。培養後6時間で，酢酸アルコールー昼夜固定し，酢酸オルセイン染色後，減数分裂の時期
を調べて成熟の有無を検討した。A231s7添加群では，　Meta　Iに進行するものが43％，対照群では8
％を示し，A231s7による成熟促進効果が本実験にて推定された。一方，　W－7添加群ではMeta　iに
進んだものは8％であり，対照群では53％であった。
　これらの結果から，モルモット卵胞卵はA231s7により成熟が促進され，カルモデュリン阻害剤にて
抑制されることより，Ca＋が卵の成熟に深く関与していることか示唆された。

5B

カリクレインの受精に対する影響

東北大学医学部産科学婦人科学教室。京野広一　星和彦　斎曝晃
　長池文康　桃野耕太郎　対木章　星合昊　森良一郎上原茂樹　鈴木雅洲
ハワイ大学医一イニ部峰制学生殖生物学教室　柳町隆造

　カリクレインは精子数の増加、運動率の上昇、運動連度の上昇をもたらすことによb、臨床的に男
性不妊症の治療薬として広く用いられている。しかしこの薬剤がCC受精”現象にいかなる影響を与える

かは未だ検討されてい左い。今回我々は透明帯除去ハムスター卵とヒト精子とのin　vitrO受精実

畦を用い、この点の解明を試みたので報告する．
　ヒト精子を④regular　mBWW液（controユ）㊥giucose－free皿BWW液◎カリクレイン（IK
U／ml）添加mBWW液⑨カリクレイン（エKU／Ml、添加glucos　c｝－free　mBWW液内でPreincuba－－

tiOnした後、透明帯除去ハムスター卵とinserpinatiOnさせ、カリクレインとグルコースの受精

に対する彰響を網察した．
　実験の結果、受精率はC群、D群、　A群、　B鮮の順であり、　C群の受精率が明らかに高値であった。

多精干率も同様であった。
このことよリカリクレインは明らかに受精率を上昇させるととが示峻された。咳たカリクレインの受

精率上昇効果はグルコースの存在で認められた．
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体外受精卵移植に対する不妊患者の意識調査

第2回目調査成績一

　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東邦大第二産婦・東邦大第一産婦・カーネギー産婦
　い麻野次男、永江　毅、持田福重、小倉久男、館花明佳、岩城　章、
　　　　　　　　　　　　　　＊＊　　　　＊　　　　　　　　　　　　
斉藤真一、百瀬和夫、印牧義孝

　1978年夏におけるSteptoeらの世界最初の体外受精卵移植による正常児分娩の発表直後にわれわれ
は、このような手術に対する不妊婦人の意識調査を行った。その結果は300人中86名（29％）がたと
え移植術以外に妊娠の可能性がない場合であっても、移植術は受けたくないと答えた。その最大の理由

は先天性異常児出産の可能性が大となるかもしれないことへの心配であった。その当時より約4年を経

過した現在、英国以外の2～3の国からの出産例の報道があり、全世界ではかなりの数の児が出生した

と推定されるが、異常児分娩の報告はみられない。それならば前記の移植術を拒否する29％の数は減少

するものと思われるので、同様な意識調査を行ってみた。　　　調査方法：調査対照は昭和57年6月以
降に東邦大学産婦人科、カーネギー産婦人科に通院、入院した不妊婦人である。前回とほぼ同様なアン

ケート調査表を渡し、該当する項にっいて○印を記入してもらい、集計した。　　　調査成績：7月下
旬までの約260名についての調査結果は次のごとくである。　　1；移植法によらなければ妊娠の可能
性がないと診断されたと仮定した場合、移植術を受ける気打があるのは64％（Yes群）、ないのは36％

（No群）であり、No群が前より減少する傾向はまったくみられなかった。　　ll；Yes群に対しては
Yesと答えた時の気持について質問したが前回とほぼ同様な糺果であった。移植による妊飯率が向上し
た時点では卵管性不妊でなくても実際に移植術を受けたいとするのはYes群の33％、全体の21％である。

　皿；Noと答えた理由のなかで異常児出産が心配だとしたのは餉［1】1ではNo群のうちの約’卜牧であり、他

の答えより多かった。しかし今回では、それ程までして生みたいとは思わない、受楕は身体内で行われ

るべきだとの答えとほぼ同数であった。今「ulは前回では1例もみられない宗教的な気持からとの答えが

3例（プロテスタント　1、佛教　2）あった。

60

体外で成熟したウシ卵胞卵子の体外受精、特に精r処理法の検討

福　月・ 豊・福島護之・小野 斉（帯畜大）

目的：体外で成熟したウシの第2次卵母細胞（以下卵胞卵j球たは卵」’一と呼ぷ）が受精能を有しているかどう

か、また体外でウシ＊－Fff’の受精能獲得が誘起できるかどうかを知るために各種精千処理を行い、体外受精を試

みた。　方法：ウシ卵胞卵）一一はと畜場より得られた卵巣内の直径5配贋以ドの卵胞から採取し、卵丘細胞塊に包

まれたものを27－28時間培養した。使1ilした培養液は、　Ham　一一　F－－12主体で20％（v／1）ウシ胎児血清、

101L・9／mL　ovineI，H（NIH提供）、1　u；g／mlエストラジオール（帝国臓器）、抗生物質を含んだものである（PH＝7．1）。

ウシ精子はO．　5　mtストローの凍結精液を融解（37℃）後、以下の6種で処理した；1）一ヒ記培養液（ホルモンを除く）で16

倍希釈、2）　16倍希釈後ガラス・ウール（1．0～12　pam：U本理化器械）、3）500　g、】0分間2回洗浄

後培養液で16倍希釈、4）ウシ卵胞液（直径1～2　cmσ）卵胞から採取し、56℃30分問熱処理）で16倍希

釈、5）50％（脈）ウシ卵胞液を含む培養液で16倍希釈、6）培養液で5〔〕Og、ユ0分問2　Lr］］洗浄後ウ

シ卵胞後で16倍希釈。各々の希釈精液0．5nLL（精1’一数：2．3～5．0×ユOl運動性：50－60％）を小試
験管に分注し、38℃の購卵器内で4～5時間放置した。その後、小試験管に5～10個の卵］1入れた（授精）。

授精後4～5時問目にすべての卵」t一はBMOC　3＋20％（v／v）ウシ胎V．i　ltl［fFI＋抗生物質（PH；7．2）

に移し、さらに約20時間培養した。培蚕後、卵」一一は0．1％ピアルロニダーゼで卵丘細胞を除去し、1・司定・染

色ののち位相差顕微鏡で受精（卵1’・細胞質内における粘r頭部の膨1ヒ、精1孔尾部の存在、雌雄前核の形成）の

有無、および分割について検討した。　結果：529個の検査卵j’“の56．79Vが成熟分裂の中期に達していた．

成熟卵jtに対する受精（分割を含む）卵］”の害ll合は以ドのとおりである：Dl4．7％2）8．2％、3）16．7％

4）4　6．2％、5）31．6％、6）35．2％。また、4）において2個の2網胞期の卵」t一が得られた。



177　（615）

61

ウサギ体外受精卵におけるステロイド脱水素酵素の組織化学的研究

大阪医科大学産婦人科学教室　宮崎和典，杉本　修

京都大学農学部畜産学教室　　細井美彦，入谷　明

卜

　ウサギ体外受精卵のステロイドホルモン合成能を検討するために，体外受精一体外培養によって得ら
れた各発育時期（授精後12，36，84，132時間）の卵子において，ti5－3β一hydroxysteroid　dehydro　－

genasθ（HSD）〔基質dehydroepiandros七erone，pregnenolone〕，17β一HSD〔基質estradi。1－17β、

tθst。s七erone　）を組織化学的に検出し，同時期に回収された体内受精卵と比較検討した。　D　H　Aを基質

とした」5－3β一HSD，Testoster。neを基質とした17β一HSDは，すでに12時間後（day　1）より検出さ

れ，pregnenoloneを基質とした∠5－3β一HSD，es七radiol－17βを基質とした17β一HSDは84時間後
（day　4）より出現した。この時期まで、体内受精卵との間に酵素活性の差は認められなかったのに対し，
132時間後（day　6）では，体外受精卵ではpregnθn・1。neを基質としたd5－3β一HSD，E2　一　17，C9を基質

とした17β一HSDのいずれについても活性が弱い傾向が認められた。これらの実験結果より，　1）ウサ

ギ卵子のHSD活性は少なくとも受精から発生初期にかけては母体還境の影響を受けず自律的なもので
あり、2）体外受精一体外培養卵はday　6で，progestin，estrogenなどのステロイド合成能が低下し
ていることなが示唆された。さらに体内受精一体外培養卵（day　6）において，上記酵素活性をしらべた
ところpregnθnoloneを基質とした45－3β一HSD，E2－17βを基質とした17β一H　S　Dのいずれについても，

体外受精一体外培養卵と同様に活性が弱く，これは体外受精そのものの影響ではなく，長期間の子宮と

は異なる体外培養環境が影響するものと推察された。

62

ヒト体外受精卵の微細構造

慶大医・産婦，慶大電顕X

O鈴木秋悦，遠藤芳広，藤原達司メ三浦麗子，飯塚理八

　われわれは，第25同本学会総会で，ヒトの培養成熟卵の生物学的特性について報告，ヒトの卵子の成
熟に必要な条件および成熟の基準に関する考察をくわえた。

　本学会に細いては，さらに，これらの培養成熟卵の受精能を体外受精法を応用して検討し，精子進入
過程ならびに前核形成期を中心とした電子顕微鏡的観察を行った結果を報告したい。

　摘出卵巣組織中の卵胞内から採取した卵子150個を，15％ヒト膀帯血々清添加Ham　F10中で培養した。
その結果，46－48時間後に86個（57．3％）が第2減数分裂中期に達した。これらの培養成熟卵の一部につ

いて体外受精を行った。体外受精の方法は，精子については射精々子を30分間室温にて液化後，10％ヒ

ト鵬帯血々清添加Ham　F10培養液にて2回遠沈して精漿を除去し，この精子懸濁液をFaleon　plastic　tube

内で，37℃，5％C（万，95％空気の気相下で45分間前培養した。さらに，前培養後は，10％ヒト膀帯血々清

添加比㎜F10培養液にて1×105運動性精子／ndを調整した。ついで，精子懸濁液中に培養成熟卵を静置
して受精を行ない，37℃，5％CO2，95％空気下で培養した。さらに，培養24時間後に卵子を観察し，前核期

以降に達した受精成功卵については，15％ヒト膀帯血々清添加Ham　FIO培養液中にて継続培養を行った。
　電子顕微鏡資料の作成法は，培養終了後，pH　7．4，0．1　Mリン酸緩衝液で洗浄後，5℃，2．5％グルタールアル

デヒドで2時間前固定し，2％オスミウム酸で2時間後固定後，エタノール系列で脱水を行い，アセトン置換

後Epon　812で包埋した。観察は，日立HU－12AS型電子顕微鏡，加速電圧75KVで行った。なお，一部の資

料については走査型電子顕微鏡による観察を行った。

　培養成熟卵への精子進入過程を観察，とくに卵子透明層周辺の精子の先体反応，両前核期正常受精卵，
多精子進入卵の微細構造について検討した。
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ブタ透明帯抗原の組織特異性

京都大学医学部婦人科学産科学教室

　O高井一郎，野田洋一，林清士，山田一郎，東條伸平

〔目的〕近年卵細胞透明帯に組織特異抗原が存在し，これに対する抗体が受精阻止作用をもっことが各種の動物

で実証され，我々もヒト透明帯は1．ヒトとブタの透明帯に共通の特異抗原，2．ヒト透明帯に固有の特異抗原およ

び3血液型物質に関連した非特異抗原の3っの成分から構成されていることを明らかにした。しかしながら，こ
れらの実験系に用いられた透明帯抗原は卵巣，卵あるいは物理的に単離された透明帯のいずれかであり，何らか

の基準において純粋な物質であるというものではなかった。今回，我々はヒト透明帯と共通抗原性があり，しか
も特殊の手法を開発することによって大量に入手できるブタ透明帯をO．1MNa－borate　buffer，　pH10．0で可

溶化した後，Sephadex　G－100　column　chromatographyにより単一のピークを得たので，このピークの主要

部分である糖蛋白（PZ一αβ）を免疫原として抗体を作成し，透明帯抗原の組織特異性を検討した。　〔方法〕透

明帯抗原PZ－aβ10μgを含んだO．OユMphosphate　buffered　saline，pH7．2（PBS）0．5mlと等量のFreu－
ndg　complete　adjuvantでエマルジョンを作って1回分の免疫標品とした。これをオスウサギに10日ないし14

日の間隔で5回皮内注射し，最後の免疫より10日後に大量採血して抗血清を得た。PZ一αβだけを含まない標品

で同様の操作を行ってコントロール血清を得た。血清は56℃で30分の非働化の後，使用まで一20℃で凍結保存し

た。この抗血清の抗透明帯活性をブタの卵を用いてindirect　immuno　fl　uo　re　sce　nceにより，肝臓血漿および

血球による吸収の前後で半定量的に測定した。次にimmunofluorescenceとimmunodiffusionにより，ブタの

52種の組織および41種の組織のPBS抽出液と4種の体液成分にっいて抗血清との反応性を検査した。　〔結果〕抗

血清の抗透明帯活性は吸収操作の前後で変化なく1024倍稀釈まで陽性であった。組織のimmunofluorescence

所見としては透明帯にのみ明瞭な蛍光像が見られ，immunodiffusionでも透明帯抗原PZ一αβとの間にだけ沈降

線が形成された。すなわち，透明帯の主要部分であるPZ－aβは透明帯に特異的な抗原としての挙動を示した。

64

抗ブタ透明帯抗体の受精阻止作用の検討

京都大学医学部婦人科学産科学教室

京都大学農学部畜産学教室

O林　清士，野田洋一，高井一郎，
　山田一一郎，東條伸平

永井　卓，入谷　明

（目的）哺乳動物の卵透明帯には，特異抗原が存在し，抗透明帯抗体がin　vivo，　invitroに於て受精を阻害す

る事が報告されている。今回我々は，抗透明帯抗体の受精阻止作用のメカニズムを明らかにする為，抗ブタ透明

帯抗体を作製し，マウスおよびブタの体外受精系を用いて，その受精に及ぼす影響を検討した。　（方法）ブタ透

明帯を可溶化した後ゲル汐過により単離された糖タンパク（PZ一αβ）を免疫原とし、成熟雄ウサギを用いて抗血

清（Anti　PZ一αβ）を作製した。マウスとブタの体外受精系を用いて，抗血清およびコントロール血清を作用し，

受精におよぼす影響を検討した。抗体価ならびに透明帯抗原の種特異性は，抗血清の稀釈系列を用いて，ブタと

各種哺乳類の透明帯を標的構造とした間接蛍光抗体法ならびにプロナーゼに対する抵抗性の変化を指標として検

討した。　（結果）抗ブタ透明帯抗血清は，マウス体外受精には何ら影響を与えなかったが，ブタ体外受精に対し

ては，用量依存性に受精を阻害した。すなわち，25％抗血清作用群では，受精率が69．0％から25．9％へと有意

に減少するのみならず，卵1コ当りの侵人精子数も7．2から2．4へと有意に減少，50％抗血清作用群では受精率

が74．1％からL6％へと，ほx“完全に受精が阻害された。共通抗原性を検討してみると，他種の透明帯との交叉

反応性は低く，特に粛歯目で低く，種特異性が高いことが示された。また，ブタ透明帯は，作用させた抗血清の

濃度に比例して，プロナーゼに対する抵抗性が増大したが，マウス透明帯には同様な現象は認められなかった。

（考察・結論）マウスでは受精が阻害されないこと，ブタで用量依存性に多精F侵入の減少あるいは受精阻害が

認められたこと，プロナーゼに対する抵抗性の変化の有無，さらには種特異性の検討結果などから，抗透明帯抗

体の受精阻止作用の発現は，透明帯に沈着する抗体量に依存するものと考えられた。

，
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65　チャイニーズハムスター卵子に対する放射線の細胞遺伝学的影響

　　　　　　　　　　　　一その妊孕性について一

名占屋市立大学産婦人科

o今泉克英　　小石多紀子
鈴森　薫　　八神喜昭

’

　胎芽，胎／巳の放射線感受性は大きく妊婦の被曝は種々の異常発生の原因となり得ることは周知である

しかし未だ受精前の生殖細胞への放射線の影響は明らかでなく，受精にいかに関与するかは不明の点が

多い。

我々は第26回当学会において，チャイニーズハムスターの未受精卵における放射線の細胞遺伝学的影響

について報告し，排卵期にX－Ray200R照射した群には対照群4％に比し，42．1％の異常卵出現をみた。

そこで今回は排卵期にX－Ray200R照射した群を正常雄チャイニーズハムスターと交配させ，被曝卵細
胞の受精及び初期胚発生に及ぼす影響を黄体数卵管より得られた2細胞期胚の数及び形態さらに出生
仔の数について無処置の雌チャイニーズハムスターを同様に交配させた対象群と比較し検討した。

黄体数及び2細胞期胚の数は対象i群6．25に対して照射群6．11と差はなかった。
2細胞期胚を一定時間培養して得られた分裂中期染色体分析の結果異常卵出現頻度は対象群24．7％に比

し照射群では64．1％と有意に高値を示した。この異常卵の内訳は，対象群では染色体異常卵13・4％2細
胞期胚で分裂の遅延している卵11．3％，照射群では染色体異常卵26．3％遅延卵37．8％であった。又出生

仔の数は対象群の5．2に対し照射群は2．4であった。

以上の結果により受精前に放射線の被曝を受けた異常卵子も受精能力をもち，2細胞期胚の段階で未受

精卵とほぽ同率の異常卵子が出現し，出生仔の数は約半数に陶汰されている事が分った。
このことは被曝卵子の一部の異常卵は受精後2細胞期胚の段階にまで進み分裂遅延卵となってその後の
卵分割を停止し脱落していく事を示し，更に一部は妊娠初期流産に大さく関与していろ可能性を示唆し
た。

66，hθe，fθct、。fM，X。。f。r，、、、。。t、。。、。，h。h。皿。t。r

　　　メソトレキセート（MTX）の受精能に及ぼす影響

旭川医科大学産婦人科学教室

○溝口久富，石川睦男，清水哲也

MTXは，じゆう毛性疾患，白血病などの化学療法剤として使用頻度の高い薬剤の1つであるが，その妊
掌性に及ぼす影響については未だ明らかではない．今回，演者らは，ハムスターを使用してこの点につい

ての基礎的検討を行つた．漫性実験として，成熟メスハムスターの腹腔内に5性周期にわたb，0，0。5

皿g／ユ00gr体重，2．5mg／100gr体重のMTXを投与し，投一与後の2－cθ11　stagθで卵を回収し分
割率を調べた．続いて卵子の成熟過程による本剤の影響を検討するため，day4のユP．M．と7P．M．に

おける差異を検討した．すなわちO，2．5mg／100gr体重，10．Omg／100gr体重のMTXをday4
のユP．M．と7P．Mの群に分けて投一与した．受精率はその後の2－cθU　stageで分割率よb分析した．

さらに全身的影響を最小にするため卵巣への局所投与fCよる検討を行つた．　day4の7P．M．に開腹して

卵巣幾内にミクロシリンジにて左側にコントロールの生食を，右にo．5皿g／100gr体重のMTXを注入
　して閉腹し，一定時間後の卵割率を分析した．

結果的に慢性実験ではコントロールに比しMTX投与群の分割率は差異を見い出し難つた．day4での急
性実験では10皿g／ユ00gr体重にて7P．M．投与群では受精能の低下を認め，さらに卵巣局所投与につ

いても同様の傾向を見い出した．以上のことよbMTXの受精能に及ぼす影響は少ないが，　LHsurge後
で排卵が近づけば卵巣を介し，受精能の低下を招来することが明らかとなつた．
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67
　　　着床前BlastocystのProstaglandinの産生，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　放出に関する検討

旭川医科大学産婦人科学教室

笠茂光範，石川睦男，千石一雄，溝口久富，山下幸紀，清水哲也

　近年，着床機構に関する研究の進展にともない，卵巣のみならず着床前Blastocystよbの産生stθ一
roidもまた，着床に関与しているといわれている．一方，Prostaglandins（以下PGs．）は，Bユas－
tocyst（以下Bl．）のsteroid　it生の皿θdia七〇rとして作用している可能性が指摘されておb，His－

tamine，cyClic－AMPなどとともに，着床の制御因子として注目されてきている．そこで今回，］P・Gs

の着床現象への関与の有無，foよび，その動態を探る目的で，着床前B1のPG6の産生，放出につき，
in　vitroで実験を行つた．〔方法〕Japanese　white　rab’b・itを用い，交配後，且CG75LUを投

与し，144時間後に工ndQmetnacinユOpg／mユを含むsaユineユOmlにて子宮腔をfユush　outし，
Blを採取した，採取したB1をsalineにて洗浄後，TG－199mθdium＋fetal　calf　serumにて，
q95％，C転5％，3　7‘tの条件下で培養後，B1澄よび培養液を採取し，それらのPGF濃度を測定し
た．測定方法は，Galdwellらの方法に準じ，抽出，分離後，3H－PGF以RエAを用い測定した．Rθco－

verアrateは，45～60Aooで，assay間Sis．よびassay内のC．V．は，それぞれ15％，ユO％eであつた．
　また，エ」＋Cアラキドン酸O．5pCiを培養液中に加え，Blを1．5時間培養し，Autoradiographyを

行つた．〔成績〕1）Bl中のPGF濃度は癖取直後2．Ong／bユで，培養1時間後10．7ng／bユとpeak
に達し，その後，次第に低下を示し，着床前BユがPGFを産生することが認められた．2）培養液中のP

GF濃度は，培養2時間後に796pg／m1とpeakに達し，その後，次第に低下し，in　vitroでBlよ
bのPGF放出が認められた．3）Autoradiographyは，PGFの前駆物質のアラキドン酸のBlへのと
b込みを示した．〔独創点〕エnvitrOで，着床前B1のPGF産生能，　teよび放出能の存在を明らかに
し，in　vivoでもBlが，［PGFを産生，放出し，着床現象に深く関一与していることが強く示唆された．

68 妊婦血中EPF（early　PTegnancy　factor）に関する研究
1．受精より着床迄の妊婦血清での検討

O別所健史、伊熊健一郎、平省三、香山浩二、礒島晋三
兵庫医科大学産婦人科学教室

　従来の不妊検査において受精障害と着床障害の識別は極めて困難であったが、Mortonらによって、動
物及びヒトにおいて受精直後から着床に至る受精卵分割の段階でTリンパ球のロゼット形成能を抑制す
る因子（early　pregnancy　factor：EPF）が産生される事が報告され、多くの研究者の注目を集めている。
演者らは妊婦血中のEPF測定法につき検討し、その最適条件を設定した後、着床前妊婦血清中のEPF膿
度を測定したので報告する。　EPF測定は、抗リンパ球血清のリンパ球ロゼット形成抑制能をEPFが増
強する作用を利用して行なった。すなわちウマ抗ヒトリンパ球血清（肌S）と補体が正常ヒト末梢血リン
パ球と羊赤血球（SRBC）とのロゼット形成を抑制する作用が予めヒトリンパ球をEPFを産生していると思
われる初期妊婦血清と反応させる事によってどの程度増強されるかを検討したeヒトリンパ球は健常男
子末梢血より比重遠心法で分離、洗浄し、lx107ん1に調整した。補体はモルモット血清を等量（▼〆▼）

のヒト赤血球及び羊赤血球で吸収したものを4倍に稀釈して用いた。EPF測定用血清はHHG排卵誘発患
者及びAIH施行患者の排卵後血清を定期的に採取し、妊娠の確認は、後日免疫学的妊娠反応で行った。
1mlのリンパ球浮遊液を遠心後、2倍稀釈患者血清0．25　mlを加え37°C、30分間反応させた後Hanks液
を加えて1，0皿1とした。1～128x103倍に段階稀釈したALS　O．25皿1に補体0．05　m1及び患者血清処
理リンパ球0．1皿1を加えて37°C、90分間反応させ、更にSRBC（2　x　1（Pん）0．1』1を加え、4°Cに数時間
静置した後にロゼット形成率を測定した。ALSを含まない対照実験群に対する各稀釈系列のロゼット形
成率の比が7臨以下になる最大稀釈倍数をrosette　inhibition　titer（R夏T）とした。避妊婦人血清の排
卵後7日目までのRITが2～4　x　103であったのに比べ、妊娠成功婦人血清の排卵後7日目迄のRITは
16～32xlO3　と明らかにロゼット形成抑制増強作用を示した。
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機能性不妊の統計的考察

金沢医科大学産科婦入科学教室

　　富田　哲夫，石間　友明，村田　均，高林　晴夫，

　　杉浦　幸一，桑原　惣隆

x

　最近、いわゆる機能性不妊の患者数が増加の傾向にあるが、今回、我々は金沢医科大学病院にお・ける

不妊外来での機能性不妊に関し臨床統計を行ったので報告する。1975年1月より1981年6月までの
6年6ヵ月間に挙児希望にて来院した患者数は258例であったが、そのうちルーチンの必要検査を完全
に施行し、その後の追跡調査が可能であった患者数は179例であり、そのうち機能性不妊の患者数は45
例（25．1彩）であった。妊娠成功例は19例で、妊娠成功率は42．2％と比較的高率を示した。妊娠成功

例で妊娠に効果があったと思われる内容は次のとおりであった。すなわち治療休止が9例，子宮卵管造
影検査（HSG）後が6例，AIH施行，黄体ホルモン補充療法，卵管懊状切除術とク・ミフエン療法，

HSG後のAIH施行が各1例ずつであった。
　以上の成績より、当教室での機能性不妊例は比較的妊娠率が良好で、治療としては時に検査，治療を
兼ねてHSGを施行するのが良く、また時々治療を休止して精神的解放をすることが有効に作用するこ
とが認められた。さらに、特に適応とは考えられないク・ミフエン療法，黄体ホルモン補充療法，AIH，

腹腔鏡，試験開腹術などの治療を試みることも必要と思われる。一方、如何なる手段を試みても妊娠に

至らない難治性機能性不妊もあり、これらの症例については更に詳細に検討すべきと思われる。

70
　　　機能性不妊患者の腹腔鏡所見

　　　一腹水量と不妊の関係について

東海大学医学部産婦人科
O内村道隆　　篠原正樹
　井上正人　　藤井明和

本田育子

　不妊患者のうち子宮卵管造影等の検査で異常の見っからない、いわゆる機能性不妊は10～20％とか
なり多い。このような患者に腹腔鏡検査を行なうと、30～50％に軽度の子宮内膜症が認められるという。

しかし卵管と卵巣の関係を機械的に損なうことのない軽症子宮内膜症が、なぜ不妊の原因となるかにつ

いてはまだよく分っていない。今回我々は、162例の不妊患者の腹腔鏡所見について分析し、軽症子宮

内膜症と不妊症の関係、腹水と不妊との関係について検討した。腹腔鏡検査は排卵前期に、全身麻酔下
に行ない、腹水は約15°のTrendenberg体位で直視下に吸引採取した0162例の術前診断は機能性不妊が

81例（50％）と最も多く、卵管疎通障害44例（27．2％）、Second－look　8例（11．1％）の順であった。81

例の機能性不妊のうち、63例（77．8％）に子宮内膜症が認められた。このうち53例（8・4．1％）がStageI

（米国不妊学会の分類）で、Stage皿，StageHはそれぞれ7例（1n％）、3例（4．8％）であった。また骨
盤内に全く異常所見のないのはわずか14例（17．3％）であった。骨盤子宮内膜症を認めない8例の腹水量
は平均6．6　me（3～9　me）であったが、子宮内膜症を有する30例の腹水は133me（4～40　me）と明らか

に多かった。Stage別に見ると、Stage　Iでは腹腔鏡検査後1年以内に妊娠した7例の腹水は平均8．・9・me

（4～20吻で、妊娠しなかった12例のそれは11．4me（4～26　me）とほとんど差はなかった。一方Stage

皿の6例では腹水は23．7me（9～4　O　me）と明らかに多く、1年以内に妊娠したのは1例だけであった。し
かしStage　Mでは5例の平均腹水量は118me（5～18吻とむしろ減少する傾向を示した。機能性不妊の
大部分に子宮内膜症が認められること、したが（て不妊症の検査に腹腔鏡が極めて重要であることは今回

の報告からも明らかであり、Stagel、Stage　Uの子宮内膜症における腹水の増加が、不妊の発生と何らか
の関係があることが示唆された。
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不妊症に対する漢方薬の使用経験

三重大学　産婦人科

　O西山幸男、平野　博、野村浩史、山脇孝晴、李　哲児、杉山陽一

　近年はME機器や、内視鏡の発達が目ざましく不妊症の診断・治療も除々に変化しっっあるが、尚か

つ原因不明の不妊症で悩む夫婦も多い。今回我々はそういったいわゆる機能性不妊症の女性に対して漢

方薬を使用し，若干の成績を得たので報告する。
　対象は2年以上の不妊期間を有する機能性不妊婦人で、体型、顔色から判断して当帰有薬散と桂枝決

苓丸を適宜投与した。投与は1回2．59、1日3回食前服用とし、90日間連続とし、桂枝決苓丸は妊
娠成立時点で服用を中止した。

　効果判定は1）血中ホルモン濃度の変化、2）自覚症状の変化、3）基礎体温の変化、4）妊娠率の変化
等で判定した。

　その結果、血中ホルモンでは、服用前後で血清中のLH、　FSH、　Estradio1、progesterone、
Testosterone、Prolactin等を卵胞中期と黄体中期で測定して検討したが、当帰有薬散服用群にお

いて服用後黄体期のLHとProgesteroneがやや高くなる傾向を認めた。自覚症状は足腰の冷え、便
通、頭痛・肩こP、月経時の下腹部痛、のぼせ感、性生活等について検討したが全般的に改善例が多かっ

た。基礎体温の変化にっいてはやや改善を認めた例もあるが全体的には著変を認めない例が多かった。

最後に妊娠率にっいては今回漢方薬を服用した26例（当帰有薬散21例、桂枝決苓丸5例）中、8例

（30．8％）が妊娠し、control群の妊娠率（36例中7例、19．4％）に比べてやや良好な成績を得た。
　以上、少数例の検討であり妊娠率の比較にしてもcontrolのとり方等に問題があるので尚かつ検討の

余地は多いが、今回の成績でみる限りでは機能性不妊症婦人に対して漢方薬も一度は試してみてもよい
のではないかとの印象を得た。
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子宮腔サイズとIUDの関係に関する研究　（第2報）

国立病院医療センター　産婦人科

o我妻　尭

　子宮内避妊器具（IUD）の副作用，臨床上の問題としては，月経過多，出血，下腹痛，自然脱出，妊

娠などがある。これらは，子宮腔のサイズとIUDの大きさ，形状，材質などの相互関係によっ影響され
る。　従来，IUDと子宮腔サイズとの関係については，方法論上の困難さもあって，あまり研究がお

こなわれていない。　我々は，先に子宮腔内計測値とIUDの大きさとについて研究し，結果を報告し
たが，その後，例数を増加し，またIUDの臨床経過との関係についても若干の知見を得たので報告す
る。　当院産婦人科外来を，　IUD挿入を希望して訪れた婦人196例について，　BATTELE研究所が開

発した特殊な計測器を使用して，子宮底の幅，内子宮口から子宮底までの距離を測定し，子宮腔を倒立

三角形と仮定して，その面積を計算した。外子宮口から子宮底までの距離も計測した。　全例について
子宮の長さ，子宮底の幅，内子宮口と子宮底の距離，子宮腔面積の平均値は，それぞれ7，　3　cm，　3．8cm，

4．　3cm，8．　19　cm　2であった。1回経産婦と2回経産婦との間では，子宮の長さ，子宮底幅について1％の

危険率で有意差がある。2回経産婦と3回経産婦との間では，子宮底幅のみについて，有意差（P〈0．05）

がある。1回経産婦と3回経産婦とでは，子宮の長さ，子宮底幅，面積につき1％の危険率で有意差が
あり，経産回数の増加につれ，子宮腔のサイズが大きくなることが示された。SAF・T・COILを3年間
無症状で装着していた群49例の子宮腔は他の群に比して子宮腔サイズが有意に大きく，IUD装着に適し

た子宮の存在が示唆された。　IUD装着後に，出r血，痙痛などの副作用で除去した例，自然脱出例など

について，子宮腔サイズ（26例）を対照群と比較したが，有意の差は認められなかった。IUDの副作用，臨

床上の問題点が子宮腔のサイズと直接に関係することは証明されないが，IUD挿入後に，無症状で経過

した例は全て子宮腔のサイズが大きいことが示された。
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Pill投与例におけるglycohemoglobinの臨床的意義

聖マリアンナ医大・産婦人科

○矢吹寛，本間寿彦，石井明治，林方也，浜田宏

t

　合成性steroid服用時にみられる耐糖能異常を把握するため，その指標の一つとされるHemoglobin
（Hb）A、　Alcを中心として，同時に施行した他の耐糖能検査成績を加え，その臨床的意義に関する検討を

行なった。　HbA、およびA，cはGabbayらの方法に準じたイオン交換chromatographyにより行なったが
同時に50gないし7590GTTを含む空腹時血糖，　IRI，　TG，　FFAをも検索した。対象はnorethisterone

2㎎，mestranol　O．1me合剤を5～160周期投与した42例および対照34例である。　contro1のHbA16．7土
0．6，A・c4．3±0．7％に比し，　Pil1投与例ではA，cのA・に対する比率が高く，またその値の変動が大で各

々7．2±1．3，5．・3圭1．2％であった。A、Alc値間の相関はcontro1でr＝0．96，　pillO．94で，簡便に測定し

得るA・値の有用性が認められた。空腹時血糖値との相関はr＝0．54，5090GTT曲線の示す面積．ΣBSとの

相関は0．69，75gGTTのそれとはO．71と高い。　IRI　patternとの関連はみられたが，　TG，　FFAとの相関
は低い。50gGTTpattern別では正常型40％，境界型25％，糖尿病型35％が示され，　A1値平均はそれぞ
れ6．2，7．4，8．2であった。75gGTTについてはWHO分類normal　66％，工GT　24％，　diabetes　10％であ

り，50gとは異なる結果を得たが，　AIA・c値は，　IGT，　diabetesと有意の上昇を示した。

　Al値を中心として分類すると7．5までの値を示したものは50g正常型が大多数を占めるが，7．5～8．0に

おいては正常型と境界型が約半数ずつみられる。8．0以上では糖尿病型が大きな割合を占めた。75gGTT
との関連では7．5までは全例norma1であり，7．5～8．0にやy工GTが加わり，8，0以上では1　GT，　diabetes

が多くみられた。　同様な内分泌環境を示す妊娠例156例の成績も総合して，現在A・値についてわれわれ
は7．5までを耐糖能正常，7．5～8．0を要注意，8．0以上は耐糖能異常の存在を示す可能性が高いと臨床的に

判断している。

74

Rat子宮でのEstrogen　ActionのAdrenergicRegulationとCyclic　GMP

大阪医科大学　薬理学教室

　　假野隆司　石井権二

轟

　我々は子宮でのestrogen　actionのadrenergic　regulationとCyclic　GMPの意義に注目しており、

この一端を知るためにWistar系ratを用いたin　viro，　in　vitroの実験を行なった。　estradiol－17β

lug／100gを卵巣摘出3週間後のratに腹腔内注射するとcyclicGMPの、120分にpeakを形成し240分
にcontro1値に復する増加を認めた。　atropine，　propranolo1を前処置しておいてもこの増加は認めら
れたが、phento1　amineを前処置した場合は認められなかった。　estradiol－17β投与後90分の子宮の3H

－ dihydroergocriptineのbinding　siteは有意に増加していた。次に摘出子宮のslice標本の30℃
Tyrodis　solutionでの5×10一i2Mの3H－estradio）のnuclear，cytosol　fractionにおけるuptake
を検討した。L－norepinephrine（4×10　7M）はこのuptakeを外液Ca2＋依存性に有意に増加させた。
この増加はpropran。lalの存在下では認められたがphentolamineの存在下では認められなかった。3H

－estradiolの代りにethan。1に溶解したestradio1－17β（5×10－12M）を用い同様な実験系でcyclic

GMPを測定するとL－norepinephrine（4XlO－7M）により外液Ca2＋に依存して有意に増加した。この

増加はphentolamineの存在下では認められなかった。以上の結果より、estrogenによるcyclicGMP
の増加はadrenergicα一stimulationに由来している、更にestradiolの子宮細胞へのinfluxにはnon

specific　diffusionに加え、外液Ca2＋dependentにct－receptor　systemに制御される機構がある。

cyclic　GMPの増加はestrogen－receptor　complexの形成と関係があると考えられ、　cyclicGMPは
estrogen　actionのlndexの1つになり得ると考えられた。
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　　　非妊時および妊娠初期におけるラット子宮血管構築の鋳型走査電子顕微鏡法

　　　による観察

京都大学医学部婦人科学産科学教室
○竹森和正，神崎秀陽，奥田雄二，小西郁生，姫野憲雄，岡村　均，
　東條伸平

　非妊時および妊娠初期の子宮血管系の形態学的変化を三次元的に観察するためratを用いて実験した。

〈方法〉性周期各期および妊娠初期（L。～L、）のWister系ratの大動脈より不飽和ポリエステル系樹脂

であるMercoxを注入して子宮血管の鋳型を作成し，これを走査電子顕微鏡により観察した。

〈結果・考察〉子宮角の動脈系は2系統に分類される。すなわち一方はmesometrial　triangle内で迂曲

・吻合して血管塊を形成した後，間膜側壁に分布するarterioleであり，他方は子宮壁に沿って輪状に走

行するarteryと，そこから反間膜側壁と両側壁に向って分枝するarterioleにより構成されるものである。

内膜や筋層のarterioleおよび血管塊のarteriole周囲には，それぞれ輪状の圧痕像が認められた。性周期

による変化としては，血管塊を除く子宮の血管系はpr　oestr　usから伸展しはじめ，内膜上皮直下の毛細

血管網には樹脂がほぼ完全に注入されるとともに漏出像が出現し，これらはestrusで最高に達した。こ

れらの観察から，子宮内の2種類のarterioleにはそれぞれ血管括約筋が存在すること，および非妊時で

は血管床の増大や透過性の元進がestr・usで頂点に達することが示唆される。

　妊娠性の変化としてはL。～L、までは血管構築に著変はなく，L、で着床部位の反間膜側内膜の毛細血管

量が増加するが，このことはこの部における第1次脱落膜の形成と密接な関係があるものと考えられる。
また，L、，　L，の着床部位の内膜上皮や腺周囲の毛細血管には透過性充進を示唆する著しい樹脂の漏出像

が観察された。これはこの部における種々のvasoactive　substanceの集積や活性の元進，および腺や間
質における代謝の元進を反映しているものであろう。血管塊のarteriQle周囲の輪状圧痕像は妊娠初期に
はさらに著明となっており，この圧痕像により示される血管壁の構造が，妊娠時の血流動態に大きな影
響を及ぼしている可能性が推察される。

・嘲

76　　　　　　　　　　　ラット子宮の交感神経支配
　　　一とくに生後発育過程ceおける神経分布密度とノルエピネフリン濃度の変化について一

大阪医科大学産科婦人科学教室 伊藤　正尚・杉本　　修

　子宮に関する自律神経系とくに交感神経終末の出生直後から成熟に至る発育過程と、その間のノルエピネフリ

ン濃度の変化を追跡、検討し、子宮機能の成熟の一端を知ることを目的として研究を行った。

　ウィスター系ラット交配により出生直後、3日齢、5日齢、7日齢、14日齢、21日齢、28日齢、35日齢、42日
齢、49日齢、成熟雌ラットとして70日齢、105日齢のものを用いた。蛍光組織化学法としては、Falck　and　Hill－

arp法を、ノルエピネフリン定量には、　Keller　et　aLの法を用いた。

　ラット子宮における交感神経終末は、生後49日齢でadult　levelに達していた。その分布は、子宮頸部に多く、

体部には少なく、問質部に比較的多かった。一方short　adrenergic　ganglionic　cellは、出生直後に子宮頸部勇

結合織内ですでに観察できた。

　単位子宮湿重量あたりのノルエピネフリン量は、生後3日齢でpeakを示した。そして生後70日齢でadult
levelとなった。

　これらの蛍光組織学的および生化学的な結果から、ラット子宮の交感神経終末は、生後49日齢から70日齢の間

に成熟することがわかった。一方short　adrenergic　nervous　systemは出生直後にできていた。

　以上の結果から、ラット子宮の交感神経系は、性成熟と’IZ行して完成していくものであり、神経終末の分布状

態から、精子の上昇、受精卵の輸送や分娩時の子宮収縮などの生殖生理に合目的的に関与していることが示唆さ
れた。

　Key　words，　rat　uterus，　adrenergic　innervation，　norepinephrine　content，　postnatal　development
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77

Hifhne　r　test不良例の検討とAIH

西川婦人科クリニック

假野隆司　西川　潔

　不妊症の中でHUhner　test不良の症例は少なくない。この場合の治療はAIHを中心に行なわれている。今

回は精子所見、BBT、頸管粘液（C．M）、血中estradio1（E2）、　prolactin（PRL）値の検討によりHUhner

不良の原因を明らかにする一方でAIH妊娠例をretrospectuieに検討した。昭和56年に本院に通院した

不妊症患者の中から、AID施行例、無排卵症を除いて無作為に選択した400例中、3回以上連続してHifhner

testが不良であったのは138例（34．5％）であった。この中で精子数4000万／nfP！上は60」％、以下は39．9％

であった。CM分泌が不良（0．2・me以下）であった症例の中でE2が120　pg／nfY］上は精子数4000万／nt以上のグ

ループで18例（29．5％）、以下のグループで8例（28．5％）でこれ等の症例は頸管粘液分泌機能不全が考えら

れた。一方120　pg／hze　Yl下は精子数4000万／nd　y！上のグループで43例（70．5％）、以下のグループで20例

（71．5％）であり、これ等の症例のCM分泌不全はestradio1の低値が原因であると考えられた。　また
Hin’　hne　r不良例の44．2％（61例）に黄体機能不全が認められ、このうちの29．5％に卵胞期hyperp　ro　lac　tine　mia

が認あられた。昭和53～56年にかけてのAIDを除く595例の妊娠中、AIHによるものは54例（9」％）
であった。平均不妊期間は6．3年、精子数4000万／ine　Ll下の症例は11例（20．4％）であり、50％以上が5

周期以内に妊娠した。14．8％の症例で黄体機能改善を目的にHMGを使用した。　AIH施行時の季節は関

係なく、生児の性差は認められなかった。以上の結果より、Htihner不良例において精子減少症ではそ
の改善を計ることは持論のこと、黄体機能不全を伴う症例ではE2低値が認められる場合はHM・G，　bro－

mocriptineなどにより卵胞発育の正常化を計った上でHti　hnerがなお不良であった時にAIHを施行す

ることが重要であると考えられた。

7B

頸管粘液のマイクロ波吸収特性

聖マリアンナ医大・産婦人科
　　　　　　　　　　　　　佐賀正彦，鬼沢幸世，浜田　宏
工業技術院機械技研　　立石哲也，白崎芳夫

←

　前回は頸管粘液の低周波の力学的振動および超音波物性について報告した。今回は頸管粘液などの生

体材料のマイクロ波反射率，透過率特性を測定し無侵襲計測による生体液の反応をしらべた。方法：測
定系は信号源，信号分離器，測定部から成り反射・透過率の絶対値とその周波数依存性を測定しマイク
ロ波吸収のピーク値とピーク周波数を求め相互に比較した。なお信号源にはスイーパを用い1～8GHz
周波数の掃引を行った。試料は排卵期人頸管粘液および膝関節より穿刺した関節液を使用し純水の計測

値と比較検討した。結果：純水のマイクロ波反射特性一測定周波数（1～8GHz）領域で2つの吸．収ピー
ク（α＝2．6，β＝5．　7　GHz）が観察され，　α〈βで両ピーク共温度増加に対し単調に増大した。純水

の誘電率は反射係数と負の相関にあるので温度増加による純水の誘電率減少が推定された。頸管粘液お
よび関節液のマイクロ波反射特性一頸管粘液および関節液のマイクロ波反射係数の周波数分散にも水の

影響と思われるα，βピークが観察されそれらのピーク周波数は純水の場合と大差ない。しかし両者の

反射ピークの温度依存性は純水と異なる挙動を示した。現在までの計測結果によると両者共に20℃附
近に小さいピークをつくりそれ以上の温度域で減少し40℃附近で最小となり更に高温域では再び増加

する。高温部での吸収増加は生体高分子の変性たとえば熱凝固などがその原因とも考えられる。αピー

クについては0～80℃の温度域でマイクロ波吸収の大きさは関節液〉頸管粘液〉水の順であるがβピ

ー クは20℃～80Gで頸管粘液〉関節液〉水の順に低下する。なおデーターの解析から得られた結果に
ついての意義づけは現在のところまだ充分に体系づけられないが，マイクロ波利用の計測法が新しい生

体無侵襲検査法になりえるよう検討していきたい。
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79
ヒトコ宮内膜上皮細胞および間質細胞の組織培養における微細構造

一 性ステロイドホルモン添加への反応一

京都大学医学部婦人科学産科学教室

福井医科大学産科学婦人科教室

O村松拡巳，加藤隆郎，川口周利
　東條伸平
　富永敏朗

【目的】ヒト受精卵の着床はin　vivoでの観察が困難なために，詳細は解明されていない。そこで組織培養によ

り，in　vitroでの，妊娠初期ヒト絨毛とヒト子宮内膜のinteractionを観察しようと試みている。今回はヒト子

宮内膜を単独で培養し，ステロイドホルモンを加え，その形態への変化を透過電顕的に観察した。　【方法】増殖

期中期・後期と分泌期初期のヒト子宮内膜片をゼラチン塗布カバースリップ上へ移植培養し，培養初日より，エ

ストラジオール（10ng／ml　b　1μg々nl）または，プロゲステロン（1　Ug　／m1）を投与し，ステロイド無添加のものと形

態の変化を比べてみた。【結果】ステロイド無添加群の電顕像は，前回の本学会で述べた通りである。すなわち，

子宮内膜移植片上皮細胞は分泌細胞の形態をとるが，ライソゾームと脂肪が増加しており変性もおこっている。

移植片間質細胞は培養後には分化，つまりdecidualization様の変化を示すが，上皮細胞と同様にライソゾーム

と脂肪が増加し，変性をおこしている所見も多くみられた。エストラジオールユμg／ml投与では，移植片の上皮

細胞は培養後7日目には消失しており，これは一応toxicに作用したものと考えられた。間質細胞の分化は無添

加のものに比べ抑えられており，脂肪が著明に出現する。プロゲステロン投与時には，上皮細胞の分泌細胞の形

態は，無添加に比べ更に著明になるとともに，脂肪など変性を示す所見が減少する。間質細胞でも，変性をおも

わす所見は低下し，脱落膜細胞に近い形態へと，いわば細胞の分化を思わす所見が認められた。また移植片組織

全体の構築もよく保たれるようになった。　【結論】プロゲステロンを投与することによって，子宮内膜移植片で

はステロイド無添加のときに比べ，分化した形態の細胞が誘導され，変性傾向は逆に減少する。そこで，この状

態の子宮内膜移植片と妊i娠初期絨毛とのinteractionを成立させることによって，　in　vivoの状態に近い内膜・ト

ロホブラスト相関を再現できるものと考えている。

80

ヒト子宮内膜の組織消化法による割断面の観察

滋賀医科大学産科学婦人科学教室

　　中山茂樹，○鈴木　皓，大島正義，吉田吉信

はじめに：ヒト子宮内膜の腺細胞は，被覆上皮細胞につらなっているものの，深く間質内で腺腔を形成
している。このため腺細胞そのものの表面構造の観察には割断法。溶解法等が用いられているが十分に

満足な結果を得ていない。今回Evan等の開発した組織消化法をヒト子宮内膜用に種々アレンジして内膜

割断面を観察した。方法：2㎜程度にスライスした子宮内膜片を固定後，A．8N－HCI－COLLAGENASE，

B．TRIPSIN－COLLAGENASE，C．HYALURON　IDASE－COLLAGENASEの三法を用いて，消化を行い，
この後は通常の手段で，資料を作成しSEMにて観察した。結果：B法は最適消化時間の延長に伴って資
料が瞬時に崩壊してしまう。C法は，最短消化時間による方法と言える。子宮内膜間質には結合組織間

に血管と腺腔が観察される。増殖期末期では，腺管は直線状で長い。腺腔内腺細胞は被覆上皮細胞より
明らかに小さくしかも，半球状突出と言うよりもむしろ隣接細胞との判別が不明状に一様に突出，即ち，
細く長い微絨毛を敷きっめた如く観察される。これら腺管とは別に，周囲を線維成分で取り囲まれた動

脈系血管と壁がうすく扁平な細胞で内腔が構成されている静脈系が，腺腔間に介在している。又、veno－
us　lakeと考えられる大きな血管もみられる。分泌期中期では，腺管の分布は密で，著しく蛇行し，そ
の内腔はかなり拡大されている。被覆上皮直下から深層にまで多数の血管が分布している。腺腔内腺細

胞は大きく不均一で，紡錘状，風船状，雲状あるいは雛壁形成と種々である。そこに分布する微絨毛は，
紡錘状，風船状のものは，各々先端のバチ状形態を示し，雲状細胞では，10～15個が樹枝状により合わ
さった微絨毛，雛壁細胞では，短く点状である。分泌期初期微絨毛の形態はバチ状が主体をなし，中期
では，バチ状の他に多数の樹枝状集合微絨毛をみ，分泌末期には搬壁点状細胞が大部分を占める。これ
ら細胞形態と　微絨毛の所見は各々，micro－apoCr　in，　apOCrin，さらに分泌終r像と思われる。
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B1同＿周期2回子宮内膜生検症例の検討

九州大学医学部産婦人科学教室
　○中村正彦，　永田行博，　津田知輝，　尾一上敏一，　堂地　勉，
　　大久保信之，　野崎雅裕，　吉満陽孝，　大塚治夫，　楠田雅彦

　卵巣の内分泌動態を反映する子宮内膜の状態を内膜生検で知ることは、不妊婦人にとって有用で
ある。中でも黄体機能不全症の診断、治療への内膜生検導入の意義については、本学会でも数々の
報告がなされてきた。

　今回は生検時期の検討を主な目的として、同一周期に黄体中期と末期に2回生検を行った152
例の不妊婦人の結果を中心に検討を加えた。

　方法は尿中LHの半定量で排卵（土0）をモニターし、t7と＋12に生検を行った。内膜日付診
はtoを基準に排卵後日付診で行い、中期あるいは末期の結果を比較検討してみた。また生検実施

周期に妊娠成立をみた17例については、日付診の結果をretrospectiveに検討し、中期あるいは
末期に1回生検を行って、当該周期に妊診成立をみた例との比較をしてみた。
　中期内膜では内膜日付診が排卵からの日付と一致したものは40例（26％）で、遅延像99例（65％）
、促進像13例（9％）であった。遅延像の2／3は1日遅れであった。末期内膜では一致像37％、遅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8例が促進像であった。延像46％、促進像17％であったが、一致像56例の中期内膜は31例が遅延像、

また中期から末期への内膜成熟過程をみると、成熟が促進されたものが48％、遅延したもの25％で
あり、27％は成熟速度が不変であった。生検周期に妊娠した17例の日付診では、中期・末期ともほ

とんどが0～－3の一致もしくは遅延像を示していたが、中期では遅延像の方がむしろ多いのに対し
末認では一一致像が多く、中期から末期への成熟促進を示す例が多かった。

　これらの結果から、周期2回生検により、内膜成熟は今回の方法での内膜日付診で、黄体中期か
ら末期にかけて促進される例が多いことがわかった。その意義づけは今後の検討課題である。

82　子宮卵管造影法で見た子宮腔形態と月経異常の関連性に関する検討

九州大学医学部産婦人科教室

○吉満　陽孝，中村　正彦，堂地　　勉，野崎　雅裕，

　　大塚　治夫，永田　行博，楠田　雅彦

　子宮奇形と月経異常の関連を調べる目的で，825例の挙児希望患者をHSG上の子宮形態で分類し，

稀発月経・無月経の頻度，妊娠率，分娩率等を求めて以下の結果を得た0
　1．内腔の大きさを大（7，3％），正常（87．2％），小（5．・5％）の3群に分けると，月経異常の頻度は大群

16．4％，正常35．0％，小群34．1％となb，大群で低頻度であった。妊娠率は各群で差はなく，分娩率は

小群で低かった。　2．内腔の形を正常（68．6％），T字型（9．7％），弓状（19．2％），その他（2．5％）の4

群に分けると，月経異常の頻度は正常31．4％，T字型37．3　％，弓状39．2％，その他42．1％で順に高くな

っていたが，各群間に有意差はなかった。妊娠率，分娩率にも各群間に有意差はなかったが，その他の

群で分娩に至った例はいずれも子宮形成術術後であった。　3．子宮腔奇形の客観的尺度のひとつとして
子宮底部陥凹指数Fundal　depression　index（F．D．1．）を定め，軽度なものから0群（55．4％），1～10

群（22％），11～20群（182％），21～30群（3．1％），31以上群（1．3％）の5群に分けると，月経異常

の頻度は順に29．8％，32．9％，42．7％，45．5％，22．2％となり，F．D．1．11～20群で0群に比し有意に

高頻度であった（P＜O．02）。4．内腔の大きさで分けた大，正常，小の各群ごとVC　，おのおのF．D．1．と

月経異常の頻度との関係を検討すると，正常群でやはりF・D．L11～20群で0群に比し有意に高頻度で
あった（PくO．OOI）。大群，小群はそれぞれ症例数が少なかったが，　F．　D．1．11～20群での月経異常の

頻度は0群でのそれをいずれも上まわっており，3の結果は内腔の大きさとは無関係であると思われたo
　以上の結果から，子宮腔奇形の一客観的尺度であるF．D．1．を指標とすると，子宮腔奇形と稀発月経・

無月経の間に関連性が窺われたが，同時に調査した妊娠率，分娩率の結果から，この関連が臨床的に大

きい意義を有するとは思えない。
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83

子宮内腔異常のHS．G　とヒステロスコープ所見

慶応大学医学部産婦人科学教室

○末光博雄，河上征治，永田哲朗，橋本　透，森定　es　t飯塚理八

　研究目的：子宮内腔異常と不妊についてはいまだ明確な診断基準・治療方針がない。私達はH．S．G

が示す子宮内腔異常例について，外来で簡易に検査可能な直径48㎜のヒステロスコープを開発した。

それによってH．S．G所見とヒステロスコープ所見との関連性を検討し，内腔異常の分類と治療指針を
作成することを企図した。

　研究成績：（1）不妊例のH．S．　G約1万例における子宮内腔異常例は約6．5％

（2）子宮内腔異常を次の如く分類するとそれぞれの存在率は先天的（弓状子宮1．3％，双角子宮O．5％，

重複子宮0．3％，その他0％）

　後天的（癒着像O．4％，腫瘍像1．3％，辺縁不整27％，その他0％）
（3）H．S．　G上陰影欠損を示す場合はヒステロスコープによって癒着像（Ashe　rman，性器結核）筋腫，

ポリープ，辺縁不整等に診断分類を無麻酔で外来で検査可能である。それぞれのヒステロスコープ像は
当日スライドで示す。

（4）不妊と子宮内腔異常の治療方針は弓状・双角子宮は流産の既往があれば，Straβmann，　なければ
諸検査，重複子宮etcはその経過観察，癒着像はT．　B∈）ならgive　up．θならU．　T．　J、の通過性あれば

内腔癒着剥離＋LU．D，通過性なければ今后の課題。

　腫瘍は筋腫であれば子宮底〉子宮体部〉頸部の順に切除の適応であリポリープは切除する。

　辺縁不整は筋腫によるものであれば筋腫核出術，そうでなければ経過観察。

84

不妊原因としての子宮膣部ビラン

筑波大学臨床医学系産婦人科

○西田正人，臼杵　葱，松葉裕美，岩崎寛和

　当院不妊外来を受診し，ルーチン検査の後，少なくとも卵管の疎通性に異常なく，かつ高度の子宮膣部

ビランが認められ，粘稿な粘液が同部に付着していた14例に対して，細胞診にて癌を否定した後，凍結

療法による治療をおこなった。1度で充分な改善のみられなかった症例には2度試みた。このうちAエH

を施行した2例，粘膜下筋腫の認められた1例，PCOの1例，計4例を除外した10例中8例が妊娠した。
　妊娠例は6例が原発性，2例が続発性不妊であった。また不妊期間は11ヵ月から5年7ヵ月に分布し，
平均2年1ユヵ月であった。頸管粘液不全にてホーリンを併用したユ例と散発性無排卵周期症にてクロミッ

ド＋HCG療法をおこなった1例を除いた6例は全例凍結療法のみで妊娠した。妊娠迄の期間は，2例が次

周期，2例が4周期目，2，3，5，8周期目で妊娠したものが各1例であったQこのうち1周期目で妊娠し
た2症例が流産したが，2例共流産後1周期目，おび2周期目で再妊娠し分娩に至った。これら2例の凍
結療法前不妊期間はそれぞれ1年9ヵ月，5年7ヵ月で，共に原発性不妊であった。
　これらの症例は治療前，頸管粘液の結晶化が不充分な症例が多く，また治療前にHUhner　testをおこ

なった7例中5例が結果不良と判定された。しかし，治療後にHUhner　testを再検した3例では，その
後妊娠したにもかかわらず，著明な改善は認められなかった。

　以上の結果から，子宮膣部ビラン，特に粘稠な粘液が膣部及び頸管を被っているような症例では，これ
が不妊原因となることは明らかであり，またビランの治療により高い妊娠率が得られることが判明した。

一 方，その妊娠原因に関しては，頸管粘液組成の改善による精子通過性の改善が最も考えられるところで

はあるが，治療後HUhner　testの成績が必ずしも改善しているとは限らないことから，他の理由も考え
られ，尚明確ではない。
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85
子宮頸部：境界病変を合併する

不妊症患者に対する一：考察

久留米大学産婦人科学教室　大牟田市立病院産婦人科

　O白水充典畑瀬哲郎平井ひろみ
　　葉清泉綱脇現薬師寺道明加藤俊

　近年子宮頸癌の診断技術の向上、並びに集団検診の普及に伴い、子宮頸癌初期病変の発見が著明に増

加しているが、同時に若年者の発見例も増加を示している。特に不妊婦人に於ける合併例の報告は少く

その取り扱いについての見解は一致していないものと思われる。以前我々は異型上皮、微小浸潤癌につ

いて検討し、細胞診検査をルーチン化したが、今回昭和54年1月4日～昭和56年6月30日の間に当科不
妊症外来を訪れ、1年以上追跡し得た症例に於ける細胞診成績を検討してみた。
　新患総数690例、細胞診施行数は620例で89．9％の施行率であつた。その内訳は1型379例（61．1％）
皿型230例（37．1％）、皿a型7例（1」3％）、皿b型0例、N型4例（0．65％）であつた。この内、円錐切除術

により上皮内癌、微小浸潤癌と診断された2症例について報告すると共に、今後も予想される前癌病変

及び初期癌の合併例に対する取り扱いについて検討し血ので、これをまとめて報告する。

86

当教室にお・ける機能性子宮と鎖陰症例

金沢医科大学　産科婦人科学教室

高林　晴夫，石間　友明，富田　哲夫，杉浦　幸一，桑原　惣隆

　開院以来、5例の機能性子宮を有する鎖陰の若年者症例を経験した。2例は何れも上部膣欠損で原発
無月経と過去2年間、月経モリミナについて対症的な治療を受けながら経過し来院している。この中、
1例は鎖肛にて生後間もなく人工肛門造設を行なっているが、その後、肛門部への回復手術を受けてい

る。何れも長期間の月経血が貯留し、子宮ならびに卵管留血腫と腹腔内出血および子宮内膜症を認め、

治療としては、開腹後、子宮切開，血腫除去ならびに膀胱，直腸間の剥離後、下部膣への痩管形成術を

行なった。この2例中、1例は子宮内膜症と両側卵巣のう腫のため摘出術を2回行なっている。他の1

例は経過観察中である。
　2例は何れも下部膣欠損と機能性子宮を有し、子宮留血腫と上部膣留血腫を認めた．治療は膣入口部

辺の十字切開，血腫除去にて全治している。
　他の1例は幼児期のジフテリァ罹患による膣壁癒着で初潮以来、月経血はごく少量が10～14日間持
続する様式であった。本症例は膣壁癒着の剥離術を行なって全治し、その後、結婚生活を営んでいる。

　以上の全例共に染色体検索で異常を認めず、4例は内性器の発生異常に基くものである。とくに、上
部膣欠損例では機能性子宮を有するため緊急手術が必要であり、’また、形成手術に当り、若年であるた

め未熟な膣下部よりの造膣術が困難で、一応、子宮腔と膣下部間の痩管形成を行なっているが、将来、

膣機能回復のための再手術や妊孕性などの問題が考慮される。
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87子宮わい小性（いわゆる子宮の発育不全あるいは萎縮）

　　　の診断法の試みとその臨床的意義

鹿児島大学医学部産科婦人科学教室

○池田友信，藤野敏則．儀保善英，森一郎

　長期間，無排卵や無月経が持続した婦人では，強度の子宮のわい小（いわゆる子宮の発育不全あるい

は萎縮）を伴う場合が多く・不妊症治療開冶後短期間の挙児成功率が著しく低いことは日常診療ヒしば

しば経験するところである。ところが，子宮のわい小性と不妊症の治療成績との関係を直接論じた報告

は少ない。これはおそらく子宮わい小性の程度を正確に表わす適当な方法や指標がないためと思われる。

一般に用いられているゾンデによる子宮腔長の測定は頸管の延長があるものでは適切ではないし，子宮

卵管造影術による方法は，造影剤注入用カニューレのそう入。あるいは注入された造影剤の加圧による

子宮腔豫の拡大や変形がおこり，これらの指漂になり難い。　そこでわれわれは，適切な粘稠度（2ZO
cs，5λ0℃）の造影剤を調製し，人工受精用カニューレを用いて，レ線透視下で造影剤を持続注入す

ることにより，子宮腔を変形することなく造影し，従来いわれてきた胎児様子宮，小児様子宮などの定

義に基づいた子宮発育不全や萎縮の診断法を過去5年間にわたって試行してきた。　対象は，治療の結
果，子宮のわい小性以外に不妊の明らかな原因が認められなかった不妊患者98例である。子宮のわい

小性の本診断法で，子宮体部腔長／頸管長≧2．0あるいは子宮腔全長が7　cm以1二のものをG・adeO（ほ

ぼ正常），また子宮腔全長が70m未満のもので，子宮体部腔長／頸管長が1．0以上2．0未満，0．5以1二

1．0未満，さらにO．　5未満のものを各々子宮発育不全あるいは萎縮のaradeLllおよび皿に分類した。

2年間の妊娠率についてみると．a・adeOと1を合わせて48例中53例（68．8紛が，またGrade皿
では56例中7例（19．4％）が妊娠したが．Grade皿では1例も妊娠しなか一っに。

　以上から・子宮のわい小は・不妊症診療ヒの意義が極めて大きいものと思われるので，その診断法や
治療経過について報告する。

88

ENDOMETR工OS工S　に対する　DANAZOL　治療の
無効症例の検討

名古屋市立大学　医学部　産婦人科
　o　　小池酷弍　　三村　三喜男　　八神　喜昭

　抗ゴナド1・ロピン作用のある　DANAZOL　によるいわゆる偽閉経療法が子宮内膜症

に有効であるとの報告は多く，　当学会においても，当科の成績を含めいくつかの報告があ

った。

　　しかしながら，　DANAZOL　治療によってもなお改善のみられない　DANAZOL」
無効症例に対しての検討の報告は少ない。

　当科において，子宮内膜症の38症例に対して　DANAzOL　投与をし無効と考えら

れた症例のうち3症例について，開腹手術を施行し，その組織学的検討を加えたところ，　い

ずれも　ADENOMYOSIS　を合併した症例であった。
　一方，子宮内膜症の病変部位による改善率の検討においても　ADENOMYQSエS　に

ついては改善傾向は芳しくなく，　DANAZOLの治療限界があり，子宮内膜症の中でも

ADENOMYOSISに対するより有効な治療法の開発が望まれる。
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89
先天性卵管膨大部欠損症の1例

東邦大学第1産婦人科学教室

○片山　進，久保春海，百瀬和夫

　不妊症の女性側原因の30～50％をしめる卵管疎通障害は炎症，子宮内膜症，骨盤腔内手術後遺症など
の後天的な原因によることが多い。今回私達は先天的に卵管膨大部が欠損していると考えられたまれな

症例を経験したので報告する。症例は結婚後2年6ケ月を経過した22才の挙児希望の主婦。月経歴初経

14才，周期28日型，整順，5El間持続，経血量中等量，経時障害軽度腰下腹部痛あり。21才虫垂切除術
施行。子宮卵管造影法によりエンドグラフィン3nfで両側卵管溜水腫様の閉塞像を認めたので卵管形成
術目的で開腹した。両側卵管は強い迂曲を形成しながら全体に延長し，溜水腫状であった。膨大部に相

当する部分は卵管間膜のみを認めるのみで完全に欠損し，盲端を形成し，欠損部の先端には正常な形の

卵管釆が認められた。この症例は，L結核の既往がない（血沈，白血球は正常）2虫垂切除術の既往は
あるが卵管との癒着を認めない。3．膨大部欠損は両側性である。4．欠損部の卵管間膜が認められる。

5正常卵管釆が認められる。6．残存卵管が異常に長く，強く屈曲している。7，卵管組織検査で異常所見
がない。以上の諸点より先天的に膨大部が欠損した例と考えられた。卵管は胎生3ケ月に胎児精巣性ア
ンドロゲンの欠如とミューラー管抑制物質の欠如によりミューラー管上部から分化発育する。本例は卵

管釆部が形成されたのちに，一時的に何らかの原因で分化発育が停止して膨大部欠損を生じ，その後再
び分化発育が進行したものと考えられる。本疾患には腎尿路系の奇形を合併することがあるが，本例に

は認られなかった。

90　卵管内部環境の異常
　　　　（卵管妊娠例の卵管粘膜上皮表面微細構造を中心として）

国立横浜東病院　産婦人科

O黄　健哲，　高野　昇，　望月　博

　子宮外妊娠の大多数は卵管妊娠であるが，その病因あるいは成立機序については，なお不明な点が少

なくない。卵管性不妊は女性不妊因子の中でも重要な位置を占め，かつ難治な例が多い。この卵管性不

妊と子宮内正常妊娠との接点にあるともいうべき卵管妊娠について，その成因を観察，検討することは

卵管性不妊の原因，しいては治療の限界を探る方法の1つとして意味のあるものと考える。今回我々は

卵管妊娠成立因子の1つと考えられる卵管内部環境の異常，卵管粘膜上皮表面微細構造の異常を走査型

電子顕微鏡を用いp観察し，これら異常所見の卵管妊娠発生における意義について検討を行ってみた。

　外妊卵管摘出後，直ちに縦軸に切開を加え，卵管腔を露出，卵管血腫を静かに除去，生理的食塩水に
て洗瀞，2．5％グルータールで固定。固定後，妊卵着床部，着床部周辺ならびに着床部より子宮側および腹

腔側のそれぞれについて標本を作製，オスミウム酸二重固定，臨界点乾燥法による乾燥，炭素・金二重
蒸着の上J皿，50A形走査電子顕微鏡で観察を行った。なお同時に同部位の光学顕微鏡用標本を作製，
臨床経過，開腹所見等ともあわせ検討を加えた。

　卵管形成術後に発生した1例を含む17例の卵管妊娠例について検討を行った。これら症例の着床部位

は膨大部8例，膨大部～峡部2例，峡部7例で，卵管破裂9例，卵管流産8例であった。着床部では着
床の直接の影響として粘膜上皮の剰離，円柱上皮の般子状変形，線毛の変性，圧迫像，着床周辺部では

decidualization，あるいは卵管腔拡張による細胞間離開などの所見がみられた。着床部以外では正常
妊娠例にみられる所見に加え，卵管妊娠発生の可能性を示唆する線毛の癒合，非線毛細胞の脱落，破壊

などいくつかの異常所見のみられる症例が観察された。
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CO21aser　microsurgeryによる実験的卵管溜水腫の作成

東海大学産婦人科

　篠原正樹　内村道隆　本田育子　杉原義信
　岩崎克彦　井上正人　黒島義男　藤井明和

　卵管采部の閉塞は卵管性不妊の中でも最も多く、その代表的なものが卵管溜水腫である。卵管形成術

にmicrosurgeryが応用されるようになって、卵管溜水腫に対する手術成績もかなb改善されてきた。

術後の疎通率は90％以上で、卵管周囲の癒着も極めて少ないという。しかし妊娠率は30～40％と
あまb良くない。術後の妊娠率をさらに改善するためには、まず卵管溜水腫の病態生理を明らかにする

ことが重要である。今回我々はCO21aser　microsurgeryを用いて実験的卵管溜水腫を作成し、卵
管上皮の変化を走査電顕にて観察したので報告する。成熟家兎をネンブタールおよびエーテル麻酔下に
側腹切開し、卵管を露出した。Microsurgery用CO21aser（Cabitron　AO　300－02）を用いて
まず、mesotubaritim　superiusを切断し、　fimbria　Dvaricaを切除した。ついで卵管膨大部を
采部に近い所で切断し、その断端を凝固閉鎖した。しかしmesosalpinxおよび卵管の断端は縫合せず
そのままにした。実験にはすべてパルス波（10watts，005～O．2秒、焦点距離15cm）を使用したo術後

3～4ケ月で、卵管膨大部はすべて直径5～7㎜の典型的な卵管溜水腫を形成し、その先端は卵巣とか
なり離れており、卵管周囲の癒着はまれであった。卵管粘膜を走査電顕で観察すると、膨大部に特有な
縦走する太い粘膜隆起はほぼ消失し、かわってモザイク状の小さな隆起が認められた。強拡大で見ると、

一般的に線毛細胞が減少し、分泌細胞の数が増加する傾向があり、また場所によって分泌細胞はさ2ざ
まな形を示しcupulaを形成しているものや粘液が附着しているものが認められた。しかし線毛細胞、分泌
細胞ともその大部分はほぼ正常に保たれていた。CO21aserの影響を直接艶ける、卵管溜水腫の盲端部の粘膜は意外に変化が

少なく、粘膜隆起が中央に集中している以外はその他の部分とほとんど同じであった。今回の実験でCO21aser　m　icrosurgery

が卵管溜水腫の作成に非常に有効であること、実験的卵管溜水腫の粘膜上皮の変化は軽徴であることが明らかになったo
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実験的卵管嚢胞腫sactosalpinxの形態学的観察およびその妊孕能回復について

日本大学医学部　産科婦人科学教室

○長田尚夫，横田知夫，藤井トム清，津端捷夫，高木繁夫

　従来，sactosalpinxによる卵管性不妊症の予後は，たとえmicrosurgeryによって，その形成術が成功した

場合のそれにおいても，その後の妊孕性の回復は，あまり期待できないとされている。よって我々は，まず家兎

を用いて，実験的にsactosalpinxを作成し，その成、Z機序の解明と卵唐機能に及ぼす影響について卵管粘膜を

形態学的に観察した。またそれの妊孕性の回復をはかるために，CO2Laserを用いて顕微鏡ドに卵管形成術

salpingo－neostomyを無縫合法により実施し検討を加えた。その結果，感染群および非感染群によるsactosal－

pinx例で成立過程およびその後の妊孕性の回復について有意の相違があることを認めた。さらに透過型および

走査型電顕による観察で，既に術後3週間目には卵管粘膜上皮に異常所見を認め，4－6カ月後には粘膜上皮は
ほとんど脱落し，もはや妊孕性のないことを認めた。電顕的には卵管粘膜上皮の脱落過程は，sactosalpinxを
形成する初期段階でも既に基底膜上に間隙を生ずるが，線毛および微絨毛は比較的遅れて変化が現われるために，

一見すると正常にみえる。この初期段階を過ぎると急速に粘膜上皮に変化がみられ線毛の減少，短縮および微絨

毛の減少が始まりついには基底膜を残して脱落が始まる。そしてついには基底膜も剥離してくる。またCO2La－

serを用いて，　salpingo・neostomyを行って妊孕性の回復を企図したものでは，卵管采を切除したものでも妊

孕性を認めさらに卵管采を含めて卵管の約60％を切除した症例でも妊孕性が保持されることを認めた。また

sactosalpinxの初期段階に卵管形成術を行ったものでは，妊孕性の回復を認める反面，基底膜まで剥離したよ

うな末期のsa（加salpinxにおいては，妊孕性の回復をみることが困難であり，また粘膜上皮のreCanalization

は，基底膜が残っている卵管粘膜に上皮細胞が再生することを認めた。したがってsactosalpinxの妊孕性に及

ぼす影響は，その成立期間によって予後が左右されることより，saCtosalpinxは臨床的に診断が確定した段階

で可及的速やかaC　microsur　geryによる卵管形成術を施行する必要があることを認めた。
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93慢性副睾丸炎による閉塞性繍子症va対する冨嘩丸一精管吻舗

　　　　　　　　　＿microsurgical　techniqueの導入一

慶懸義塾大学泌尿器科学教室　　篠田正幸・中薗昌明・田崎　寛

国立霞ケ浦病院泌尿器科 相川　厚・石川博通

脚

　昭和54年2月より昭和5ア年1月迄に慶懸義塾大学病院泌尿器科を受診した男性不妊患者中、慢性

副睾丸炎による閉塞性無精子症8症例に対して、副睾丸一精管吻合術をmicrosurgical　techrLique
を用いて施行し、若干の知見を得たので、手術方法および成績を発表する。

　平均年令は55．6才、平均結婚期間は5年1ケ月であった。吻合方法は側々吻合6例、端側吻合1例
であったQまた、側々吻合6例のうち1例のみに両側の吻合を行ない他は全て片側のみに吻合を行なっ

た。精液検査は、術後6±2週間で、矛1回目の検査を行ない、以後4週間毎に行なうことを原則とし、

術後すくなくとも6ケ月経過した時点で最終成績とした。精液所見の改善率は50％（4症例）で精子
数は2．0×10　7／nf以上に達した。運動率は60％以上5例、60％未満1例であった。妊娠例は2
例（25％）で、それぞれ術後21週間目、23週目にみられた。精液所見の改善がみられた4症例の
吻合施行側の術前睾丸生検所見は、正常睾丸組織2例、中等度萎縮性変化（hypospermatogθnesis
基底膜の肥厚等）を認めたものは2例であった。妊娠例は、中等度萎縮性変化を認めた症例であった。
精液所見の改善のみーられなかった症例では4例とも中等度以上の萎縮性変化が認められた。手術法と精

液改善例との関係は、側々吻合5例、側端吻合1例であった。
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Microsurgeryによるラット精管再吻合術の検討

浜松医科大学　泌尿器科

　○増田宏昭，大田原佳久，鈴木和ts　，田島　惇，藤田公生，阿曽佳郎

　今回われわれは，ラットの精管結紮を行ない，一定期間後Microsurgeryにて精管の再吻合を行ない
良好な結果を得たので報告する。

　対象としてSPFラット（6週齢）を用い，精管結紮を行ない，次の3群に分けて精管の再吻合を行な
った。

　1群（3匹）：精管切断後，直ちに再吻合を行なった。

　2群（3匹）：精管結紮4週間後に再吻合を行なった。
　3群（3匹）：精管結紮8週間後に再吻合を行なった。

　各群はそれぞれ再吻合術2週間後，1週間交配し妊孕能の有無を検討した。

　精管再吻合術の手技としては，顕微鏡下に精管内膜を1針縫合し内膜を寄せ，次に外膜を7～8針縫合
するという方法で行なった。縫合糸は，ナイロソIO・－0を使用した。

　その結果，1群3匹，2群2匹，3群2匹の雄が雌を妊娠させ妊孕能のあることが証明された。妊孕能
のなかったラットの内性器を組織学的に検索したところ，いずれも睾丸は変性壊死を起こし，精子形成能

の低下，炎症浮腫を認め，副睾丸の一部管腔の閉塞している部位も認められた。

　考案・結語：①精管再吻合術をラットに行ない，内膜1針，外膜7～8針の二層縫合で良好な結果を得
た。　②妊孕能を示さなかった例について組織学的検索では，睾丸・副睾丸の変化がみられたが，いずれ

も手術手技によるものと考えられた。　③精管結紮8遍間後でも，十分な妊孕能があることが示された。

④今後，精管結紮後さらに長期間の後，精管再吻合術を行なって妊孕能の有無について検討を行なう予定
である。
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95結節性卵管狭部炎とマイクロサージャリー

長岡赤十字病院産婦人科　○須藤寛人、古谷元康、五十嵐俊彦、阿久津正

新潟大学医学部産婦人科　竹内正七

　近年、卵管疾患の不妊症婦人に対して積極的に外科的治療が行われる傾向にある。特にマイクロサー

ジャリーの有効性は広く認められるようになってきた。私達は、少数例の卵管形成術の経験のなかで、

2例の結節性卵管狭部炎（Salpingitis　isthmica　nodosa以下SINと略）の症例を最近経験した。本疾患
は病態発生上、興味深い特殊な疾患であり、また、不妊臨床上も大切な疾患であると思われ、症例をま

とめ考察を加えた。　「症例1〕39才、G3、P1020（19才中絶、28才で再婚、29才流産、31才正常分娩
であったが、この児は2才で事故死）。30才右側附属器切除術を受ける。33才不妊症で受診。子宮がや＼

大きいこと、左卵管間質部における脈管像を示すHSG所見以外の異常は無し。38才での再HSGで左卵管
は狭部で閉塞の所見を呈した。昭和56年3月開腹。子宮筋腫と卵管狭部の広範な閉鎖を認めた。卵管端
端吻合は技術的に不可能であった。病理組織診断はSINであった。　〔症例2〕34才、　GO、　PO、結婚
23才、23才右卵巣腫瘍のため右附属器切除術を受ける。25才不妊症で受診。この時左側卵管の狭少化を認

められた以外不妊原因なし。5年後のHSGで左側卵管は狭部以後造影されず。さらに2年後、卵管の手
術を希望して来院。昭和57年2月開腹手術。卵管狭部にsegmenta1に子宮内膜症性病変が認められ、卵管

内腔は閉塞していた。この部を切除し、マイクロサージャリーによる卵管端々吻合を行った。昭和57年
5月20日を最終月経として妊娠成立に至った。病理組織診断はSINであった。
〔考察〕①これまでに発表されたSINの病態発生説を模式図的に示した。私達はSINを非炎症性の卵管

のadenomyosisと理解したい。②SINの病巣進展は緩徐である。③卵管狭部での閉塞所見が認められた
時には本疾患の可能性を念頭におくべきである。④マイクロサージャリーで妊娠成立に至った症例を詳
述した。
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当院における卵管形成術

大阪市立大学医学部産科婦人科学教室

　○岡本吉夫，恩田　博，迫　久男，浜田和孝，須川　倍

　我々は卵管の機能回復手術に際し，昭和55年6月よりマイクロサージェリーを導入し，現在までに17
例の症例を経験したが，マクロサージェリーによる11例とともに，今後の治療に役立てるべく検討した

ので報告する。

　卵管結紮術後2例，卵管妊娠に対する保存手術1例を除いた25例中，原発不妊は16例，続発不娃は
9例で，後者に子宮外妊娠後の症例が4例含まれていた。また25例42卵管中，卵管閉塞が26卵管，
57，8％，次いで卵管溜水腫が15卵管33．3％を占めていた。

　HSGによる術後卵管通過性検査では，マクロサージェU－46．2％，マイクロサージェリー65．0％で，
ともに端々吻合術，卵管釆形成術の成績が良好であった，高度な卵管周囲癒着のために術式が多岐とな

ったものでは良好な予後は得られなかった。なお，現在のところ，術後妊娠成功率はマクロサージェリ

ー 3例，27，3％，マ’イクロサージェリー2例，16．7％であるが，マイクロサージェリー導入後問もない

ことから，今S2，後者による妊娠成功率の改善が期待される。また，術後早期の卵管通水検査は今後の
卵管通過性を示す指標となると考えられた。

　光顕および走査電顕による検索では，卵管粘膜上皮に関しては卵管閉塞例，卵管結紮術後および
Large，　thin－walled　tyPeの卵管溜水腫例においてほぼIE錆の形態を保持しており，表面構造的には術

後卵管機能の回復を期待しうるものと考えられた。
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97
　　　32％Dextran　70による家兎腹腔内癒着防止効果に対する研究

大阪医科大学産婦人科学教室

O田中泰吉，坪倉省吾，植木　実，杉本　修

f

　子宮内膜症，附層器炎や子宮筋腫を有する不妊：婦人の保存手術後に合併する腹膜癒着は析角の不妊治

療のための手術効果を著しく損なうものである。以前われわれは癒着発生機序ならびにその観点からの

防止法について報告したが，今回ガーゼ擦過法により腹膜癒着起因操作を施した家兎において・各種癒

着防止剤（32％Dex廿an　70，1％Chondoroitin　sulfate，　AProtinine，　Hydrocortisone，　Urokinase）

を腹腔内投与し，癒着形成の防止効果を比較検討した。その結果・32％Dextran　70が最も良い効果を

示した。32％Dextran　70投与により腹水量が急速に増加し，3時間で最大となり以後漸減した。
Fibrin平板法による局所線溶能測定では，線溶活性の低下が抑制されることがわかった。局所組織像

では，Fibrinの析出が認められないまま欠損漿膜部の被覆がおこった。副作用では，大量投与により
死亡が認められたが，脱水と考えられた。以上より32％Dextran　70を腹腔内に投与すると吸水作用に

より腹水増加をおこし，物理的に損傷腹膜が分離される。一方抗凝固作用によって癒着発生初期のFib－

rinの析出が抑えられかつ線溶能が維持されることにより抗癒着効果が発揮されると考えられた。
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紫外線による手術用顕微鏡の滅菌について

東邦大学医学部麻酔科学研究室

村山良介，　内田隆治。

亀

　はじめに：　手術用顕微鏡はレンズの接合部のバルサムのように熱に弱いところがあり，50℃以上は
使用出来ないことから，オートクレス　EOガス滅菌器，ホルマリンガス滅菌器は使用が出来ず，滅菌法が

困難である。このため，種々の工夫がなされているが，紫外線を使用し，安全かつ簡単に滅菌を行って

いるので報告する。　　　紫外線照射：　紫外線照射室は手術室と器材室の境にもうけられた1600×

2100×2100の大きさの部屋で，手術用顕微鏡が4台入れられる、内張はステンレススチール，ニッポ
電機製GSL1000紫外線発生管がなるべく均等な照度をえられるように配置されている。　　　紫外線
照度：　叩心線部を除いて，700μW／c涜　の照度がえられている。500μW／爾の照度で105／c諺　の

Sfavrevsを30秒で滅菌出来ることから，照射時間が5分に設定されているので，照射前菌濃度を守る
ならば，すべての微生物を滅菌することが出来る。　　　殺菌効果；　手術用顕微鏡は普通クリーンな
手術室におかれているので，一般に104／σ諺の菌汚染を保っている。当院では滅菌室に格納されている

ため101／c㎡以下で，滅菌後はバッチテストで30ケ所，同じ試験を3回くりかえして菌を見出せなかった。

　　　考按及びむすび1　253．7・naの紫外線はビールスから真菌まですべての微生物を不活。滅菌出来

る安全かつ使用の簡単な滅菌法であるが，その使用にあたって注意すべきことがある。　　　1　充分

な照度をえられる強力な紫外線発生管を使うこと。　　　2．滅菌すべき器具に適した装置をつくるこ

と。　　　3．照射前菌濃度を照度に合わせたもの以下にすること。等である。紫外線は手術用顕微鏡

の滅菌に適してk・り，ここでは滅菌室を報告したが，一台用，ヘッド滅菌用のものも製作されている。
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In　Vitroよりみたclomiphene　citrateの卵巣直接作用

慶応義塾大学医学部産婦人科　　○服部政博，中村幸雄i，

澤田富夫，杉村和男，吉尾敬徳，白石　悟，飯塚理八

〔目的〕Clomiphene（CL）の排卵誘発機序は，主に間脳に作用すると考えられている。しかしin　vitroでは，

1Hに先立つestradio1（E2）の分泌を認めることが多い。我々は，　CLの卵巣直接作用の可能性を
考え，ヒト穎粒膜細胞培養系を用いたin　vitro実験系で検討を加えた。

〔方法〕　正常月経周期を有する婦人の卵胞中期（卵胞径6㎜以下），及び卵胞後期（卵胞径6㎜以上）

の卵胞より穎粒膜細胞を吸引採取，TC199（20％FCS添加）にて12日間培養した。　種々濃度のCL
を培養液に添加，2日毎に培養液を全量交換，培養液中に放出されたE2量を，　RIAで測定した。又，培養

液に，testosterone（T）100　ng／醜，　FSH　200ng／掘を添加した群に澄いても，同様に種々濃
度のCLを添加，培養液中のE2量を測定した。
〔結果〕　（1）　eL単独添加群では，卵胞中・後期とも，　CL添加，非添加にかかわらず，　E2産生量は少な

く，2日目1．5　ng／105ce11s／2daysを最高とし以後漸減を示す。12日間培養中CL添加群，非添加
群との間ec　E2産生量に有意差はなかった。②培養液に，　T，　FSHを添加し，更にCLを添加した群では，

⑤卵胞中期の卵胞より採取した穎粒膜細胞の培養では，8日目にE2産生はpeakに達し，この時CL

100ng／徹添加群は，非添加群の約2倍のE2産生を認ぬた。　CL濃度とE2産生のdose－responseをみ
るとCL濃度10ng～1μg／観では，　CL非添加に比し，　E2産生増加を認めた。⑤卵胞後期の卵胞より採
取した穎粒膜細胞の培養でも，8日目eC　E2産生はpeakに達し，この時CL100ng／醜添加群は，非添加

群の約L3倍のE2産生を認めた。　dese－responseをみるとCL濃度10ng～100ng／観では，　CL非
添加群に比しE2産生増加を認めた。以上よりCLはいかなる時期の穎粒膜細胞に対してもE2産生増加

作用を有し，この作用は，T，FSH添加群で明らかであった。

100

HMG投与時の卵胞発育とSteroidgenesisについて

長崎大学医学部産科婦人科学教室
O岡本純英，石丸忠之，山口敦已，梶村秀雄，中野龍夫，山辺　徹
★長柄真司　★長崎大学薬学部大学院生

［目的］HUS投与時の卵胞発育とそのSteroidgenesisについて検討した。［方法］子宮巣摘術施行予

定患者にHV・G　1日751Uを月経周期2日目より連日投与した。投与中は超音波断層法｛USG）により卵胞

の発育を観察し，さらに血中のSteroidsを測定した。そして月経周期12日目に開腹手術を行ない得ら

欝獣欝誰饗灘騰雛e藏犠憎懇IE蕪言蹴畿鷺壌
個の卵胞が確認され・手術当日の血中E2’PおよびTの濃度はそれぞれ317　P9／ml，180　P9／mlおよび

47　ng／d］であった。摘出した左卵巣1ま35　x　45㎜に腫大し，6個の5㎜以上の卵胞が確認されたが，
右卵巣は正常大で肉眼的に5㎜以上の卵胞ぽ認められなカ・った。摘出左卵巣の卵胞直径はそれぞれ25㎜

卵胞（1），13㎜（皿）slo㎜認）・lo㎜（M・5㎜（V）および5㎜（V【）であった。各卵胞液中のEl2　，P　，丁

騨灘欝響網落雛2潔鮎古翻輪ユ羅n轟膿醗晃離
dlおよびlo7万／卵胞・1Vでは4・3ng／tnl，21nq／ml，47ng／dlおよび36．9万／卵胞，　Vaでは73nq／ml，

llnq／ml，15ng／dlおよび9．4万／卵胞であったがVではE2は測定域以下であり，Pは10nq／祀，　T
は20ng／dlおよび51・4万／卵胞であった。なお皿～Vの卵胞からは周囲を穎粒膜細胞によりとりかこ

まれた卵細胞が回収できた。以上の成績からHMGに対する卵巣の反応は必ずしも両側性とは限らないこ

と・またHMG投与時の血中Steroidsの主要分泌源は卵胞の穎粒膜細胞数や卵胞液内Steroids濃度お
よび卵細胞の形態などから考えて発育卵胞であることなどが推察された。

8
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101。。、y。mi。。及び。D，（。rn・，・・。。　dec。rb。xy…e・i・h・・…rの灘膜細胞

　　　増殖に及ぼす影響

九州大学生体防御医学研究所附属病院産婦入科

　　　吉　田　耕　治

喝

　卵巣卵胞液は，体液中では，精液に次いでpolyamine（putrescine，spermidine，spermine）の濃度

が高いことが知られている。また卵胞液は，putrescine合成酵素である，頼粒膜細胞の細胞質中の
ornithine　decarboxylase（ODC）活性を，in　vitroで刺激することが知られている（Veldhuis　et
al．：Endocrinoユ．105：1143，1979．）。　polyamineは一般的には，前立腺，膵，肝，脾などの特に蛋白

質代謝の活発な組織に多く1個体発生に於いて細胞分裂や増殖の盛んな時期冗高濃度に存在する，核酸
や蛋白質の生合成に関係していると考えられている物質である。そこで卵胞頼粒膜細胞の増殖にはgon－
adOtropin　や性ステロイド（これ等もin　vivoやin　vitroでODC刺激作用があるが）の他にも・
pOlyamineの生合成や代謝も，重要な因果関係を有することが推測される。この仮定のもとに，豚卵巣
小卵胞（直径1～2ntn）から吸引した未分化穎粒膜細胞を培養して，oDc　inhibi・t，orであるDFMo
（difluorO－－methy！－ornithine）や，DOP（1，5－diamino，2－hydroxy　pro　pane），あるいはpolyamine

（putrescine，spermidine，spe二rmine）を培地に加えて，穎粒膜細胞のin　vitroの増殖に及ぼす影響

を調べた。その結果，pilot　studyでは，ODC　inhibitorは，長期培養で細胞増殖を抑制し，それ
がputrescine添加で一部回復された。逆に培地に最初からpolya』nineを加えると細胞増殖は抑制され
た。その他にaminOguanidineの影響も調べた。以上の実験はfetal　calf　ser㎜　を含む培地で行っ
たものであるか，卵胞液中のpolyamineの関一与を調べるため・卵胞液をセ・ファン透析し・これに血清

培地同様にpolyamineなどを加えた実験も行った。既に我々はODC　s　timulati㎎作用をもつpeptide
　を卵胞液中に仮定しており（吉田耕治：産婦治療，45（2）：1982，in　press・），卵巣の卵胞穎粒膜細胞

の初期の増殖に当って，この因子がODCやpolyamineの代謝を介して重要な働きをしているのではな

いかと考えている。

102

卵胞液中および末梢血中ホルモンの比較検討

札幌医科大学産婦人科

　　遠藤俊明，佐藤卓広，田中昭一e橋本正淑

‘

｛

〔目　的〕

　血中のステロイドホルモンは，同時に卵胞液中にも高濃度に含まれている事が報告されている。卵巣

機能は，末梢血中のステロイドホルモン濃度を測定する事によって推察できる。今回我々は，ステロイ

ドホルモンとゴナドトロピンについて，卵胞液中と末梢血中の濃度をそれぞれについて測定し．おのお

のの関連性について検討した。
〔方　法〕

　対象の正常月経周期を有する婦人において，卵胞液は手術中に，末梢血は手術前後に採取した。卵胞

液は，遠沈後の上清を測定まで一20℃で凍結保存した。末梢血は，血清分離後同様に保存した。LH，
FSH，　Progesterone（P），　Estradiol（E2），　Prelactin（PRL），　Testosterone（T）の測定はRIAによった。

f成　績〕

　まず卵胞液中のホルモン測定値は，LH濃度が，卵胞期において排卵に近づくにっれて上昇傾向を
示した。一方FSHは卵胞期後期でもく2解IU／”e～2．7πIU／geと低値であった。

　又，Pは卵胞期において排卵に近づくにつれて上昇傾向を示し排卵直前には1530ng／冠以上の高値を
示した。E2も同様に卵胞期においては排卵に近づくにつれて上昇傾向を示した。他方PRLには一定の傾
向がみられていない。Tは卵胞期において，排卵に近づくにつれて低下傾向を示した。又E2高値の場合
高LH低Tの傾向があった。次に末梢血中にホルモン測定値では，　Pの卵胞期後期の高値はみられなかっ

た。E2は卵胞期において，排卵に近づくにつれて上昇傾向を示した。　PRLは，月経周期による変化は，

みとめられなかった。FSH，　LHは排卵日をのぞくと，ほとんど同値であった。
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103
性ステPtイド補充療法のAnorexia　Nervosaへの応用

国立名古屋病院産婦人科O戸谷良造安江弘之黒木尚之三輪是
　　　　　　　　　　　　鈴置洋三

〔目的〕Anorexia　Ne　rvosaは心因的要素により摂食行動に異常を来たし、長期間にわたる摂食量不足
の結果、やせ、無月経などの症状を伴うものとされている。本症の治療は精神科的療法、向神経剤療法、あ

るいは高カロリー療法などが治療法の全体とされ、無月経に対する性ホルモソ療法、あるいは排卵誘発

療法は本疾患の一症状に対する部分的な対症療法とされて来た。しかし、本症にみられる間脳一下垂体

一 性腺系の障害は、本疾患の発症原因にも深く関与していることが推察され、臨床症状も単に低栄養に

よる症状のみならず、長期にわたる低性ステロイド状態の影響が重なったものと考えられる。今回我々は

正常排卵周期に分泌される性ホルモンに該当した生物活性の経口剤を、可及的、生理的周期に類似せしめ
た投与方法で投与し、性ステロイド補充療法の効果を検討した。

〔方法〕estrogenとしてmestranolを、　gestagenとしてchlormadinoneを、　testos・te・re・neとして

mepit　ios　tanを組み合わせた投与方法を作製し、14名に5～33周期投与した。

〔結果〕　14例中12例に、体重の増加、食生活の改善、性欲の充進等、総合的な臨床症状の改善がみら
れた。体重の増加は本症発症前までには回復しなかったが、治療開始時体重に比し、有意な増加であっ
た。本症発症から治療開始までの期間と体重増加速度とは関連性がみられ、発症2年以内に治療開始し

た症例はそれ以上をへて治療開始した症例に比し、速やかな体重の回復がみられた。また、正常女性と
本疾患例の身体計測値を比較したところ、体重よりも胸囲が正常女性との差が大であることが判明した。

すなわち、患者群の胸囲の平均は正常女性の一2．6σ、一方体重は一1．8σにあった。このことから胸囲の如

何も診断基準の一つになると考えられた。性ステロイド療法は本疾患に対し有効であり、主療法の一つ
として採用されるべきと考えられる。

104
・・ムスター妊娠黄体のPrOgestMB分泌とLH，FSHの影翻について

十和田市立中央病院産婦人科　　。和田裕一

カンザス大学医学部生理学　　　G．S．Greenwaユd

　ハムスター妊娠黄体細胞のin　vitroにおけるProgestins分泌能について、　gonadotroPinに対
する反応性をも含めて検討した。妊娠2臥4臥8日目にハムスターを断頭、屠殺し（各日群、6～8
匹）．摘出した卵巣より黄体を採取してブv一ドにて細切し．coユ1agenaseにて消化、　disPθrsedcon

とした後、jp7°・…ZOs・。。m…下で…u・…した．・・d・岨中Va放出された…9。、ter・n．（P），

Rd°H？・・ZOd°Hpの腱分泌量およびLH（。・i・eLH，N・H－S・Z・Z；0。！～／00・9／m・），FSH（。・i・・eSH，

N・H－S／9；／0・／00・g／m・）添カロ時の分泌の変化についてRエ・にて測定し、以下の結果が得られた．

一
耀多鷲畑繍詣総競　薦譜鰹鑑゜HP踏號欝嚇論　

臥矢8日のいずれにおいても、mediumへのLH添加に対して有意左増加を示した。すなわち、2日
ではLH／ng　／mi以上9日、8日ではLH／Ong／ml以上の存在でP，／7dOHPの分泌は有意に促進された。　P

分泌の変化からLHに対寸る黄体の反応性は2日、8日より4日で大であると考えられた。．ZC））1，　O　HPのLH

に対する反応は畷して不良であった。　5りFSHは3つのPrOgestin分泣に有音な変化を与えなかった。
　以一ヒより、ハムスター妊娠前半期における黄体細胞の分泌するmajOr　PrOgestine：tPであり、今

回ハムスターにおいても妊娠黄体が・ZOd　O　HPを莞生ゴることを明らかにしたが、ラットにおけるP，20

，i　OHPの関係とは異なり、その分泌の章養については不明である。また、ハムスターにおいてFSHは

luteotroPic　hor皿oneの一つとみ左されているが．今回のshort　incubationではその効果は明
らかにされなかった●

し
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105
　　　　　ラツトの分離黄体細胞のPr。gesterone，20α一〇H　Progester。ne

　　　　分泌におよぼすACTHの効果

曹　春吉，熊井昭彦，田井宜人，左雨秀治，岡本良平

じ

｛

緒言：Gonad。tr。pinで前処理した幼若，あるいは妊娠ラツトの卵巣から黄体ホルモソ分泌細胞を分離

して，黄体ホルモソ分泌におよぼすACTHの影響をinvitroで観察した。
実験材料および方法：SD系雌ラツトを用い次の各群の卵巣を摘出した。第1群；22日令でPMS　25iu

注射。　第2群；PMS注射56時間後にHcG　loiu注射。第3群；妊娠。摘出卵巣から分離したPRG
分泌細胞を104×cells／O．S・meの割合でEaglds　MEM中に懸濁し，合成ACTH（Cortrosyn，10～100

μ9／O．　Sme）を加えて，37℃，2～18時間incubateしたのちMEM中のPRGと20α一〇H－PRGを

RIAで測定した。　結果：第1群；ACTHはPMS注射後6日目，7日目のPRG分泌を有意
（P〈0．05）に増加させた。5日目，8日目でも増加の傾向がみられたが，20α一〇H－PRG分泌には

何れの時期でも差がなかった。7日目においてPRG分泌はincubate開始6時間から増加し，18時間で
ピーク（580ng／105　cells）に達した。また7日目にACTHのdose　responseをみると，　ED5Dは

1｛μ9／0．5磁／104eells）であった。　第2群：HCG注射後3日目の分離細胞についてもED50は
1（μ9／0．S　me／1　04cells）であった。　第3群；妊娠5日目と8日目でPRG分泌はACTHによっ
て有意に（p〈0．01）増加した。11日目以降のPRG分泌はcontrol群で8日目の14％にまで減少して

いた。この時期にACTHを加えるとeontrolに比べてPRG分泌は増加していたが有意差は認められ
なかった。妊娠の場合は20α一〇H－PRG分泌も5日目，8日目でACTHによる有意（p〈0．01）の増
加がみられたが，11日目以降では，ACTHの効果は認められなかった。

考按：ACTHはPMS処理幼若ラツトの黄体からのPRG分泌に影響をおよぼし，また妊娠前期のラツ
ト黄体細胞では，PRGと20α一〇H－PRG両者の分泌に影響をおよぼすと考えられる。

106　高速液体クロマトグラフィーによる黄体期のヒト血中性ステロイドホルモンにっ

いて

岡山大学医学部産婦人科教室

　清水一二美，五島良太郎，早田　幸司，林　　伸旨，吉田　信隆，
　占部　　清，秋本　胱久，関場　　香

〔目的〕我々は，高速液体クロマトグラフィーに紫外線検出器及び電気化学検出器を組みあわせた血中性
ステロイドホルモン測定法を開発し，Estradiol（E，），Estrone（E、），Progesterone（P），17－Hydroxy－

Progesterone（17－OHP），Testesterone（T）が同時測定できることを既に報告した。今回さらに，
20　一　Hydroxy　一　Progesterone（20　－OHP）の同時測定も可能であることを明らかにするとともに，この測

定法を用いて，不妊症患者の着床期における血中ステロイドホルモンについて検討した。
〔方法〕正常月経周期をもつ婦人10名および不妊症患者17名の着床期における血中ステロイドホルモ
ンを測定し，同時に内膜日付け診を施行した。

〔成績〕20－OHPは紫外線検出器で測定され，保持時間は195分，平均回収率は81．4％，血清中の定量
限界はL61ng／ntであった。正常月経周期をもつ婦人の黄体期7日目の1血中ステロイドホルモンは，
17－OHP；4．　07士1．57ng／me（Mean±SD），20－OHP；13．　O　O士　5．　97　ng／認，　P；13．56士4，57ng／，7zllであっ

た。内膜日付け診に遅れのある不妊症例ではP値は正常例に比し低値を示し，17　一　OHP，20－OHPにつ
いては一定の傾向がみられなかった。

〔結論〕我々の開発した測定法は，総分析時閻を延長することなく，20－OHPの測定も可能で，採血よ

り約2時間で5種類の性ステロイドホルモンの同時測定が可能である。今後，切迫流産例，OHSS例など
検討を加えたい。
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107

In　vitroよりみたLH－RHAnalogueの卵巣直接作用

慶応義塾大学医学部産婦人科学教室　　○簡　邦彦，中村幸雄，沢田富夫，

吉村泰典，斉藤和明，片山恵利子，樋口泰彦，飯塚理八

〔目的〕LH－RH　Analogue（LH－RH　A），　de　s－Glyio　一〔D－Leu6〕－LH－RH－ethylamide（T

AP－144）の卵巣機能抑制をヒト黄体細胞を用いた単層細胞培養実験で検討した。

〔方法〕正常月経周期を有する25～45歳までの婦人の分泌期中期黄体を用い，摘出後3～4時間以内
に実験に供した。黄体細切後Trypsin，Hyaluronidase，　CoHagenaseにより黄体細胞浮遊液を
作製し，単層細胞培養を施行した。生存細胞数を1×105cells／畝になる様に調整し，尚，培養液は

20％FCS添加Tc199とし37℃，95％air，5％　CO2の培養条件で10日間培養した。　培養液は
2日毎に交換し，2日目より各種濃度のLH－RHA及びhuman　chorionic　gonad。tropin（HCG）
を添加し，培養液中に放出されるPr。gesterone（P），　Estradioi（E2）をRIAにて測定した。

〔結果〕①LH－RHAは培養黄体細胞のP産生に対し，抑制効果を示し，その効果はLH－RHA
1000ng／醜で最大であった。②培養10日間におけるP産生の変動をみると非添加群は4日目を最大値
としてその後徐々に減少した。1、H－RHA1000ng添加群においては培養2日目以降，非添加群のP
産生を下週り，抑制効果は6～8日目に最高となった。③培養黄体細胞においては100ng／醜HCG添
加により約3倍のP産生増加が認められたがそのHCG刺激効果はLH－RH　A添加により抑制された。
④E2産生に対してはLH－RHAの抑制効果は一定しなかった。

〔結論〕以上によりLH－RHAは黄体細胞へ直接作用し，　P産生を抑制する。

108

黄体機能不全症の分類とその着床期内膜形態について

東京慈恵会医科大学産婦人科

0横山　敬，楠原浩二，松本和紀，木村英三，安江育代，杉田　元，

　篠塚正一，徳倉昭治，中島敏男，蜂屋祥一

【目的】黄体機能不全症（Luteal　phase　deficiency（LPD））のProgesterone分泌（P），　BBT，着床期

内膜形態の三者の相互関係について検討した。　【方法】対象は排卵性不妊患者96例で，①BBTを測定し，②血

中LH，　FSH，　E，，P，　PRLを経日的に定量した。同方法を正常月経周期を有する成熟非不妊婦人20例で行い

Contro　1とした。③この周期に看床期内膜診を施行した。そしてP分泌動態と黄体期間の両者から黄体機能を
判定しさらに内膜診との関連をみた。　【成績】正常黄体機能とは黄体期間が12日以上でかつP分泌がCon　tro　1の

それを下まわらない例とした。その結果，1）黄体機能正常例は96例中73例（76．0％）で，逆に黄体期間かP分泌

のいずれか，あるいは両者に異常があるLPDは23例（240％）の高率であった。2）その内訳は①1型：P分泌
不全でかつ黄体期間の短縮する11例。本型のP分泌不全はpoor　P　peakのIa　4例と，黄体期中期以降の急速な

P低下による黄体期間短縮のIb　7例に細分された。　Iaは黄体の活性低下とスパンの短縮が，またIbは黄体期

後半の急速な黄体の退縮がそれぞれ原因と考えられた。次に②ll型：poor　P　peakであるが黄体期間が正常

な型3例で，Ppeakが低いもののその維持がよいだめ黄体期間が保たれると考えられた。③皿型は正常P分泌
にもかかわらず黄体期間が短縮する型9例で，本型はP分泌がほゴ正常にもかかわらず早期に月経が開始する事

から，何らかの機序による内膜の早期剥脱がその原因と思われ，現象的に黄体期間は短縮するものの厳密な意味

のLPDとは言い難い。3）各型の内膜は①黄体機能正常例で内膜診をした56例中24例は内膜が正常であったが32

例の高率に種々の形態異常を示した。②一方各型のLPDは内膜診をした20例中12例が何らかの形態異常が存在

したが8例に正常内膜例が存在した。このようにP分泌と黄体期間から診断した黄体機能と内膜形態にはかなり
の解離例が存在する事が明らかとなった。現在その機序を明らかにすべく内膜のEstrogen，　Progesterone

Receprorを測定中である。
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多嚢胞卵巣に関する基礎的研究

　秋田大学産科婦人科学教室

○太田　博孝　　福島　峰子　　小川　英弍

4

（目的）人多嚢胞卵巣症候群は内分泌学的に血中LH、七θs＋。st．er・ne値が高く、est，r・ne対es七一

radiolの比が1より大であり・LH－RH負荷試験で血中LHが過剰反応を示す等の大きな特徴を認
める。しかしその発症機序は未だ充分明らかではない。そこで我々はra七に実験的にhCGを投与し、

その結果惹起される内分泌学的・組織学的変化を検討した。
（方法）約90日令4日周期のwis七ar一工皿amichi系雌ratにhcG10iu（帝臓）を連日80日間皮下

注射し、81日目に頸静脈より採血、同時に両側卵巣を摘出した。内分泌学的に血中LH、　FSH、
pr。1ac恒n、　estradi61、tes七〇s†erOne、progesteronθをRエAで測定し、組織学的変化と

比較検討した。
（成績）hCG投与群中24．0％に多嚢胞卵巣の形成を認め、膣スメア上全例持続発情を示した。すなわ

ち、組織学的に多数の嚢胞、黄体の欠如、間質の著明な黄体化、変性卵胞黄膜層の増殖、胚上皮直下結

合織細胞の緻密化を認めた。内分泌学的に血中estradiolは40．6±18、5pg／mlとc・ntr・1
（15．1±2．Opg／ml）に比し有意に高く、血中test，・ster。neも比較的高値であった。一方血中

pr。ges七er・neは10．2±4．7ng／m1でcOn七rnl（57．　8±15．8ng／m1）に比し有意に低値を
示した。残り760％は不規則な性周期を示し、組織学的に黄体の形成を認め、内分泌学的によりc。n七

r。1値に近似した。
（結語）成熟雌ratにhcGIOiuを連日80日間投与し、24．0％に多嚢胞卵巣の形成を認めた。本群で

は組織学的・内分泌学的に人多嚢胞卵巣症候群と類似し、血中工・Hの持続的高値が本症の発生に重要で

あることを明らかにした。

110　多嚢胞卵巣にteける高LH抑制にともなう血中ホルモン動態

九州大学医学部産婦人科教室
　○永田　行博，中村　正彦，尾上　敏一，津田　知輝，

　　角沖　久夫，石　　明寛，楠田　雅彦

　多嚢胞卵巣（PCO）がいかなる機序で発生するかはまだ決定的ではない。われわれは懊状切除術後の

排卵率が切開術後のそれよりも優っていることをすでに示し，それは切除術後の卵巣性テストステロン

（T）の低下による中枢機能改善によるものと考えた。
　今回われわれはPCO症例の中枢を一時的に抑制することによってその前後のホルモン動態を観察す

ることを試みたo症例は第1度無月経，Clomid無効，高LH，　LH／FSH比大を対象とした。　Duoluton
leil；／rHを4～5週間投与し投一与終了後は排卵誘発剤を使用せず4～6週間観察したoその間血中LH，　F

SH，PRL，E2，　Tを測定したo
　血中LH，FSHは4症例とも速かに下降しはじめ，投与2週間後にはLHは6～22副％6，　FSHは4
mlu／me以下になり，4週間後にはLH，FSHとも4nz　lu／me以下になったO　E2も4週間後には10～15　Pernt，

Tも11～38n9／meまで低下したo投与終了後LH／FSH比は1週間後に2倍，2週間後2．3・一　5．6倍にな

り，急速に高LH状態に復した。血中E，，　T値も高丁症例（3例）はほぼLHの上昇に平行して上昇したQ

正常T値の1例は投与終了1週間後LH／FSH比は上昇したが，Tは低値であった。投与終了後自然排

卵を来たした症例はないo
　すなわち短期間のpill服用でLH，FSH分泌は抑制され，それに伴いE2，　Tもよく抑制されたo　さ
らにpill終了後LH，　FSH分泌は急速にもとに復し，同時にE2，　Tも上昇した。これらの結果はE£，T

の上昇がLH，FSH　dependentであることを示唆しているo
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　高アンドaゲン血症と稀発月経との関連toよびこれらによる

不妊症の荷薬甘草湯による治療，

　　　　　　　　　　　　　　　　o富山医科薬科大学産婦人科学教室　　柳沼　悉，泉　陸一，新居　隆．

日赤秋田病院　　産婦人科　　藤盛亮寿．　　　　　　長阪恒樹

（目的）この研究は・次の諸事項を解明するために行われた。1）高アンドロゲン血症が稀発月経の原

因として考えられるか。　2＞どの程度の月経遅延の場合に，血中アンドロゲンの高値を確認せねばなら

ないか。そしてこれに関連する他のどのような血中ホルモンを測定すべきか。　3）高アンドロゲン血症

性不妊症の治療に漢方薬を利用しうるか。（方法）1）と2）の目的のために月経間隔が25日から1年の
41人の婦人の血清testosterone（T）とFSE【，　LHをRIAで測定した。月経周期とTとの間の関係：is．よびT

とFSH・LHとの間の関係を求めた05）の目的のために，10人の高アンドログン血症性稀発月経の不妊
症患者に・荷薬甘草湯（ツムラ）（1日5～109），甘草（t日6幻あるいは荷薬（1日69）を連日投与した。
（結果と考案）1）T（㍗y／（影）≧40の者は月経周期が35日未満の者の38％55日以上の者の7fO／o，45日以

上の者の94％を占める。T≧50の者は35日未満の者の15％，55日以上の者の64％45日以上の者のア8％を
占める。これらの結果は・高T血症が稀発月経の一因であることを示嵯する。2）上述の結果は，45日

以上の月経周期の患者の場合に，高T血症を確認するととが必要であることを示すoTく50の場合にT
とLH間には有意な相関は存在しない（R＝〔L　10）。　T≧50の場合に両者間には有意な相関が存在する（R＝

O・　60，P〈D・・01）。　TとFSH間にはこのような相関は認められないo従つてT≧50の場合には，臨床上，血

清LHの高値を確認する必要がある。5）10人の高T血症性稀発月経不娘患者のうち9人のTは荷薬甘草
湯あるいは甘草投与中に下降し・このうち5人が簸娠したoこのうち1例はClomid無効例であつたが，

Clom盛dと蔦薬甘草湯との併用で妊娠したo荷薬にはかかる作用は認められなかつた01例のT非下降
例は副腎性高丁血症と考えられたo（結論）45日以上の稀発月経患者の血清TとLHは高値であるこ
とが多く，かかる不女任患者に対しては荷薬甘草湯が有効である。

112
　　　Hyperandregenismにおける血中テストステロンの測定と各種負荷試験の
　　　診断的意義

○菅沼信彦，呉明超，大沢政己，浅井光興，真野紀雄，
　藤田真苗，　成田　収，　友田　豊，　早川律子＊
　名古屋大学医学部産婦人科＊同皮膚科

（目的）女性におけるhyperandr。geniSmは，　多毛症，1座瘡，月経異常，不妊等の病態を呈する。男性

ホルモンの主たる由来臓器は卵巣と副腎であり，その鑑別は治療法選択の点からも不可欠である。今回
我々は，血申ホルモンの測定および，各種の負荷試験を行い，当疾患におけるその診断的意義について
検討した。

（対象・方法）臨床的に多毛，座瘡，皮脂分泌，月経異常などの症状を示した症例に対し，血申testo
ster・ne（T），dehydroepiandr・ster・ne（DHEA）を測定し，当疾患と診断した48例において各種ホルモン

の測定，LH－RH，　ACTH，　hCG，　dexamethasone（DEX）などの負荷試験を行った。
（結果）①血中T，DHEA　17　一　hydr。xypr・gester・neが高値を示し，ACTH負荷試験において過反応，

DEXにより正常域までの抑制をみた21－hydroxylase欠損症による先天性副腎過形成8例が見出され
glucocorticoidにより，　臨床症状の改善をみた。

②LH－RHテストにて，1．Hは過反応，FSHは正常反応あるいは低反応を示し，超音波断層法，内視鏡
などにより，多のう胞性卵巣と診断された例など6例あり，clomid療法，卵巣懊状切除術などにより排
卵周期の回復をみた。

③Arrhenoblast・ma　1例においては，ACTHテストには反応せず，　HCG負荷試験により過反応を示し
た。腫瘍摘出術により血中Tは急速に低下した。
④高プロラクチン血症に伴うhyperandr・genismは，プロラクチンの低下に伴い改善した。
⑤その他明らかな原因疾患が鑑別しえなかった15例においては，各種負荷試験の反応・x°ターンにより卵巣性

と副腎性に分類し，suppressi・n山erapyを行ったところ，排卵周期の回復など症状の改善がみられた。
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子宮奇形58例に対する子宮形成手術成績

t

　　　　　　　　　　　　名古屋大学医学部産婦人科，　安城更生病院産婦人科＊

　　　　　　　　　　　　O浅井光興，菅沼信彦，真野紀雄，藤田真苗，鈴木正利，成田　収，
　　　　　　　　　　　　　友田　豊，大沢政巳f徳橋弥三郎＊

　子宮奇形はMUIIer管の癒合不全によって発生するといわれており，その程度によウ種々の奇形が認
められる。この子宮奇形が習慣性流早産，不妊等の原因になることがよく知られておD，子宮形成手術

が非常に有効な治療法であるといわれてきた。われわれもこれまでにStrass㎜n氏手術の成績｝こっレ・

て報告してきたが，今回は従来の症例にその後経験した症例を加え，総計58例について手術後の妊娠分

娩歴等について報告する。
　名大産婦人科不妊外来および安城更生病院産婦人科へ，習慣性流早産，不妊等を訴えて来院した患者

で，子宮卵管造影により子宮奇形を認めた挙児希望婦人58例に，主にStrassmann氏手術・他にJones－

Jones氏手術，　Tompkins氏手術を施行し，手術後の妊娠，分娩経過等について検討した。
　対象58例の手術適応の内訳は，流産36例（うち2回以上の流産31例），流早産3例・原発性不妊16例・
その他3例であった。手術前の流産率は108妊娠中103回で95．4％，早産率は108妊娠中3回で2．8％，

満期産率は108妊娠中2回でL9％であり，生児獲得率0％であった。手術後の流産率は50妊娠中12回
で24％，満期産率は50妊娠中33回で66彫，生児獲得率は50妊娠中37回で74％と著しく改善されたが・早

産率は50妊娠中5回で10％であった。なかでも2回以上の流産を適応として手術を施行した症例は最も
優れた成績を示した。原発性不妊を適応とした症例16例中術後妊娠したのは，3例のみであった。
　術後2年以上の不妊を示した患者は20例あり，原発性不妊を適応とした症例がそのうち10例あった。

　術後の分娩様式については33例中19例が帝王切開率は58％であった。

114

過去9年間における不妊症および排卵障害患者の臨床統計

福井愛育病院　産婦人科 0　宮　越　洋　二
　川　端　　　寛
　城　下　耕　平

　昭和47年12月に当病院が開設して以来，昭和56年11月までに当院不妊外来を訪れた不妊症患者427例
と排卵障害患者184例につき検討した。不妊期間はFIGOの定義に従がい結婚後2年以上不妊であっ
た症例を集計した。不妊症427例中妊娠例は138例でその妊娠率は32．3％であった。不妊因子として
排卵障害などによる卵巣因子が最も多く34．2％をしめ，男性因子が20．6％で卵管因子は15．6％であった。

男性因子107例中27例（252％）に無精子症を認めた。不妊原因別による妊娠率を検討したところ，卵

巣因子の改善による妊娠例が最も多くその妊娠率は33．9％であった。逆に妊娠率が最も悪かったのは男
性因一fによるものでその妊娠率は3．7％であった。不妊期間2年以上の症例につき初診時の不妊期間と

妊娠率を検討したところ，原発性不妊，続発性不妊共に3年未満の症例が最も多く妊娠し，その妊娠率
は各々51．1％と40．7％であり，不妊期間が長くなるにつれてその妊娠率は低下した。妊娠成功例の治療

内容では排卵誘発による妊娠成功例が最も多く全体の妊娠総数の中の61．7・％をしめ，ついで通水例の12．0

％であった。不妊期間2年以内の症例をも含めた全ての排卵障害例184例の中第1度無月経，第2度無
月経，無排卵周期症は各々53例（28．8％），20例（10．8％），105例（57％）で無排卵周期症が最も多か

った。　114例にLH－RHtestを施行した結果，間脳障害型，下垂体障害型，卵巣障害型は各々85．9％，

5．2％，8．7％であった。これら排卵障害例に対してclomiphene，　HMG－HCG，　sexovid，　bromocriptine・

clomiphene－predonisoloneその他種々の排卵誘発を施行したところ第1度無月経，無排卵周期症に
対するclomiphene療法ではその妊娠率は43・5％，流産率は12・2％であり，第2度無月経に対するHMG

－HCG療法ではその妊娠率は60％，流産率は66．6％であった。また高プロラクチン血症に対するbro－

mocriptine療法ではその妊娠率は40％であった。
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当科不妊外来統計（19ア1－1981年）

　九州大学生体防御医学研究所附属病院産婦人科
○松岡幸一郎　宇津宮隆史　吉田耕治　是永適夫　門田　徹

　国立大分病院産婦人科　　山口省之　伊東孝治

　19ア1年に不妊専門外来を開設以来、挙児希望者の数は年々増加し、現在では外来患者全体のうち
10％以上を占めている。19ア1年から1981年までの11年間に挙児を希望して来院した患者のうち
、不妊期間が1年未満のもの、習慣性流産等を除いた2ア3ア例を対象として、1982年6月5D日現在
で集計を行ない、原因別頻度及び妊娠率について検討した。

　原発・続発不妊に分けると、その害1」合は約6：4であった。初診時の年令は、原発・続発ともに26
～ 50才が最も多く、半数を占めるが、原発例では25才以下の比較的若い年令で来院するものが多か
った。初診時の不妊期間でみると、4年未満の例が大多数で全体の5分の2を占めた。古賀の分類に従
って基礎体温を分類し、1・皿型（正常），皿・W型（黄体機能不全），V・W型（無排卵）とに分け

てみると、1・皿型が最も多いが、原発不妊にV・W型の頻度が高かった。Huhner　test異常例は原
発不妊に高率であった。精子異常例は、当然原発不妊の方が頻度は高いが、続発不妊にも約20％に何
らかの異常を認めており今後の診療上注意すべき点と思われる。

　子宮卵管造影法及び描記式卵管通水法により、一部は腹腔鏡下に色素通水を行なって卵管の疎通性の

確認を行なっているが、その3分の1に異常を認めた。

　原因別頻度ではHu五ner　test異常、卵管疎通障害、精子異常、排卵障害が多かった。

　妊娠率を原因別にみるとHuhner　te飢異常、卵管疎通障害、が悪く、排卵障害の妊娠率が最も良好
であった。全体の妊娠率は26．5％であった。

116
当科不妊外来12年間の妊娠統計

横浜市立大学医学部　産婦人科学教富

。毛利　順，植村次雄，松山明美，白須和裕，並木俊始，上石　光
　長田久文，水口弘司

　当科不妊外来を開設した昭和44年より昭和56年までの12年間に不妊外来を受診した不妊期間1年
以上の患者1668例のうち妊娠に成功した508例（30．4％）につき統計的に検討したので報告する。妊

娠例の66．7％は原発性不妊で，続発性不妊は33．2％であった。これは不妊患者全体の原発性不妊と続発

性不妊の比率とほぼ同じであった。

　妊娠成功例の不妊期間についてみると原発性不妊の66．4％，続発性不妊の68．5％が3年以内であった。

初診より妊娠までの期間では原発性不妊で69．6％，続発性不妊で69，2％が1年以内と短かかった。3年

以内ではそれぞれ87．5％，85．2％　又5年以上経過したものはそれぞれ0．9％，0％であった。
　不妊原因別分類では検査中に妊娠したものを除くと，排卵障害，黄体機能不全等の排卵卵巣因子によ

るものが原発性不妊39．8％，続発性不妊40．6％と多く，次いで男性因子によるものがそれぞれ19．9％，

12．5％で明らかに卵管因子によると思われるものはこれまでの報告よりやx低く，それぞれ73％，

10．4％であった。しかしながら妊娠に結びついた治療を分析してみると，HSGによると思われる例が多

く原発性不妊35．7％，続発性不妊36．9％であった。次いでClomid，　HMG等排卵障害に対する治療に

よるものでそれぞれ20．2％，19，4％であった。又，男性因子に対する治療であるAIHや薬物療法によ

るものでは11，9％，46％であった。
　妊娠の予後を追跡することが可能であった254例においては，正期産193例（75．9％）で原発性不妊
7・5．8％，続発性不妊76．1％であった。流産は48例（18．8％）で原発性不妊18．8％続発性不妊19．0％で

あった。外妊は比較的少なく原発性不妊，続発性不妊それぞれ1例つつであった。
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117男性不妊症の臨床的研究

　　1。10年間の男性不妊症外来臨床統計

昭和大学　医学部　泌尿器科
　吉田英機　田代博紹　渡辺政信
　内藤善文　檜垣昌夫　今村一男

，

　ノ972年から！981年のノ0年間に当科不妊外来を受診した393例の男子不妊症患者について臨床統
計的観察をおこなう。　外来男性患者に対する割合は！0年聞で3。9％であるが、ノ978年以降では

4。5％と増加している。　婦人科・他医よりの紹介が殆んどであるが、男性自ら受診した患者数は

！972年からノ979年までは4・）10名（！2～27％），総数48名であったが、！979年，ノ2名
（33％），！990年，20名（39。2％），／99ノ年，29名（45％）と急増しており、不妊症に対す
る男性の認識度の向上がうかがえる。　既応歴では小児期のMump　s　97例，成人後は8例，

Epididymitis！0例s　EpididyTnitis七uberculosa　13例・inguinal　hθrniaの手術！0例9
VariGoGθle〃例，　Retentio七es七is　6例，　EunuGhoidism　3例であった。　合併症では
Pros七a七i七is　3！例，　Epidldymi七is　8例，両側精管欠損4例，片側！例，両側精管閉塞4例，
工MP　6例であった。　精液所見ではAspermia　3例（0。7％），Azoospθrmia　67例（！7％），

SevθrθOligozoospθrnia（ノ0×ノ0（シ劒未満）79例（20％），Modera七θOligo－
zoosper皿ia（40×ノ06／m4未満）〃0例（28％），Normozoospθrrnia　90例（23％），
Normoas七henozoospermia（Motili七y　SO％未満）30例（9％）であった。　43例において睾
丸生検を施行し得たが、Sperma七〇genic　Arrest！7例（39。5％），hyposperma七〇genθsis
9例（20、9％），Sertoli　cθll　only　8例（ノ8。6％），七ubular　fi『brosis　1例（2。3％），

Normal　spθrmatogθnesis　8例（！9。6％）であった。　初診年令，不妊期間，既応歴，合併症，
睾丸の大きさ（実測）及び容量（オルヒドメーター），精液所見，組織所見，血中ホルモン（LH，
FS且，　Tes七〇sterone，　PRL，　E2）との関係につveて・統計的観察をおこなうo

11S

高令不妊患者治療に対する検討

近畿大学医学部産婦人科

　高島陽子，服部　浩，吉田　威，野田起一郎

　高令不妊患者の治療にっいて検討を加えることを目的として，昭和50年から57年までの7年間に当院

産婦人科外来を受診した不妊患者のうち，初診時年令30才以上のもの154例を対象として，不妊年数，妊

娠率，不妊原因等にっき調べた。

　154例の初診年令は30才から41才で，原発不妊症93例，続発不妊症61例であった。
　不妊年数は平均4．9年，原発不妊症のみでは5．8年であり，続発不妊症では3．5年であった。また年令が
高くなるに従い長くなる傾向がみられた。

　妊娠例は37例（24．0％）であり，原発不妊症16例（17．2％），続発不妊症21例（34．4％）であった。不妊年

数が長くなるに従い，原発不妊，続発不妊共，妊娠率は低く，治療周期からみると，やはり早い周期ほど

高率に妊娠の成立がみられた。年令別では35才を境として妊娠率は低下した。

　不妊原因としては，いわゆる内分泌不妊症が92例と最も多く，次いで男性因子64例，子宮卵管因子38
例であった。又，内分泌不妊症92例と稀発月経9例を含む121例中，ホルモン治療を施行した患者は98
例であり，このうち黄体機能不全症と診断されたものは，67例（6＆4％）と，若年不妊症例では50％以下

であるのに対し，高い頻度でみられた。

　以上のことより，高令不妊患者の治療にあたっては，加令に伴うホルモン変化を考慮しつつ内分泌不妊

の治療を進めるべきと考えられた。又，子宮卵管造影検査や，1回の人工受精で妊娠の成立をみる例も約
30％あることから，高令挙児希望者に対しては，2年という不妊診断の年数にとらわれることなく早期に

受診させ，これらの検査をできるだけ早く実施することが望ましく思われた。
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　　　HMG－　hCG療法による排卵誘発と妊娠の転帰（第2報）一全国集計による
　　　a．／66例6，096周期の成績一

大阪大t，　東北大2s　東大分院3，産婦人科

倉智　敬一1，　鈴木　雅洲2，　小林　拓郎3

青野　敏博1，0平野　睦男2，　岡村　　　隆3

（目的）　優れた排卵・妊娠効果を示す一方，卵巣過剰刺激症候群や多胎妊娠などの副作用の発生で

注目されているhMG－hCG療法について，本邦における実状を明らかにするため，第／報（第2．夕回
本学会発表）にひきつづき，全国規模で共同研究を行なった．

（対象および方法、　全国の大学病院を主とする36病院において，昭和SO年／月から昭和59年
／2月までのナ年間に，hMG（Humegon）－hCG療法を受けた2．／66例の婦人の6，096　周期を対象と
し，月経異常の種類別に排卵率，妊娠率，過剰刺激症候群発生率，多胎妊娠率，妊娠の転帰および新
生児奇形の発生率左どを算出した．

（成績）　本療法による全体の排卵率は症例別で732％，周期別で69，SP／eと高率であb，妊娠
は症例別で31，9％，周期別で／3，3／nに成立した．卵巣過剰刺激症候群の発生率は症例別で／03％

周期別でS，3％であb，第／度無月経では9，2％と発生率が高かった．多胎妊娠は9Sダ妊娠中93
妊娠に認められ，その率は261ぷ％であb，tのうち双胎が634％ともっとも多ぐ，3胎が．21，　S％・
9胎が8，6“ID，S胎thS　S，4％，6胎が／，／％であった．流産は単胎妊娠の／。aぷ勉に発生したが，多

胎妊娠における流産率は2∠∫％と明らかに高頻度であった．観察児数S94例のうち，大奇形が認
められたのは／0例（∠68％うであった．
（tとめ）　HMG－hCG療法はとぐに重症無排卵例に高い排卵・妊娠率を示すが，多胎妊娠率は
20，Sり／d’と高く，多胎妊娠の2／，S％・が流産に終った．tた新生児の奇形発生率は∠68％であり，自

然妊娠例のそれと殆んど変bはなかった．これらの成績は第／報の発表内容を確認する結果となった、

120

HMG－HCG療法による排卵誘発成績と多胎妊娠の要因分析

大阪大学産婦人科，東北大学産婦人科＊，東京大学分院産婦人科＊＊

倉智敬一，鈴木雅洲許小林拓郎＊＊，○青野敏博，平野睦男＊，岡村　隆＊＊

（目的〕全国36病院における昭和54年1年間のHMG－HCG療法による排卵誘発成績を集計し，とくに166
例の妊娠例の病歴，治療経過の検討から多胎妊娠の発生要因を分析しようと試みた。

〔対象および方法〕36病院において1年間に799例の無排卵婦人に延2100周期にわたりHMG（Humeg・n⑪）－

HCG療法を行った。対象患者の月経異常は第2度無月経が42．7％，第1度無月経が26．8％を占め，残りは希発月

経と無排卵周期症であった。治療による排卵，妊娠成績を集計し，妊娠例にっいては病歴，治療のスケジューリレお

よび経過，妊娠の転帰，新生児の状態などを記録した。なおこれらのデータと多胎妊娠の関係を分析した。

（成績）症例別および周期別の排卵率は75．0％および68．3％であり，それぞれの妊娠率は27．7％および11．6％で

あった。妊娠した166例の転帰は流産22．3％，分娩77．7％であり，多胎妊娠率は21．2％で，多胎例は流早産に

終る率が高かった。妊娠例のHMGの平均投与量は1，603・IU，平均投与日数は8．9日であり，頸管粘液が平均
321誠に達してから2．6日間に平均15，670　IUのHCGが投与されていた。児の出生時体重は単胎で3，065±509g，

多胎で1，924±790gであった。新生児の外表奇形は3例（1．73％）に認められ，兎唇，贋帯ヘルニァおよび先天

性股関節脱臼が各1例あった。

　多胎の要因として，1）母体年令，2）月経異常の種類，3）HMGの1日投与量，投与日数および総投与量，

4）HCGの投与日数および総投与量との関係を調べたが，いずれも推計学的な有意差はなかった。なおHCG
に切り替えた時の血中est・・gen値は多胎群がやs高い傾向（803±360・s　623±321pg／硯のがあり，卵巣過剰

刺激症候群の発生も多胎群に多い傾向（3LO％・s　17．6％）があったが，いずれも有意差はなかった。

（結語〕HMG－HCG療法により212％に多胎妊娠が起ったが，多胎の発生と母親の病歴，治療のスケジュール，

卵巣の反応性などの各種の要因の間に関係を見出すことができず，今後別の方面からの検討が望まれる。
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121cl。m、ph。。瞭法により出生し噺生児の奇形に関する全国調査成績

（阪大）倉智敬一，〇三宅　侃，（北大）一戸喜兵衛，（東北大）鈴木雅洲，

（東大）坂元正一，（東大分院）小林拓郎，（慶大）飯塚理八，
（京大）麻生武志，（京府医大）岡田弘二，（九大）楠田雅彦

の

　Cl・miphene　cit・ate（以下cl。miphene）は排卵誘発剤として臨床的に繁用されており，治療成績に関

する報告は数多くなされている。しかしこれらの報告のほとんどは妊娠例数が少なく，妊娠後の経過や

新生児の状態，特に奇形の発生率についての成績は一定していない。今回全国的規模で5年間にわたり
cl・miphene療法により妊娠した婦人の妊娠後の経過と出生児の奇形発生についてpr・spectiveに調査した。

　全国9大学附属病院で，昭和51年1月から昭和55年12月までの5年間にclomiphene治療を行な
い妊娠の転帰が判明した1，034例を対象とした。また同時期に他の排卵誘発剤により妊娠した351例，

排卵誘発剤によらず自然に妊娠分娩した29，900例を対照とした。これらの症例の妊娠の転帰と児の生

後1週間以内に判明しうる奇形の発生頻度や奇形の内容について集計した。
　Cl・miphene療法群では自然流産率が1　3．8　9。，子宮外妊娠がO．5％，胞状奇胎がO．1％，死産が1．6％に

認められた。児の奇形の有無を観察できた935例のうち22例（2．2％）に外表奇形が認められた。この
発生率は対照とした自然排卵群30，003例中の外表奇形発生率1．7％と推計学的に有意な差はなかった。

cl・皿ipheneの1日投与量と大奇形発生率との間には有意な用量反応関係が認められず，奇形の内容にお
いても対照に比し特定の奇形が多発する傾向も見られなかった。また外表奇形発生率は女児に比し男児

に，多胎よりも単胎に高い傾向がみられた。
　以上のことから現在一般に使用されているc1・mipheneの投与量と投与期間では妊娠の転帰および新生

児の奇形発生に影響を与えないことが示唆された。

122
　　　精子形態の臨床的研究

　　　　精索血管高位結紮術前後における精子形態の変動について

○岩本　晃明、熊谷　治巳（大和市立病院泌尿器科）広川　信（藤沢市民病院

　泌尿器科）松下　和彦（同、中検病理）高井　修道（横浜市大）

　私達はすでに精索静脈瘤患者における精液中の精子形態にっいて本学会で発表した。今回は、精索血

管高位結紮術前後の精子形態の変動について検討したので報告する。
（対象と方法）

　不妊を主訴とした14例の精索静脈瘤患者である。静脈瘤の程度はNechiporenco，鈴木の分類で1度1

例、2度4例、3度9例である。精子形態の検索方法はpapanicolaou法による固定標本を作製し200
個以上の精子にっいて私達の分類基準に従って検討した。検討回数は術前2～3回、術後は最短6ケ月、

最長4年の間で3回以上の精液にっいて行った。手術効果の判定は、正常型精子の出現率が術前値に比

べ15％以上の増加を改善とした。
（結　果）

　高位結紮術後に妊娠したものは、14例中9例である（術後1年以内5例、2年以内2例、3年以内2例）。
　①正常型精子の出現率が術後に改善したものは3例で、改善傾向がみられたものは6例、不変例は5
例であった。精子濃度が10×10，9i　mt以上の改善をみたものは3例、改善傾向を示したものは9例であっ

た。活動精子率が20％以上の改善をみたものは2例、改善傾向を示したものは3例であった。3者が改
善したものは1例のみであった。②正常型精子の改善および改善傾向を示した9例（64％）のうち、8
例が妊娠に成功している。③正常型精子の不変例は活動精子率も術後、不良例が多い。そして術後妊娠
しない例に多くみられる。

　結論を得るには多数例の検討を必要とするが、正常型精子の出現率が術後に改善する例と改善しない

例とにわかれ、改善例に妊娠例の多いことが観察された。
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精子運動測定法の半自動化

慶応大学・医・産婦人科学教室

○真田利男，小林俊文，兼子　智，小塙　清，飯塚理八

　先に我々は本学会（第25回）でスト・ボ多重露光撮影法を用いた精子運動の客観的測定法を報告し
た。本法は正確ではあるが，画面上の精子数が多いと運動精子の判別が困難になり，室た撮影した写真

の解析にかなりの手間を要した。そこで写真解像力の向上，解析の簡便化を計るため，暗視野顕微鏡下

に開放露光撮影することにより精子運動を線状の軌跡として記録できるBulb　Exposure　Photogra－
hy（BEP）法を開発すると共va　一　アップルタブレットーコンピューターシステムを用いて写真解析を

行い，運動率，速度，運動モード等の算出を半自動化した。

　BEP法を用いて精子運動を撮影すると前進精子はねじリパン状の軌跡として，振旋精子は尾部のみ
を振っている像として，非運動精子は明瞭な点として記録され．精子運動の状態を分別して観察するこ

とが容易であった。またこれまで写真のトレース，解析を手で行なっていたが，今回アップルタブレッ

トを使用することにより，現像したネガフィルムを引き延ばし機を用いてタブレット上に投影して磁気

ペンでトレースするのみで，集計，絶対値への換算，統計処理，グラフ化等は自動的にコンピューター
処理され，短時間のうちに結果を得ることが可能となった。

　今回これらのシステムを紹介すると共に，本システム用に新たに開発した顕微鏡ステージ恒温装置，

精子観察用チャンバーについても併せて報告する。

124
男性不妊外来におけるTriple－Staih－Techniqueの応用について

神戸大学医学部泌尿雛科学教室

○岡田　弘，岡　伸俊，浜口毅樹，羽開　稔，守殿貞夫，石神震次

　男性不妊外来における精液検査には精子数の質定や運動率や奇形率の測定などが主なものとしてあげられる。

近年では精子運動速度の測定も行なわれ臨床への応用が試みられている。一方Acrosome　ReactionはFert　ili－

zationにとって必要不可欠な精fの形態学的な変化として観察されているがこの変化は機能面においても重要な反

応である。正常なAcrosome　Reactionは微細形態学的には，　Acrosome　membraneが精子頭部のequatorial

segmentより前方の部分で空胞変性をおこすのであるが，精子の死後の変化としてもAcrosomeに変化がおこ
ってくる。この違いは電顕的に区別することが「」」能である。実験用動物であるGolden　HamsterやGuinea　pig

においては，そのAcrosOmeが光学顕微鏡の観察に耐えられる程充分に大きいため，位相差の顕微鏡を使うこと

によって運動精子のAcrosome　capにおこる変化を観察することが出来る。しかし，同じ哺乳類でもヒト精jtの

Acrosomeは小さいためHamsterやGuinea　pigと同様の方法では観察不可能であった。
　ヒトのAcrosome　Reactionを観察するのに従来お二なわれてきたfluorescent　tetracyc］in・HCIによる方法，

また透過型及び走査型電子顕微鏡による方法では無く，一般の外来診療設備でおこなえ，しかも死後の変化による

Acrosomeの変化とIE常なAcrosome　R　eact　ionを区別し得る方法としてTalbotの唱えるTriple　－Stain　T・
echniqueによる精一∫一の染色を行なったs

　この方法は，まず精子をTr｝pan　blueで染色し，死精fと生精r4を区別し，この♂）ちに固定し，この固定標

本に対してpostacrosomal　regionをBismork　brownで茶色に，そしてAcrosomeをRose　Bengalでピンク

に染め分ける方法であり，この3重染色精チを1000倍の油浸レンズで観察するものである。

　このTriple・stain　Tec　hniq　ueにより当科不妊外来を受診した男性不妊症患者の精」：のAcrosome　Reaction

について検討したのでその成績を報告する。
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125
　　　精子のconcanavalin　A　receptorに関する
　　　電子顕微鏡的研究　　（第2報）

滋賀医科大学泌尿器科学教室

○高山秀則、　友吉唯夫

φ

　精細管で形成された精子が精巣上体の頭部から尾部へ通過するとき、射精液中
に存在するとき、Capacitationを起したときなどにおいて、精子表面膜に存在
するconcanavalin　A　（con　A）と特異的に結合するreceptorが変化するという
動物実験の結果（Gordon、　Koehler、　Nicolsonら、Courtensら）から、我々は
ヒト射精精子でのCon　A　receptorを酵素抗体法により透過型および走査型電子
顕微鏡にて証明し、乏精子症での精子ではreceptorの分布に正常との相違が示
唆されたことを第1回日本アンドロロジー学会において発表した。そこで今回は
、乏精子症、無力精子症における精子表面のcon　A　receptorをcon　A－
peroxidase－DAB反応物により透過型および走査型電顕にて観察し、また、これ
らのreceptorの分布はcon　A－ferritin　conjugatesの反応によるferritin法
と比較し、その分布がよく一・致していることが確かめられた。このことから、
con　A　reCeptorの三次元的分布をみるのに適した走査型電顕により精子頭部に
おけるreceptor分布のpatternを1症例につき少なくとも100個の精子を観察
し検討した。正常精液中の精子ではほぼ均一で密な分布が認められたが、乏精子
症、無力精子症では分布が不均一で疎であることが多く、これらの分布の
patternにつき報告する。

126
　　　ラヅト精子細胞の解糖系に対する温度の影響

中村正久，沖永荘一，荒井清（帝京大学医学部産婦人科学教室）

　私達はラット精子細胞における主なエネルギー源は乳酸である可能性をすでに報告した。しかし，グ
ルコースが精子細胞のエネルギー源となる可能性も充分考えられるので今回はラヅト精子細胞のグルコ

ー
ス代謝における温度の影響を検討した。精子細胞によるグルコースの利用度は外液中にグルコースが

1mM以上存在すると一一一・・定となるが．34℃で17．37±1．22nmo1θ6／1eecells／hr，40℃で
28．94±1．12nmoles／106　cells／hrであったoこの時，解糖系中間代謝物
の細胞内濃度を測定したところ，消費されたグルコースは，54℃で約82％，40℃で約
83％が速やかに代謝されて乳酸となった。更に，フルクトースー1．6一ニリン酸とトリオース（グリ

セルアルテヒドー3一リン酸，ジヒドロキシアセトンリン酸）の細胞内濃度は比較的高く，54℃と40℃
で同濃度を示した。フルクトースー1．6一ニリン酸の濃度は，54℃，40℃で　グルコース消費量のそ

れぞれ約10％，約6％で、またトリオースは共に約2％と同じで，TCA回路によるグルコースの酸
化量は約2％であった。グルコースの消費量は生産されよ乳酸量，細胞内に蓄積されたフルクトース

ー 1．6一ニリン酸，トリオース量とTCA回路による酸化量によって説明される。これらの結果は，温
度の上昇によって精子細胞でのグルコースの代謝が増加することを示している。次に解糖系の11種類

の温度上昇による酵素活性を測定した。検討した11種類の酵素のうちアルドラーゼの酵素活性は温度

が30℃から54℃では変化しないが40℃に上昇すると著しく増加した。この時，ミカエリス定数
（Km＝15．3μM）には変化はなく，最大反応速度が増加した（V皿ax・・1．50μmole／min／ingproteiL
　1．80μmo1θ／min／mgProtein沁その他の酵素ではホスホグリセロムターゼの活性もわつかに増加し
た。これらの結果から温度の上昇によって観察される精子細胞でのク｝闘の代謝噂「ば繍である4アルドラーゼ，
及びホスホグリセロムターゼの活性増加が一因であると思われる。
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127

ブタ精子赤血球凝集物質の精製及びその性質

慶応大・医・産婦人科学教室，『東大・教養・生物

○兼子　智，小林俊文，小塙　清，押尾　茂＊s飯塚理八

　卵は同種の精子とのみ受精することは広く知られているが，受精過程における卵・精子の相互認識，
接着機構に関する生化学的知見はほとんどない。我々は哺乳動物における卵・精子相互作用を検討する

一端として精子の卵接着因子の検索を行なった。その際，本因子が卵表面の糖成分と相互作用するttレ

クチン様”の活性を有する可能性を考慮して，精子抽出液中の赤血球凝集活性を検索した。

　この結果，ブタ精子1．0％トライトン×－100，2．0％酢酸抽出液中にヒッジ赤血球凝集活性を見い
出したので，その精製を行ない，性質の一部を検討した。

　ブタ精子2，0％酢酸，抽出液中の赤血球凝集活性は極めて自己凝集しやすく精製は困難であったが，

2．・0％酢酸中でセファデックスG－150，SPセファデックスC－50，クロマトグラフィを行なうこと
により，DISC電気泳動的に均一な標品を活性回収率40％で得ることができた。精製標品の分子量を
ゲルロ過法により求めたところ7．0×104であり，また5～20％のグラジエントゲルを用いたSDS
電気泳動法により分子量を求めると1．7，1．5，1．・3×104の3つのサブユニットから成ることを認めた。

種々の全属イオン，単糖の凝集活性への影響を検討した結果，いつれも活性に影響を与えなかった。

　本因子の卵との相互作用についても併せて報告する予定である。

128

PercoHを用いた精子の洗糠，濃縮

慶応大　医　産婦人科学教室

○小塙　清，小林俊文，兼子　智，真田利男，飯塚理八

　我々は密度勾配遠沈用担体FicoHを用いたヒト精子の洗灘，濃縮法を確立し，基礎研究のみならず
AIHへの応用を行なってきた。
　Ficollを用いる方法では精漿をほぼ完全に除くことはできたが，精液中の他の細胞成分も精子と共
に沈澱して洗條精子中に混入して来た。

　今回さらに密度勾配遠沈用シリカ誘導体Perc。11の精子洗糠，濃縮への応用を検討した。
　はじめに精子密度を測定するため精液及び密度マーカービーズを70％Percoll中に懸濁して30，　（JOO×

9，20分間遠心分離して自己密度勾配形成を行なった。　管底より回収，分画したところ，　60％以上
の精子が密度1．11～1．12の重い分画中に回収され，本分画中の精子運動率は原精液と比べ極めて良好で

あり，また脂肪球，上皮の破片，非運動精子などはより軽い分画中に見い出された。

　そこで密度1．05～1．11に調整したPercollを順次層積し，これに精液を層積して250×9，20分間遠沈

を行なつた。精子を回収して他細胞成分の混入を観察したところ，密度1．07以上の分画には精子以外の
細胞は極めて少なかった。この結果に基づき日常応用するのに最も簡便な単層Percollを用いた精子洗糠，

濃縮条件を検討した。密度1，04～1．07に調整したPercol1に各々精液を層積しして250×9，20分間遠沈

し，管底に沈澱した精子の回収率，運動率，他細胞の混入及び精漿除去率を検討した。Percoll密度の

増加に伴ない精子回収率，他細胞の混入は共に減少したが，精子運動率は顕著に増加した。また精漿は

98～99％が除去されていた。密度1．06のPercollを用いて精子の洗糠，濃縮を行なうと他細胞が若干
混入するものの80％以上の運動精子が沈澱中に回収され，．t良好な結果を与えた。以上，　本法は基礎的

研究のみならず，体外受精などにおける情子の萌製等に充分応用可能と考えられる。
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129　種々のCa濃度液内における精子の運動能と頸管粘液内貫通性について

山形大学医学部産科婦人科学教室
　井上公俊，平山寿雄，小田隆晴，広井正彦

　目的：頸管レベルにおける精子運動能の変化による妊孕性及び性決定機構を解明するため、頸管粘液

（CM）のpH及びCa濃度が精子の運動能及び頸管粘液貫通性にいかなる影響を与えるかをin　vitroで

検討した。

　方法：排卵前期の連日に渡り，ツベルクリンシリンジまたはポリエチレンカテーテルで新鮮なCMを

採取し，pH及びCa濃度を測定し，その月経周期日の変動について検討した。　in　vitroで種々のCa濃

度（0～5㎎／’de）の生食内でインキュベーシ・ンした精子ecつき，その運動能を検討し，　C　Mを充満

した毛細ガラス管内に精子をpenetrationさせ，抽出精子につきquinacrine　mustard螢光染色法にて

染色し，オリンパス螢光顕微鏡（OLYMPUS　BH2）にてY精子の分布を測定した。
　成績：①CMに含まれるCa濃度は排卵日が近づくにつれ徐々に上昇し，排卵日に4，1土0．8㎎／dg（M士

SEM）と最も高値を示し，排卵日を過ぎると急速に低下した。
　②精子と種々のCa濃度の生食とのインキュベーションでは，　Ca濃度が2㎎／de以下では，3M9／de以上

と比較し，有意に精子の運動能の低下を示し，Ca濃度（0㎎／de）では精子の運動性は全く消失した。

　③CMをpenetrationさせた抽出精子数は，　Ca濃度が3㎎／de以上では多く・Y精子比率の増加が認

められた。

　考案：CMレベルにおけるCa濃度を測定し，その精子の運動能及びY精子比率を検討し，　CM内のCa

は妊孕性及び性決定に対して重要なfactorとなっていることが推測された。

130

男子不妊症患者における精奨内Androgen濃度

岡山大学泌尿器科

○森岡政明，武田克治，東條俊司，大橋輝久，大森弘之

　精奨内には血中と同様にLH，FSHやProlactinなどの存在が確認されており，sper皿countや
皿otilityとの関係について種々の報告がみられる。一方，精漿内androgenについては報告も少なく一

定の結論は得られていない。我々は男子不妊症患者を対象にseminql　plasma中のtestosterone（T），

dlhydrotestosterone（DHT）及びandrostanediol（A－diol）を測定し，sperm　count，motilityとの関係

について検討したので報告する。
　（対象及び方法）精液検査所見より4000万／ml以上のnormospermia，1000万～4000万の01igozoo－

spermia，1000万以下のsevere　ollgozoospermla及びazoospermiaの4群に分類した・精液検査後の
検体は4°C，10000rpm／hr遠沈しseminOd　pIasmaを分離，O・5m1をassayに用いた。assay法は既に報
告したRIAによった（日内分泌会誌58巻7号）。
　（結果及び考按）normospermia　groupではA－diol　20～130pg／皿1（me囎±se：84・6　±　22・2》　，　DHT

26～130pg／ml（75・6士22．7），T43～160pg／ml（95．O±21　・8）といずれも100pg／ml程度と血中の
1／10～1／30の低濃度であったが，血中とは異なりDHTとTのratloは0・16～3・02とDHTが相対

的に高値であった。ollgozoospermia　azoospermia群においても同様の結果で各群間に有意差は認め
られなかった。一方，motolltyとの関係では50％以上と50％未満とに分類すると，前者でA－diol，
DHTがやや高値を示していたが，低濃度での変動であり意義については不明である。我々の測定値は
Nieshlagらの報告に比べ，　Tはほぼ同様であるが，　DHTはやや低値を示していたが，用いた抗血清の

違いによるものと推察された。
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131男子不妊症患都おける血中ならびに糠中FsH，　LH，　P，。lac，i。，

TestQsteroneに関する検討

札幌医科大学　泌尿器科学教室

○大野一一pa，丸田　浩，熊本悦明

　精液中の諸成分を生化学的に測定することにより，男子不妊症の診断・治療に役立てようとする試み

が多く報告されている。我々も昭和56年度第69回泌尿器科学会総会にて，精液中プロラクチン濃度が精

子数と相関関係にあることを報告した。そこで今回は，男子不妊症患者における精漿中FSH，　LH，テ

ストステロソ，プロラクチン濃度と精子数との関係につき検討した。対象患者を精子数40x10％4以上
の正常者（1群），精子数40　×　10£／me未満の乏精子症（ll群），および無精子症（皿群）の3群に分け，

おのおのの群にて精漿中のホルモソ濃度を比較したところ以下の結果であった。

　精　漿　中

　　FSH
　　LH
フロラクチソ

テストスチロソ

　　　　1　　群
5．9±　1．7mlu／m4（n＝　9）

49．1±9．1miu／m4（n＝　9）

12．1±　4．1ng／加4　（n・＝10）

42．8±1＆6ng／冠4　（n＝10）

　　　ll　　群
5．7±　　1．1　（n＝14）

42．8士　7　　（n＝14）

8．7±　2．3（n＝20）

29．5土19．1（n＝17）

　　皿　　群
6　±　1．7（n＝9）

43．4±　6．9（n＝9）

8．3±　1，6（n＝9）

31．6±10．8（n＝5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平均値土S．D．を示した）

　精漿中FSH値は3群間に差を認めなかったがLH，テストステロソ，プロラクチン値は，正常群に
比し，乏精子症・無精子症群で低値をとる傾向であった。今回は，以上の精漿中ホルモンレベルに加え，

血中ホルモソ値との関係，および治療による精漿中ホルモソ値の推移についても報告する。

132精液中のア〃オテンシン変換嚇（ACE）について

社会保険川崎中央病院　泌尿器科　　藤尾幸司
東邦大学医学部　泌尿器科※　　　松橋　求※　牧　昭夫※　柳下次雄※

　　　　　　　　　　　　　　　三浦一陽※　白井将文※　安藤　弘※

アンジオテンシン変換酵素（A㎎io　tens　in　C｛mverting　En　yyme，ACEと略す）は，アンジオテンシン1を昇

圧物質アンジォテソシン皿に変換する酵素で，生体内に広く存在し．特に肺・腎に高い活性を認める。

我々は・精液中にACE活性が高いことを認め，男子不妊症の精液中のACE活性を測定検討したので報告する。

　対象・方法：試料は，精液所見に異状を認めない正常男子13例と不妊を主訴として当院リプロダクショ

ン・センターを受診した不妊症患者％例より得た。ACEの測定はCushman－ch㎝1y法のLieberman変法を用いた。

　結果：正常男子の精漿中のACE濃度は平均1483士242　Unit（Uni　t：nmoVml／min）であり精子中にも低

い活性を認めた。無精子症の精漿中のACE活性は，平均2101　±85gUnitで正常男子に比してP＜O．05
で有意の増加を認めた。我々は，精液の総合評価法として，Eliasson　Scoreの変法を用いており，精子

濃度・運動率においてACE活性は正常男子に比してP＜0．05で有意な増加を認めたが，各Sc。re間で
は有意差を認められなかった。精子運動能指数（S　perm　Moti　le　Efficien（V　Index，　SMEI）では，正常男

子と比較すると，Score3，10はP＜O．O　5で有意の増加を認めた。各Score間では，ScoreOとScore10の
間でP＜0．05で有意の増加を認めた。

　考察：精子の運動が悪いグループにACE活性が高いことが判った。ACEがキニナーゼ皿と同一酵
素であることより，精液中でA㎎iotensin　lよりA㎎iotensin皿へ，キニンより不活性フラグメントへの2

つの反応が起こっていると考えられるoAngiotensin　llとキニンは精子の運動を促進することが判明して
いるが，キニンはキニナーゼ皿により不活性化する。この相反する反応が，精子の運動にどのように影
響しているかは，現在のところ不明である。なお，精液中のAngiotensin濃度についても測定しているの

で，それらの成績についてもあわせて報告する予定である。
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133　男子不妊症における精漿中亜鉛の意義と精液検査法の再検討

京都大学泌尿器科

眞田俊吾，　桐山蕾夫，　吉田　修

精精漿中亜鉛が妊孕性と重要な関係を有していることは，従来より注目されている。ことに生体膜透過

性を介して精子運動性に大きな役割を演じていると思われるが，精子濃度とも相関があるとの報告も少

なくない。

　演者らも，精漿中亜鉛と精液量・精子数・精子運動性との関係を調べるばかりでなく，クロマトグラ
フィーを用いた精漿中亜鉛の存在形態，亜鉛製剤を含めた各種治療による男子不妊症患者精漿中亜鉛の

変動，同一人の精漿および前立腺分泌液中の亜鉛などを調べた。

　精漿中亜鉛濃度の低いものでも，必ずしも前立腺分泌液中亜鉛濃度は低くはなく1精漿中亜鉛総量と

前立腺分泌液中彊鉛濃度との間に正の相関を認めた。

　精液が3っの成分（睾丸・精管・精嚢腺，前立腺）の複合体であることを考えれば当然の結果といえ

るかも知れない。すなわち，精漿中亜鉛濃度は，前立腺分泌能ばかりでなく他の2成分による希釈の程

度によって左右されると思われる。それゆえ，精漿中亜鉛の意義を検討する場合は，従来の多くの報告

にみられるような精漿中亜鉛濃度ばかりでなく，精漿中亜鉛総量あるいは前立腺分泌液中亜鉛濃度も考

慮しなければならない。

　またこの観点より，精子濃度は単に睾丸の精子生成能を反映しているばかりでなく，睾丸以外の精液
成分による希釈の結果であるとも考えられるし，精子運動性も精子そのものに原因がある場合と，精嚢

腺あるいは前立腺の成分により影響を受けている場合があると思われる。以上のことから，これまでの
単なる精液量・精子濃度・精子運動性を中心とした精液検査は，さらに検討を要すると思われる。

134
　　　　精索静脈瘤患者の睾丸機能に関する基礎研究

○吉田謙一郎※，東　四雄，竹内信一，内島　：豊※粍根岸壮治㌔

　大島博幸，Philip　Troen

　乏精子症を有する精索静脈瘤患者について血中ホルモンレベル，睾丸組織に齢けるTestosterone（T）濃度及
びAndrogen生成に関与する酵素群活性のin　vitro実験又睾丸組織の光顕レベルでの検索を行ったので報告す

論象症例及び検索法〕精子濃度、。。x、・・溜以下の糠静脈瘤を有する24－36ねでの・一カシア系アメリ

カ人12症例を対象とした。血中LH，FSH，Tは早期採血にて同年令の対照群と比較した。睾丸生検は両側から行
ない一部をブワン固定にて光顕レベルの検索に供した。精子形成能はJohnsenの方法によb，Tubular　wal1は

膿嚇鱗籍騰瓢灘籠1認9蕪畿瀦’蹴職1難羅
のT濃度を測定しng／言tissueで表わした。酵素群活性はce　1　1　・－free　homogenateを酵素源とし，過剰量の

補酵素の元，’4C－P，，’4　C－17α　－P‘を基質として30℃，Q：CO2－95：5の気相下で20分incubation　L

TLCにてmetaboliteを分離測定したo

騰熱欝鍵霧ど羅饗挙臨薦額艦寵§鰐丁急嵩奪際睾諜諾謡『謡
scoreは健側で2．6～3．2，患側で18～3．3　，　Leydig　cell　cluster　indexは健側でO．5－一・1。9　，患側で0．3～1．3であっ

た。同一症例で比較すると健側の方がやや患側より高い値を示した。同様のことが4s－3βHSD，17α一〇Hase，
C17－201yaseについてもみられた。睾丸内T濃度（健側814～2631，患側471～1529ng／9　tissue）も健側
でやや高値を示した。これ等のparameterについて相関をみると，LHとFSH，Johnsen菖scoreとLeydig
　　　cluster　index，　Johnsen§scoreとTubular　wall　scoreは有意の相関関係を示したが，　Leydig　cellcell
cluster　indexと睾丸内T濃度は相関関係がみられなかった。以上を報告し考察を加える。

東京医科歯科大学泌尿器科，ピッッパーグ大学内科，x現春日部市立病院，※※現埼玉医科大学。
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135思醐精索静脈瘤の性腺機能

○奥山明彦，並木幹夫，園田孝夫（阪大泌尿器科）

　青野敏博（阪大産婦人科），松本圭史（阪大第二病理）

対象：成因不明と考えられる思春期男児の左側精索静脈瘤18例（年齢121／4～17レi2才），Tannerにもとず
くPstageはそれぞれP25例，　P37例，　P46例。正常群として121／4～175／6才の男児26名を選択，　P　g．　tage

はそれぞれP29例，　P38例，　P49例である。

方法：患児，正常群の双方の両側睾丸容積測定後（・rchi・meter，武井社製），　LH－RHおよびhCG両負荷試

験を施行。合成LH－RH　100μg躍静注前および静注後30分，60分，90分，120分後の末梢血中のLH，
FSH値を求め，約1週間を経てhCG　IO，OOOIU／M2筋注前および筋注後約4日目（92時間後）の末梢血中
test・ster・ne値（T．）を求めた（田，　FST，　T．の測定はradioimmun・assay法による）。患児に対しては負荷試験

後1ケ月以上を経て全麻下に左側睾丸静脈高位結紮術および両側睾丸生検術を施行した。
結果：患児の左側睾丸容積はPstageの進行に伴ない減少傾向著明となり，一部症例には右側にも減少をみ

とめた。stage　P2では田，　FSHの基礎値反応値に有意差をみとめなかったが，　stage　P3ではFSHの反応値

が有意に高値を示しており，stage　P4ではFSHの基礎値反応値ともに有意に高値であり，　LHの反応値は一
部症例が高値を示した。T．の基礎値反応値は各PStageを通じて有意差をみとめなかったがstage　P4の症

例中には低反応値がみられた。左右睾丸組織像を造精機能につき比較検討したところstage　P2の全例およ

びP3の過半数では左右差の判別困難であったが，　stage　P3の一部およびstage　P4の大部分につき左右差を

みとめ，st㎎eP4の一部症例中には右側にも造精機能障害が併存し，とくに1例は左側に比較し右側に著
明であった。

136
　　　　実験的精索静脈瘤の研究

一 ラット睾丸静脈圧上昇モデルについて一

大阪医大泌尿器科・荻田　卓，松瀬幸太郎，高崎　登，宮崎　重

枚方市民病院泌尿器科・岡野　准

大阪医大微生物学・三好博文

　ヒト精索静脈瘤における造精機能障害の機序については定説がない．その理由の一つとして，実験動

塑にヒト精索静脈瘤の病態を再現することが困難であるために，十分な動物実験ができないことがあげ

bれる、ヒト精索静脈瘤においては，（1）睾丸温度上昇，（2）睾丸静脈圧上昇，③睾丸静脈内への腎静脈血

の流入などが存在すると思われ，実験動物に対し，その全てを再現することは不可能であっても，それ

うを別個に再現することができれば，造精機能障害の機序解明に有用な情報が得られると考えた．この

っち（1）に関しては，実験動物においても実験的停留睾丸が作製され，種々の面からの検討が加えられて

いるが，②および（3）を実験動物に再現したモデルの報告はみられないようである．我々はラットを用い

繍欝騒徽驚議瀕撃護搬r・これについて報告し・本モデルにお腱

　方法：Wistar系ラットに対し，左総腸骨静脈起始部を結紮した．大部分のラットにおいて，左内精
静脈は重要な側副血行路の一つであり，この操作により，相当量の左下肢静脈血が，左内精静脈から左

腎静脈を経て，下大静脈に流入する．この結果，左睾丸の静脈血還流状態は不良となり，睾丸静脈圧は

上号するものと考えられた．我々は15匹のラットに左総腸骨静脈結紮を行い，その前後において左右
の睾丸静脈圧と筆丸容積を測定した．結紮からsacrificeまでの期間を1週，4週，8週の3群に分け，
sacrifice直前に再び左右の塾丸静脈圧，睾丸容積を測定し，その後睾丸を組織学的に検討した．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対照
として左総腸骨静脈の結紮を行わない9匹のラットを，sham　operati・nよりそれぞれ1週，4週，8週
の3群に分けて同様の検討を行なった。



215　（653）

137
　　　　精索静豚瘤に対する内精静豚高位結紮術とその成績

春呂灘龍騰離饗，鵤豊・※，s田謙一郎

L

　精索静豚瘤は左程稀な疾患ではなく，その原因となる左腎静豚血の内精静豚への逆流は10％にみら
れるとの報告もある。しかし日常の診療では精索静豚瘤による症状を主訴として来院する患者に遭遇す

ることは極めて稀であり，また精索静詠瘤を有する患者に接しても，この疾患に対する認識不足故に見

落してしまうことが少くないQ
　近年漸やく精索静豚瘤の存在が造精機能および精子成熟能に影響を及ぼし，妊孕性を低下させるこ

とが知られ注目されるようになった。
　我kは不妊を主訴として来院した患者で精索静豚瘤を有するものには積極的に内精静豚高位結紮術を施

行しているが，睾丸痛や陰嚢内容の腫脹と不快感を主訴として来院する若い未婚の患者でも，精索静豚

瘤があれば，その造精機能および精子成熟能に及ぼす影響を鑑み高位結紮術を奨めている。

　昭和44年より昭和56年までの13年間に春日部市立病院泌尿器科で精索静豚瘤を有する564名
の患者に対してPalQmo法に準じた内精静豚高位結紮術を施行した。患者の内訳は畢丸痛及び陰嚢内容

の腫脹と不快感を主訴として来院したもの49名，不妊を主訴として来院したもの515名である。

　その臨床成績について報告するo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　：現在東京医科歯科大学所属

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※※：現在埼玉医科大学所属
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精索静Eik　maを有する男性不妊症患者の治療と成績

　　　　　　　　　泌尿器科東京医科歯科大学
・根岸壮治，炉信一凍四雄・鵤ぜ

　　　　　　　　，高木健太郎，大島博幸　　吉田謙一郎

ゐ

　男性不妊の原因は未だ十分に解明されておらず，その大半は特発性造精機能障害に基づくとされてい
る。近年漸やく精索静豚瘤の存在が妊孕性を低下させることが広く認められるようになb，事実不妊症

患者では高率に精索静豚瘤の合併がみられる。
　一方，精索静月永瘤に対する内精静豚高位結紮術を施行した患者では精液所見の改善がみられ，妊孕性

が高められることが認められてk・り，精索静豚瘤を有する男性不妊症患者に対する高位結紮術の施行が

推奨されている。

　我々は東京医科歯科大学泌尿器科不妊外来を訪れた男性不妊症患者で精索静豚瘤を有するものに対し

て早くから積極的trc　Palomo法に準じた高位結紮術を施行してきた。

　昭和36年よb昭和55年までの20年間に我々の不妊外来を訪れた男性不妊症患者は2，256名で，
精索静豚瘤の合併が認められたものは833名で3　6．9％に相当する。これらの患者の465名に内精静豚

高位結紮術を施行した。

　今回はこれらの患者について昭和56年末までの治療成績につveて報告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　：現在埼玉医科大学所属

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊：現在春日部市立病院所属
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ラット精管切断による精巣および副性器の組織学的変化の検討

浜松医科大学　泌尿器科

　○大田原佳久，増田宏昭，鈴木和雄，田島　惇，藤田公生，阿曽佳郎

　精管の切断術は男性避妊法として広く行なわれており，その吻合術も再妊孕を目的として，若干行なわ

れているが，妊孕力の回復はあまりよいものとは言えない，そこで今回我々は精管切断により精巣および

副性器に直接なんらかの影響があるのではないかと考え，その組織学的検討を行なった。

　方法：Wistar系雄ラット6週令のもの10匹を用い，5匹を無処置（対照群）とし，5匹に両側精管切
断術（実験群）を行ない，2ケ月後に両群とも殺処分し，光顕的，電顕的に精巣および副性器の組織を観

察した。また副性器についてはライソゾームが多いことから酵素組織化学的にacid　phosphatase

（ACPase）の活性局在をGomori法にて検索した。
　結果：切断群5匹中2匹に睾丸の萎縮か両側性，又は片側性に認あられた。また切断群の副睾丸は重量
が対照群に比しやや大きかった。

　組織学的には萎縮した睾丸は精巣上皮細胞の変性壊死が認められ，また精子形成能が消失しているもの

もみられた。精巣上体では，精巣組織は正常と思われるものでも精巣上体管内に壊死に陥った精子を含む

ものもみられたが，上皮細胞には著変は認められなかった。他の精嚢，凝固腺，前立腺についても著変は

認められなかった。電顕的には精巣上体管上皮細胞は両群とも管腔側に空胞が多く，またライソゾーム，

ミエリソ様物も多く含むが，実験群の方がやや多いようであった。両群ともに精子の一部が上皮細胞中に

認められた。ACPase活性を示す鉛の沈着についても光顕的，電顕的に実験群でやや強く認められ，ラ
イソゾーム，ゴルジー装置に局在が認められた。

　考案・結語：副睾丸における精子の吸収は確かにあると思われる。組織学的には機能的に低下するほど

の変化はみられず，精管の再吻合により十分妊孕性を示すものと考えられる。

140
　　　　老人性機能の研究（第3報）

　　　　老人性機能の検索（陰茎温度曲線を中心として）

福島労災病院　泌尿器科
○石井延久　藤岡知昭
　千葉隆一

東邦大学　泌尿器科
　白井将文

　我々は前立腺疾患にて入院している老人の性腺機能について畢丸の生検組織像や内分泌的検策を行い
老人といえどもかなり性腺機能はよく保たれていることが判った。

　今回は老人の性欲・勃起・射精等の基本的な性機能についてアンケート・面接を行うとともに現在泌
尿器科疾患にて入院中の60才以上の高令者を対象として、陰茎温度曲線を用いて勃起機能を検索した。
　方法はサーミスター温度計と陰茎用ストレンゲージを併用し、視覚性刺激（Visual　Sexual　Sti－
mu　la　tion　以下V．S．S．と略す）負荷時および夜間睡眠時の勃起の有無について検索した。
　結果は全身状態の良好な症例ではかなり、性機能はよく保たれていることが判った。

　これら老人の性機能について調べた結果から、今后は老人といえども性の問題については無視できな

いことが明らかになったと考えられる。

‘
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陰茎硬度測定の試み

東邦大学医学部泌尿器科学教室
○白井将文，高波真佐治，牧　昭夫，松橋　求，村上憲彦，藤尾幸司，

　三浦一陽，中山孝一，安藤　弘

　インポテンスの治療に際して最も大切なことは，それが器質的インポテンスか機能的インポテンスか

を正確に鑑別することである。それは器質的インポテンスと機能的インポテンスではその治療法が全く

違うからである。現在両者の鑑別法として色々な方法が試みられているが最も広く利用されているのが

mercury　strain　gaugeを陰茎に巻きつけ，視覚性的刺激負荷・あるいはREM睡眠期に一致してみられ
る陰茎の増大率で勃起の状態を捕える方法である。しかしこの方法では，もともと陰茎の太い人と細い

人では完全勃起時にその増大率にかなりの差がみられ（われわれの正常入のデータでは21～38％と巾が

ある），症例によっては陰茎増大率がかなり大きいにもかかわらず陰茎を膣に挿入するのに十分な硬さ

が得られない場合もあり，必ずしも増大率が勃起の状態を正確に表現していないことが指摘されるよう

になり，勃起の状態を陰茎の硬さで表現するのが最も理想的と考えられるようになった。しかし陰茎の

硬さを測定することは極めて困難であり，これまでいくつかの試みはあるが，われわれの知る限りでは

いまだ測定装置の完成をみたと言う報告はない。そこでわれわれは陰茎を左右よりある圧で圧迫し，陰
茎が勃起してその圧に抗して硬くなる時に陰茎に加わる荷重で硬さを表現できる装置を試作し，従来の

増大率との関係を検討してみた。その結果大多数の症例では従来の陰茎増大率と硬さはよく相関したが，

中には全く相関を示さない症例もみられたので，それらの成績について報告する。

142
サリドマイド胎芽病健診結果

一
男子性腺機能について一一

帝京大学医学部附属溝口病院泌尿器科
　○浜田吉通，山本隆次，日高良一一，岡戸三枝
帝京大学医学部泌尿器科学教室
　　松本　泰

　我国において，現在迄に厚生省サリドマイド胎芽病認判定委員会において認定されているサリドマイ
ド胎芽病児は306名いるが，特有の四肢奇形または聴力障害を主症状とする本疾患は，その他の症状と
して心奇形，眼科，口腔領域の異常，脳神経障害，腎奇形，停留睾丸などが知られている。しかし系統

的に詳細に論じられた報告は少ない。我々は今日迄に127名のサリドマイド胎芽病児を検診しているが
今回はその内男子58名を対象とし性発育の状態，骨年令の程度，内分泌学的動態について検討したので
報告する。

　当科を受診した男子サリドマイド児58例のうち内分泌学的検討を加えた症例は25例であり，年令は16

才から21才にかけてであった。これらの症例にLH，　FSH，　Testosterone，及びLH－RH　testによる
LH，　FSH，　Testosteroneの変動を検討した。　LH値は25例に測定し2．5～27．8　m　IU／fU旦，　FSH値は

19例に測定し2．7～41．6mlU／m2，　Testosteroneは5例に測定し67。6～1120．O　n9／d2であった。
LH－RH　testは24例に施行した。　LHの変動は24例に，同時にFSHとTestosteroneの変動をそれぞ
れ18例と1例に測定した。1、H値は1例に反応が無く，他の23例はほぼ正常の変動を示した。FSH値は
18例ともほぼ正常の変動を示した。Testosterone値は1例ではあるが，前値に比べ最大値は約15％の

上昇を示した。

　これらの結果からサリドマイド胎芽病は，所謂思春期遅発症の範疇に属するのではないかと思われ，
第58回日本内分泌学会総会においても…部その旨を報告し，性腺機能から見るかぎり，患児の一般的な
傾向として思春期が遅延している様に思われた。又一例ではあるが，精液検査を施行した所，量は3　me，

pH8，精子数は85×106，運動率90％，奇形率10％であった。
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143　正常男子を双胎同胞にもつXY性腺形成不全症の1例

長野赤十字病院産科婦人科　　東大医学部産科婦人科＊

○堤　治＊、石原　理、中川　真、菅生元康、坂元正一＊

　phenotypeが女性型で性腺がstreak　gonads　を示すが・ターナー症候群にみられる身体的異常
を欠く疾患をpure　gonadal　dysgenesisと称する。この中で染色体が46XYと正常男子型を示す
ものをXY性腺形成不全症（Swer症候群）と呼ぶ。我々は正常男子を双胎同胞にもち、不妊と原発性
無月経を主訴とした上記疾患の1例を経験したので報告し・性分化の異常について考察する。
〔症例〕30才主婦　主訴　原発性無月経、不妊　病歴taよび現症　妊娠中むよび分娩時に特別左異常
を認めず双胎の第2子として出生体重は230　09　．第1子（兄）は25009であった。　卵性は血液型分析よ
b2卵性と診断した。以後の身体的発育は兄に比較してやや不良であったが成人し身長1470n体重42　Ke

に達した。原発性無月経のためKauf　man療法を数年間うけていた。上記主訴にて来院、体型は女性型

pubic　hairの発達は不良だが膣および子宮はほぼ正常であった。検査所見LHRH負荷試験ではLH，　FSH
（mIU／nd）の基礎値、30分値はそれぞれ77→400、130→260と卵巣性無月経であD、血中E，値は10　pg／

nd以下でゴナドトロピン負荷に反応しなかった。血液生化学k・よび甲状腺、副腎皮質機能には異常を認

めず。estrogen＋proqestin負荷によb消退出血あb、子宮卵管造影では子宮腔正常、卵管開存の所見
を得た。染色体は46XYでありSwyer症候群と診断した。試験開腹の所見では性腺は、streak状を呈し
骨盤漏斗靱帯上に位置してts　b、組織学的にはfibroadipose　tissueで卵巣および精巣組織は認めなか

った。子宮．卵管等のMmerian　duct由来の内性器はほぼ正常に形成されていた。Jostが報告した如く
胎生初期に性腺原基を除去すると、雌雄にかかわらずWolffian　ductが退化しMit’　1　le　r　i　an　ductが残存すること

よb、本症例では性染色体がXYでありながら発生のごく初期に性腺原基の分化が障害され女性型のphenotypeを
示したと考えられるが、同じ母体環境で発生した兄が正常発育を示した点が興味深い。

144血中t。、t。、ter。n。灘が低値を示す精巣性女性化症候群の一例

日本大学医学部産婦人科学教室

　o増田隆昭，国松茂生，早川篤正，村井一郎，長田尚夫，近藤泰正，

　　田　根培，津端捷夫，高木繁夫

〔目的〕　染色体構成が46＋XYの男性型であるにも拘らず，表現型が女性を示す精巣性女性化症候群
では，内分泌学的には血中testosterone（T）濃度は男性の正常範囲ないし高値を示す例が多数報告され

ている。今回我々は血中Tが低値を示す同症例を得，摘出精巣に内分泌学的k・よび組織学的検討を加え，

若干の成績を得たので報告する。

　症例は17才で原発性無月経を主訴として来院した。体格は身長158cm，体重はS3　Ke，乳房は発育不良

で乳輪は小さく，恥毛は極abて少く，腔腔は長さ5　cmの盲端に終る等の特徴的所見を示す一方，その染

色体核型は46＋XYであるため，本症と診断された。な澄，術前の腹腔鏡所見では，左右精巣共に略正

常大で，左側精巣は腹腔内に，右側精巣は同側Hernia　poach端に位置していた。
〔成績〕　1）術前の尿中total　estrogensは7．60ptg／day，血中estrone（E1）およびestradiol（E2）は

75，8および47．6　pg7〈ineと共に正常範囲にあるも，卑中Tはα612ng癩と極めて低く，5α一dihydrotesto－

steroneもO．　161ng／hzeと低値を示した。2）摘出精巣組織のwhole　homogenateに2μC　iの〔14C〕androste－

nedioneを基質として加え，37℃，60分のincubationを行った。反応液をEther抽出後，二系のcolumn
chr。matographyにてT，E歯よびE2の各分画を得，さらにそれらをTLCにて精製した。この結果，
Tへの転換率はL5％とcontrolに比し，著しい低値を示したoな診E1訟よびE2への転換率は2．0および
0．86％であった。3）摘出精巣組織の間質には著明な浮腫と線維化が認められる一方，残存の間質細胞は

極めて未熟であった。
〔結論〕　本症例では，精巣間質組織の器質化X・よび未分化のために，精巣のT生成が乏しく，よって

血中Tの低値をみるに至ったものと解釈される。
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真性半陰陽の分娩例

東京大学医学部泌尿器科
　○簑和田滋，福谷恵子，鈴木　明，原　　慎，篠原　充，新島端夫
神岡医院（高崎市）
　　神岡順次

　現在までに我々が治療してきtg真性半陰陽患者10例のうちで，妊娠，分娩に成功した極めて稀な1症
例を経験したので報告する。
　症例：昭和32年3月18日生れ。生下時特に異常は認められず女子として入籍されたが，2歳頃陰核肥
大を認めて当科を受診した。陰核肥大の他に異常認めなかったため陰核切断術のみ施行した。その後13
歳で月経の発来をみたが，不順でありまた声が低くなってきたたあ再び当科を受診した。染色体分析で
は，4　6，　XXであったが，血中テストステロンが216㎎／d1と高値を示したため睾丸の存在を疑って試験開

腹術を施行した。子宮卵管の発育分化はほぼ正常で左右性腺は卵巣の存在すべき位置に存在したが，右
性腺の中に一部睾丸成分が存在した。左性腺は正常卵巣であった。右性腺摘除後は月経もほぼ正常化さ

れ，また声も女らしくなった。その後順調に女子として二次性徴をみた。23歳で結婚して一年後妊娠。
昭和57年5月13日25歳の時に無事満期経腔分娩に成功した。児は33529の男児。遷延分娩のため皿度の
仮死であったが無事蘇生し，その他に特別の身体的奇形は認められなかった。
　真性半陰陽は同一の個体に精巣組織と卵巣組織をもつ疾患であり，その臨床像は造精機能まで有する
正常男子に近いものから今回の症例の如く分娩可能な極めて正常女子に近いものまでさまざまである。

真性半陰陽の妊娠分娩例は調べ得た限りでは世界で5例の報告をみるのみである。このうち1例は未治療
分娩であった。自験例を含めた6例をまとめてみると，全例とも染色体分析では4　6，　XX，性腺構成は
ovary－ovotestisの組合せであった。このうち満期経膣分娩は自験例を含めて2例のみである。真性半陰
陽における性の決定は困難な場合も少なくないが，今回の症例の如く女子に極めて近い形の場合，適切

な治療によって妊孕性をも含めて正常人と変らぬ性成熟を十分に期待しうるものと思われる。
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単睾丸症の臨床

千葉大学医学部泌尿器科学教室

○布施秀樹、皆川秀夫、片海善吾、川村健二、相川英男、伊藤晴夫、

　島崎　淳

　昭和35年より昭和56年までの22年間に、千葉大学医学部泌尿器科で経験した単睾丸症47例に
っいて検討した。

　初診時年令は、0～5才が24例と過半数を占め、6～9才および20才以上が、各8例、10～19
才が7例であった。
　生下時の父母の平均年令は、父30．　9才、母27．1才であった。

　停留睾丸に対する手術は、22年間で、412例に行なわれた。本症は、そのうちの11．7％を占め

たo

　患側は、左側32例、右側15例で、左右比は2．1：1であった。
　睾丸のみ欠損したもの3例、睾丸と副睾丸の欠損19例、さらに精管の欠損も伴ったもの24例であ
った。

　合併症は、対側停留睾丸、尿道下裂が各2例、同側鼠径ヘルニア、同側重複腎孟、性染色体型が、

X（YXYのモザイクを呈したものが、それぞれ1例あった。

　精液検査は・6例に施行し・4例が精子濃度5000万／mZ以上であったが・2例は3000刀／me
前後の乏精子症であった。

　対側睾丸生検を施行した成人3例の睾丸組織像は、Germinal　aplasiaおよびHypospermato－
genesisが各1例、1例は、正常組織像を示した。
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単睾丸症の18例

埼玉医科大学泌尿器科

中目康彦，内島　豊，坂本修一，冨田雅乃，平賀聖悟，岡田耕市

　単睾丸症は先天的に一側の睾丸が欠損している疾患で従来比較的まれな疾患と考えられていたが，近

年報告例は増加し1977年5月までに吉本らによれば本邦で138例の報告が認められる。われわれは埼
玉医科大学泌尿器科において1972年1月から1981年12月までの10年間に18例の単睾丸症を経験した
ので報告するとともに若干の文献的考察を加えた。

　この10年間に停留睾丸として手術を施行した165例中18例（la　9％）に本症を認めた。患側は左側13例，
右側5例と左側欠損が多かった。患側の性管系（副睾丸，精管，精嚢）の障害については井川らの分類
に従った。1型（睾丸のみ欠損）3例，皿型（睾丸とともに副睾丸も欠損）9例，皿型（睾丸とともに
精管も欠損）6例とH型が最も多かった。
　18例中12例にIVPを施行したが全例異常所見を認めなかった。
　その他の合併症として対側停留睾丸3例，対側鼠径ヘルニア3例，対側陰嚢水腫2例を認めた。以上
自験18例について検索するとともに本症の臨床的意義について若干の考察を加えて報告する。

148

卵子のステロイド合成にかんする実験的研究

慶大医・産婦，三菱生命研・発生
○遠藤芳広，鈴木秋悦，田中雀二，三浦麗子，飯塚理八

ハムスター卵胞卵および排卵卵を用い，その△5－3／9－HSD活性，内因性ステ・イドホルモソを螢光抗

体法で測定し，卵子成熟機構との関連を追求することを目的とした。△5－3β一HSD活性の検出には
Dickmann＆Deyの反応液よりni　t　ro　’－bl　ue　tetrazoliumを除き，60分incubateした。螢光抗体法は，

採集した卵を即座に，或いは，△5－3β一HSD検出のためにincubateした卵をまず2，5％glutaralde－

hydeで3．5から6時間固定し．洗糠後，　progesteroneの検出には，　rabbit　antj－progesterone－llα
一 BSAserum，17　fθ　－estradiolの検出には，　rabbit　anti－17　P－estradiol－6－BSA

serllmを用い・37℃・60分mcubateし，洗灘後，さらに，　goat　anti－rabbit　IgG　serum　conjuga”
tedwithFITGで37℃，　　　　　　　　　　　　　40分処理し，洗糠後，Zeissmicr〔〕fluorometerにて螢光強度を測定した。
卵胞卵，排卵卵において，△5－3β一HSD活性が，また排卵卵で内因性17β一estradiolの存在が証
明された。さらに，△5－3〆9－HSDの阻害剤のtrilostaneで60分preincubateし，△5　・－3β一HSD
活性を検出したところ，dose－response　mannerで10－7Mより抑制がみられた。ゴナドトロピン，特

に，HCGの影響をみたところ，　in　vivoでは明らかな変化かみられなかったが，　invitroで，　HCG

添加のリソ酸緩衝液中で60分，preincubateしたところ，10　i．μ．／nfより明らかな抑制がみられ，　II

CGの卵子に対する直接作用が示唆された。
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ラット卵子のアミノ酸の取込みにおけるe－AMPの影響

　信州大学農学部、畜産学科

○辻井弘忠

　演者らは，ラヅト桑実胚卵子の培養でc－AMPによって，胚盤胞の発生率ならびに胚盤胞腔の大き

さが有意に増加することを，第73回日本畜産学会で報告した．このc－AMPによる胚盤胞形成促進
作用にっいては，不明な点が多い．そこで，卵子のアミノ酸の取込みにおけるc－AMPの影響を調べ
た．

〔方法〕ウィスター系成熟雌ラットを用い，自然交配の桑実胚，初期胚盤胞，胚盤胞ならびに後期胚

盤胞を採卵して実験に供した．採卵ならびに培養には，BMOC2液を用い，形態的に正常な卵子20個

を1検体とし，3H一メチオニンO．5μciを加え1時間培養後の，　uptakeとincorporation
を，液体シンチレーションカウンターで測定した．c－AMPは，シグマのdB－c－AMPで，　O．1
mMを用いた．
〔結果〕桑実胚，初期胚盤胞，胚盤胞ならびに後期胚盤胞のいずれにおいてもc－AMP添加区の方が，

uptakeならびにincorporationの値が高かった．特に後期胚盤胞が，顕著に高かった。
　このことから，c－AMPによって，ラット卵子のアミノ酸の取込みが促進されることが示唆された．

150
　　　ラット胚の凍結融解過程における血清成分の有効性にっいて

岡山大学農学部家畜繁殖学教室

○保　地　真　一，　内　海恭　三，　湯　原　正　高

　哺乳動物胚の凍結保存に際して凍結用基礎媒液にDMSOなど凍結保護物質を加えたものが一般に凍結
用媒液として用いられている。演者らは胚への滲透圧の衝撃をさけるため等張に近い媒液465mOsでは，

凍結保護物質としてグリセリンやDMSOよりもアドニトールなどの糖類が凍結保護物質として効果的で

あることを報告した。また血清やBSAなどの高分子のコロイド物質も凍結用基礎媒液に必須のものと
考えられている。本研究ではラット胚の凍結保存について凍結用基礎媒液としての血清の有効性を検索

するために行った。

　凍結用基礎媒液としてKRPのみおよびKRPにそれぞれラットの自己血清，凍結乾燥血清，4％B
SA，凍結乾燥血清の透析成分，同非透析成分を加えたものを用いた。これらの基礎媒液に凍結保護物
質としてアドニトールを添加し，演者らの窒素ガスによる3step急速凍結法によってラットの初期胚盤
胞を凍結した。凍結用媒液の最終滲透圧は全て465mOsに調整した。融解後の胚の生存性は体外培養に

よって検定した。

　KRPとアドニトールを含み，血清成分を含まない媒液を用いて凍結した場合には融解後の胚の生存

性は全く認められなかった。一方，KRP，アドニトールとそれぞれの血清成分を含む媒液では60％前
後の胚の生存性が認められた。すなわち全血清，血清の高分子画分のみならず透析された比較的低分子

画分（分子量く1　1，000～13，000）およびBSAのいつれも胚の生存に対して効果的であった。この結果，

血清成分が比較的低滲透圧下でも胚の凍結触解過程に何らかの役割を演じていることが示唆された。



（660）　222

151
　　　エnvitroでの未成熟卵（リス猿）のmaturationとその染色体分析結果に
　　　　　　　　　　ついて（一部受精卵を含む．）

　旭川医科大学産婦人科学教室

0浅川竹仁，溝口久富，石川睦男，山下幸紀，清水哲也

　リス猿の未成熟卵をin　vitroにて培養後，その成熟過程と染色体の正常性をtime　sθquθncθに従
い分析を行つた・また，一部の卵にinsθminationを施行して受精卵の染色体の正常性を分析し，体外
成熟卵及び受精卵の正常性につき検討を加えた．

　卵は，FSH－HCGにてinduction後ユaparoscopyにて採取，培養し，一部はin　vitro　ferti＿
ユエzationに使用した．培養卵はgraduaユ，　air－drying　methodにて標本化し分析した．

　HCG注射16時間後にrθcoveryを施行．採卵直後では，。vaの71．8％がG．V．ないしPro一工の未
熟卵であつたが，培養11時間後では，maturation　ratθの上昇がみられ，21時間培養にて，pθak
（32．5％）に達した．（optimal　insemination　time）．』また，エnaturation　rateとfollicユe
sizθ及びcumulus　cθ11との相関では，ユ皿m以上のfOllicユeからの卵の成熟率には有意差はなく，
またcumulus　cθ11を有する場合に有意に高値を示した，

　染色体分析では，Met－1にて904％がnormal　haPloid　numLerであつたが，9．6％にaneupエo－
idyがみられた．さらに，第工極体及び卵子の染色体分析の結果，これらのaneuPloidyの発生にはMet
一 工からMθt－コエにいたる段階でのunequal　sθgragaUonが関与していることが示唆された．

　受精卵では5200cytes中25例（48．2％）をlst．　cleavagθmθtaphaseにて標本化した．うち
22例はnorInal　dユploid　numterであつたが，6例にaneuploid．y及びtriploid　oocytesと考え
られる異常卵が認められた．
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排卵誘発一妊娠例の予後

東京医科歯科大学産科婦入科学教室

O長江光芳・一宮和夫・生山　博・久保田俊郎・アンソン　テー・
　小山嵩夫・矢追良正・西　　望・斎藤　幹

　排卵を誘発し，妊娠した症例の予後については，すでに多くの報告がなされているが，我々は当病院

において実施した排卵誘発一妊娠例153例の予後を前向きに追跡し，対象例641例との比較を試み
た。

　排卵誘発の対象としたものは無月経，無排卵周期，稀発排卵（．月経不順を含む）である。使用した排

卵誘発剤は　無排卵の病状に応じてHMG（24例）ク・ミド（96例）セキソビド（18例）ブ・モ
クリプチン（10例）を用い，少数例ではLH－RH，　HCGを利用した。対象は自然排卵による妊娠
641例である。すべての例においてBBTを記録させその排卵期を算定し，妊娠週数は必要に応じて
修正した。

　成績1）生児分娩（早産を含め）は排卵誘発群で81．6％　自然排卵群では85，0％である。なお胎児

及び新生児の死亡率は排卵誘発で1．3％　自然排卵群で2．02％である。2）流産率は排卵誘発群で15．

0％対照群で10．1％で有違差がない。しかしHMG投与群ではその33％，プロモクリプチン群では
その20．0％と高率の流産を示した。2）子宮外妊娠はそれぞれ1．3％，L4％と同率であった。4）多胎

妊娠は排卵誘発群で明らかに多く，3．26％，対照群では1．24％であった。とくにHMG投与群が高
く，その12．5％，クロミド投与群ではその2sO8％に達した。　LH－RH，　HCG投与群は5例と少
数ではあったが多胎はみられなかった。5）早産（妊娠24～36週）は排卵誘発群で低く26％，対照
群では5．7％であった。6）妊娠24週以降の分娩における先天異常児の出現率は排卵誘発剤127例中
2例1．57％，対照群では641例ヰ・29例4．52％でであった。7）なお子宮内外司時妊娠1例がクロ
ミドによる排卵誘発で認められた。8以上の経過について考慮を加える．
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153
排卵誘発による妊娠例の流・早産率

大阪大学医学部付属病院産婦人科
　○倉智博久，青野敏博，三宅　侃，佐久本哲郎，堤　博久，田坂慶一，
　　林田美代子，永原廉士，小泉　清，甲村弘子，倉智敬一

㌧

〔目的〕　不妊症治療のために排卵誘発を行なう場合その最終目的は健全な児を得ることであり，妊娠

が成立しても流産や早産のために成児が得られなければ目的を達したとはいえない。一方，排卵誘発を

必要とする無排卵・無月経の患者では子宮発育不全がしばしば合併しており，妊孕力全般の低下が指摘

され，たとえ排卵誘発によって妊娠が成立しても流産や早産が多いといわれてきた。
〔対象および方法〕　我々は昭和52年より昭和56年までの5年間に当科不妊外来において妊娠に成功し

た例のうち追跡可能であった253例を対象として，その流・早産率について調べてみた。

〔成績〕　妊娠例253例のうち流産におわったものは38例（15．0％）あり，早産は21例（83％）にすぎず，

全体として排卵誘発例でとくに流・早産率が高いとはいえない結果であった。治療薬剤別に流・早産率
をみると，流産率はHMG－HCG療法で14．5％クロミッド療法で1　3．2　90，プロモクリプチン療法で24．2
％と最も強力な排卵誘発方法である且MG－HCG療法で流産率が高い傾向はみられなかった。プロモクリ

プチンの流産率が高いのは同一症例がくり返し流産していることが関与している。一方早産率について

は，HMG－HCG療法で2・2．9％と圧倒的に高く，これは早産例14例のうち8例は多胎であることからみて，

HMG－HCG療法そのものより多胎による早産とみなすことができるものと思われる。
〔結語〕　不妊症治療の最終目的からして排卵誘発後の妊娠例の流・早産を減少し，挙児率を上げるこ

とは重要なことであるが，今回の調査によると流産率は一般の妊娠に比べてそれ程高くなく，また早産

率も多胎妊娠でない限り高くはないことが明らかになった。今後は誘発排卵時に多胎妊娠の予防に努力

を払うべきであると思われる。

154p，ed。i、。1。n。．，1。miph。n。療法による妊娠．分雛過と新生児

　　　　　一とくにclomiphene単独療法との比較一

京都府立医科大学産婦人科学教室

　　O大野洋介，東山秀聲，玉舎輝彦，岡田弘二

clomiphene無効の軽症排卵障害婦人にprednisolone・clomiphene療法を行うと，優れた排卵率と妊娠
率が得られることは，これまでに報告した。本療法を開始してから5年が経過し，多数の妊娠成立例が
認められるので，本療法による妊娠例の経過と新生児について，同一期間内のclomiphene単独療法によ

る妊娠例との比較検討を行った。

　prednisolone－clomiphene療法による妊娠成立は40例であり，一方clomiphene単独による妊娠成立

は150例である。これらのうち流産に終った例は，前者は8例（流産率20．0％），後者は23例（流産率153

％）であり，両者間に有意差はなかった。妊娠経過中に切迫流産の徴候がみられたものは，prednisolone

－　clomiphene単独では43／127（頻度33．9％）であり，後者の方が高頻度となった。しかし，切迫流産の
加療後分娩に至った症例は，前者が5／13（38．5％）であったのに後者では43／54（79．6％）となり，clomi－

pheneによるものが分娩に至る率が高くなった。分娩例はprednisolone－clomipheneでは32例，clomi－

pheneでは127例である。このうち早産は前者が1／32（早産率3．1％），後者は8／127（6．3％）と後者の

率が高いが，有意差はなかった。多胎妊娠はすべて双胎妊娠であり，prednisolone・clomipheneでは3例

（9．6％），clomipheneでは6例（4．7％）となり，両者に有意の差はなかった。出生新生児数はpredni－

solone・clomipheneでは35例，　clomipheneでは133例であり，LFDは前者が3／35（8．6％），後者が14

／133（10．50A）であって有意差はなく，SFDは後者に1例みられたのみである。また奇形発生率にも差
は認められなかった。以上の成績から，軽症排卵障害のうち障害が比較的高度と考えられるclomiphene

無効例に，prednisolone－clomiphene療法を行っても，切迫流産から分娩に至る症例がclomiphene単独
の場合と比べて少ない以外は，妊娠経過ならびに異常新生児の出生には有意差はなかった。
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当科不妊外来に診ける妊娠成功例の妊娠，分娩経過の検討

徳島大学医学部産科婦人科学教室

兵庫県立淡路病院

゜森下　一㍉樋口和彦，三谷

嶋川ひろ子

弘，森　崇英

　不妊症治療の目的は妊娠を成立させ，健康な児を得ることである。妊娠の成立には多大の関心が向け
られ，不妊症の原因，治療および妊娠成功例などについては多くの報告があb，9た不妊症患者の妊娠

成功例の妊娠経過に関してもかなbの報告がみられるが，分娩経過についての報告は意外と少ない。今

回我々は不妊期間が／年以上で当科不妊外来で治療中，妊娠し，当科で分娩した初産婦／02例の妊娠，

分娩経過を検討し，以下の結果を得た。なX一対照としては，当科で妊娠経過並びに分娩を行なった不妊

歴のない初産婦200例を選んだ。／）妊娠経過では切迫流，早産例がともに対照群に比し，不妊群で有

意に高率に認められた。切迫流，早産例と特定の不妊因子あるいは年齢との間には特別な関係が見出し

得なかった。その他の妊娠中の異常は両群の間に差異はみられなかった。2）分娩経過では吸引分娩例

が対照群に比し，不妊群で有意に高率にみとめられた。吸引分娩と年齢との関係を検討するため対照群
を2群にわけると，25才以上の群では25才未満の群に比して吸引分娩が有意に多くなb，不妊群と
は吸引分娩率，平均年齢ともほぼ等しくなった。特定の不妊因子と吸引分娩の間には特別な関係は認め
られなかった。帝王切開率，分娩所要時間，分娩時出血量，分娩時異常出血，頸管裂傷，会陰裂傷など
は不妊群と対照群との間に有意差は認められなかった。3）新生児のアプガールスコァ，体重などは不

妊群と対照群の間に差異はみられなかった。

　以上の成績より，不妊群は対照群に比し，妊娠中は切迫流，早産，分娩時は吸引分娩が多いことが判

明した。不妊群での切迫流，早産が多い原因は不明であるが，吸引分娩が多いのは不妊群の高年齢が原

因しているように思われる。
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月経不順例における受胎排卵日の分布

東京医科歯科大学産婦人科学教室

O小山宥子・森　典子・一宮和夫・今北哲雄・高田邦明・高橋一久

　斎藤　幹

　ヒトにおける排卵はBBT，血・尿中のステロイドホルモンやゴナドトロピンの定量，子宮内膜診，

頸管粘液所見などから推測が可能であるが，確診は妊娠の成立以外にはありえない。月経不順において

も妊娠が成立する場合には，周期順調例とほぼ同時期に起こるのではないかと考える人も少なくない。

月経不順における受胎排卵期の分布を知ることは，このような症例の妊娠期間や分娩予定の算出，分娩

誘導の際の参考資料となる。

　BBTを記録し，排卵誘導剤の使用やステ・イドホルモンの投与などは行わず，しかも月経不順が明
らかな症例で妊娠したもの46例について，BBTよりその受胎排卵期を推定した。筒，対照として，
前記と同様に性ホルモン投与が行なわれないで自然排卵で妊娠したものについて，過去の月経周期が25

日以内，26～35日型，36日以上の各グループで，それぞれ23例，500例，77例についても，BBTよ

り受胎排卵期を推定した。排卵期は低温相の最終日とし，最終月経第1日を0日として表現した。
　成績　1）月経不順における受胎排卵期の分布は一定のパターンをとらず，最短12日から最長101日の
間でほぼ平均的に分散した。強いて言うならば35～37日にピークらしい分布を認めた。2）これに反し

て26～35日型周期では排卵日は12日～16日にピークを，25日以内では11～12日に，36日以上の
周期では18日，24日，30日の3つにピークを認めた。3）以上の事実から，月経周期と排卵について
の考察を加えた。
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157　受胎排卵日及びWHO方式による妊娠期間の分布，とくに過期妊娠の頻度につい

て

東京医科歯科大学産科婦人科学教室o高田邦明・市村三紀男・今北哲雄・園信義・
　木戸豊・アンソン　テー・小山嵩夫・矢追良正・西　　望・斎藤　幹
大川病院　大川昭二・正木雄三郎
独協医科大学産科婦人科学教室　熊坂高弘・大蔵健義

b

　妊娠期間の表現を，最終月経第1日をゼ・日として満週数で表わすWHO方式はすでに普遍化してい
る。我々はさらに，・BBT上の排卵期を算定し，これより分娩予定日を修正した妊娠暦から，妊娠期間

の区分を試みた。とくに過期妊娠の実態についての分析を行った。

　対象は，BBTを記録し妊娠した症例について前向きに追跡し，分娩を終了した838例である。こ
の中には合併症（たとえぽ双胎）を有するすべての妊娠など，排卵誘発一妊娠例をも含めた。排卵期は

低温相の最終日とした。妊娠24週未満の流産は115例，13．7％（但し胞状奇胎などのために人工
妊娠中絶を実施した10例，及び子宮外妊娠11例をも含む），妊娠24～36週の早産は49例，5．
84％，妊娠37～41週の満期産は，648例，77．3％，妊娠42週以降の過期産は26例3．10
％であった。なお妊娠43週以降例は0である。2）排卵日を考慮しなかった場合の過期産頻度は15．5

％である。3）従って過期妊娠の頻度と実態に関しては単純計算では15％と3％との差違は，排卵の
遅れによる”見かけの過期妊娠ttと考えられる。さらに約3％において妊娠期間の実際の延長が見られ

たことになる。4）但し妊娠42週の26例中，4例では陣痛の誘発が，9例では帝王切開が行われて
いるので，自然に放置した場合には，伺例かが43週以降まで妊娠が継続したものと考えられる。
5）さらに過期妊娠における周産期死亡率，産科手術の頻度に関しても言及したい。

15B

切迫流産とその予後の分析

東京医科歯科大学産婦人科学教室

O大塚　進・飯泉美智子・矢追良正・木戸　豊・園　信義・久保田俊郎

　　斎藤　幹

　ME機器の進歩により，妊娠初期胎児のチエックが確実，容易に実施できるようになり，切迫流産例
に対ずる治療方針の決定が明確に線引きできるようになったことは，臨床上の大きな前進と言ってよい。

切迫流産に関しては，しかしながらその予後について，特に妊娠が継続した場合の児の問題，原因別に
よる対応の方法の選択，治療薬としてのプロゲステロンの効果とその催奇性の問題など，まだ普遍的な

統一見解には必ずしも至らないと考えられる問題点もある。今回は児を希望し，BBTを記録して妊

娠した838例を前向きに追跡し，その中の切迫流産228例について2，3の検討を試みた。
　成績　1）対象とした特定集団838例における切迫流産の頻度は27．2％であった。2＞切迫流産中，
流産に終ったもの（胎児死亡を確認，子宮内容清掃術を実施したものを含む）は94例，41．2％であっ
た。3）妊娠が継続し満期分娩を行ったもの121例，53．0％，早産（妊娠24週～36週）は13例，
5．7％であった。4）新生児及び胎児死亡3例を除く生児産中，先天異常は3例，2。2％であった。5）新生

児死亡例中，無脳児1例を認めた。6＞流産94例中正常胎児を認めたものは僅かに11例，変形胎児8
例，胎児を認あることができなかったものは75例，79．7％に達した。7）受胎排卵日より妊娠期間を

訂正した結果，流産は妊娠第2月　（7週まで）23例，第3月　（8～11週）は41例，第4月　（12
～15週）21例，第5月以降9例，第4月の大多数は一種の稽留流産と考えられた。
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不妊症患者帝切分娩例の検討

名古屋保建衛生大学医学部　産婦人科
○米谷国男，山口真美子，高橋正明，近藤正利，伊藤誠，廣田穰
　馬島秀泰，福島穰

　不妊症患者分娩例の帝切率は一般に高率であるといわれている。昭和57年6月までに当科で取扱った

不妊症患者の妊娠・分娩例141例中帝切例は20例あり，不妊症を除く当科の一般帝切率6．45％に比して
1　4．1・8％と有意に高率であることが判明した。そこで不妊症患者分娩例に何故帝切が多いのか臨床的検

討を加えてみた。帝切例の主適応をしらべてみると，①C．P．D．4例，②Fetal　distress　3例，

③Breech　presentati。n　4例，④Malpresentation＆Malrotation　2例，⑤Secondary
arrest　of　dilatation　of　the　cervix　2例，⑥Abruptio　placentae　1例，⑦Multiple
myoma　1例，⑧Previous　C・S・　1例，⑨Post－myome　ctomy　1例，⑩Placental　insufficieney　1例

であった。これらの主適応について臨床経過を追って不妊症との関連性を探ってみた。不妊症以外の骨

盤i位分娩は3035例中121例（398％）であったのに対して不妊症患者分娩例の骨盤位は141例中9例
（6．38％）と妊娠末期に骨盤位をとる頻度が高いことがわかった。不妊症を除く骨盤位の帝切率は121例
中31例（25．6％）であったのに対して不妊症の骨盤位分娩の帝切率は昭和57年6月現在では9例中4例
（44．4％）であった。さらに⑨は不妊原因が子宮筋腫であると考えられ，筋種核出術後妊娠に成功し帝切

した例であり，これは不妊症と帝切分娩が強く因果関係を持っ例と悪われる。またDystocia－
dystrophia　syndromeと思われる1例④があり，反屈位，遷延分娩で帝切したが，これも不妊症と
帝切理由の関連性が高いものと考えられる。このように不妊症患者分娩例に帝切が多い理由は不妊症患
者が帝切適応の条件を本質的に有しているからであると准測される。

160
　　　交配前，又は妊娠初期に投与したclomiphene　citrateのラット胎仔発育に

　　　及ぼす影響

塩野義研究所 ○原　勝己，小林文彦

　〔目的〕（コ・m　iPl）ene　citrate（CL）を排卵前又は交配直後のラットに投与し，妊卵及び胎仔発育に及ぼ

す影響を調べた。　〔方法〕SD系成熟雌ラットを用い，性周；9］　diestrus，雄ラットとの交配日（Day　O）

などに，ゴマ油に懸濁したCLを1回皮下注射した。これらラット子宮より妊卵を回収，別に作製した
偽妊娠ラット子宮内へ移植し．妊卵や胎仔の発育，胎仔外形異常などを検索した。血中pr（￥pesterone（P）

濃度はRIAで測定した。　〔成績〕得られた成績は次のように要約される。（1）非排卵抑制量であるCL
O．5　ng／kg投与では，Day　2・v7で数，形態とも正常な妊卵が回収され，血中P濃度も正常であった。（2）排

卵抑制量のCL4㎎／kg投与では，Day　4以降に回収妊卵数が著減した。血中P濃度も，交配前投与群で
はDay　2以降，　Day　O投与群ではDay　7に有意に低下した。（3）CLO．5又は2吻／kg投与では・いかなる

投与日，妊卵回収日の組合せでも，移植妊卵の着床，発育は正常で，妊娠末期の胎仔にも異常はみられ
なかった。（4）CL4ng／kg投与では・交配前投与，　Day　4回収妊卵およびDay　O投『｝・Day　7回収妊卵を

移植した場合にのみ，胎仔生存性の低下がみられた。（5）CL投与全群の妊娠末期胎仔で合計4例の外形

異常（膀ヘルニア　2例，外脳症　1例，外脳症，裸眼，舌突出，全身浮腫の合併　1例）が観察され
たが，その発現頻度は対照群と差がなく，本系統ラットで自然発現が知られているもののみで，CL投

与と無関係であった。　（結論〕CLをラットの排卵前又は交配直後に投与しても，本剤に起因する胎
仔異常は発現しないといえる。CL4㎎／kg投与で，胎仔生存性の低下が一部実験群でみられたが，こ
れには，同条件下でみられた血中P濃度の低下が関与していると考えられる。
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妊娠初期胎児及び絨毛のVitamin　E測定

日本医大第2生化学教室　O可世木久幸，佐藤久美子，吉野芳夫

根本産婦人科 根本　将

ト

〔目的〕Vitamin　E（Toc。phero1）は抗不妊因子として発見されたにもかかわらず，その生殖に於ける

意義，mechani　sm等について解明されたとは云い難い。そこで我々はヒト妊娠初期子宮内容物のうち胎

児及び絨毛のα一Toeophero1（α一T）を定量し，その生理的変動を調べた。〔方法〕妊娠6週から12週に

致る正常妊娠22例について；real　time　electronic　scanni㎎（B－seope）にてgestationalsao（GS）の

長短径及びfetus　length（FL）を計測後，子宮内容清掃術を施行し，胎児と絨毛を分離し，各々の検体

にっいて，高速液体クロマトグラフィーにてα一Tを定量した。なお，手術前に母体血も採取しその血漿
α一Tを同様に定量した。〔結果〕胎児α一T値：8．6・7±4．11μf／9（n＝13，0V　＝4Z4％），絨毛α一T値：

8．76±2．8　1　pa9／7（n＝22，C．V＝32．1％），母体血α一T値：9．69±1．8　5μ9／hze（n＝21，C．V＝19．1％），と胎児

及び絨毛のα一Tは母体血に比べ，やや低値傾向を示すと共に，個体差がやや大きいことがわかった。次

いで，これらの値の相関を検討した結果，胎児α一Tと絨毛α一Tの間に正の相関を認めたが，母体血α

一 Tと絨毛α一T，母体血α一Tの間には相関が認められなかった。また，B－scopeによって得たFLと胎

児α一Tの間には負の相関が認められた。すなわち，胎児が妊娠初期に成長するにつれてα一T濃度は減
少することが判明した。これに対してGS　sizeと絨毛α一Tの間には相関が認められなかった。〔考察〕

胎児肝臓中のα一Tに関しては妊娠3Mよりα一丁を測定した報告があるが，成人に比べ低値を示した。
また，贋帯血α一Tは母体血α一Tに比べ低値を示す。これらの結果から胎児α一Tは成人に比べ低値を示

すと考えられるが，今回の我々のDataから胎児α一T濃度は妊娠の極初期には決して低くはなく，妊娠

2～3ケ月に低下することがわかる。また，胎児と絨毛α一Tが各々相関を示し，母体血とは相関を示さ

ないという結果は，大変に興味深いものである。

162 カニクイザル（Macaca　fascicularis）におけるpregnancy
associatedα2　glycoprotein（α，　P　AG）類似物質の分布と

estrogen投与によるその量的変化。

国立予防衛生研究所　獣疫部 藤　原 徹

　妊娠関連蛋白のうちpregnancy　associatedα2glycoprotein（α，PAG）は，妊婦血清中の増量のみ
ならず，estrogenを投与された非妊婦人や男子の血清中にも増量する。その産生部位は肝または末梢血

リンパ球とされており，その産生にはestrogenの介在が必要と考えられているが，α，PAGの生体内での

役割についての詳細は未解明である。ところで，サル類にα，PAGと同一物質が存在するならば，サル

類での研究を通じてα2PAGの本態の解明をはかることが可能となるといえる。本実験は，まず非妊雌，
雄iおよび妊娠雌カニクイザルにっいて血清中のα2PAG類似物質（mα，PAGと仮称）の分布を，次い

でサルへのestrogen投与によるその量的変化を検討したものである。

　非妊雌138頭，雄61頭，妊娠雌63頭（延103例）の血清について，抗％PAG血清を供してmα2PA
Gの有無を調査した。その結果，非妊雌および雄では全例にmα2PAGの存在を認めたが，妊娠雌では
103例中85例で陽性，17例で陰性と判定された。また，希釈血清での検定によりmα2PAGの濃度を推
定をしたところ，非妊雌および雄では同程度の含有があると判断されたが，妊娠雌では妊娠がすすむに

つれて減量することがわかった。
　次に，雌雄で12頭のサルを供し，estradiol　17βの10㎎／頭／週投与によるmα2PAGの量的変化
を検討した。その結果，mα2PAGは第1回投与から第7回投与まで継続して減量し，投与中止後直ち
に増量が始まり，投与中止6週目には投与開始前の値に復した。

　力ニクイザル血清中に存在するα2PAG類似物質はヒトにおけるα2PAGとは分布，estrogenによる
量的変化では全く異なる様相を呈した。したがって，この種のサルはα2PAGの実験モデルとしては不適当と
考えざるをえないが，ヒトとサルとの生物学的相違を示すものとして両者の比較検討を続けていきたい。
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分娩様式とACTH，β一endorphinお・よびProlactinの

分泌動態について

金沢医科大学産科婦人科学教室

恵寿総合病院

村田　均，桑原　惣隆

桑原　正樹

　（目的）　ACTH，β一endorphinおよびProlactinの分泌は、各種ストレスの影響を受けることが報

告されている。今回、我々は、分娩，手術侵襲および疹痛などのストレスに対する母児に於けるACTH，
β一E．P．およびPRL分泌動態に関して検討したので報告する。　　　（方法）　正常分娩（1群），無痛

分娩（II群）澄よび帝王切開術（皿群）を行なった産婦の分娩前，分娩後母体血および騰帯血を採取し、

直ちに遠心分離し、血清を一20°Cに凍結保存した。ACTHはCIS社のRIAkit，PRLはプロラクチン
キツト（第一），β一E。P．は高特異性の抗体を作製し、二抗体法によるRIA法にて測定した。
　（成績）　分娩前母体血中ACTH値は、158士19．2pg／ml（means　±S．E．，N＝39），β一E．P．値

は21．1±2．1pg／m1（means士S．E．，N＝35）であり、β一E．　P．－ACTH間には有意な正の相関関係

がみられた。（P＜0．01）　PRL値は286．8士24．2ng／ml（means±S．E．，N＝41）であった。
　分娩後母体血中β一E．P．値は、分娩前に比べ、1，　Hお・よび］皿群とも有意な（Pく0．001）上昇が認
められた。また、膀帯血中β一E．P．は、分娩後母体β一E．　P．値に比較してll，　HI群で高値を示した。

　分娩後母体血中ACTH値は、分娩前値に対して、1と皿群にお・いて有意（Pく0．001，　PくO．01）の

上昇がみられた。腰帯血中ACTH値は1群では、分娩後母体ACTH値に比較して有意に低値であった。
　分娩後母体血中PRL値は、1，　Hおよびm群とも有意な変化はなかったが、　ll群において、やや低
値を示した。
　以上の成績よりβ一E．P．は分娩様式に関係なく上昇傾向を示し、　ACTHは無痛分娩により上昇が抑制

されることを示唆すると思われる。一方、PRLの変動は僅少であった。

d
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妊娠末期の性行動と分娩。産褥経過

大田原赤十字病院　村山茂　小林徹斎藤達郎

練馬総合病院 渋谷孝野沢孝清zk謙一

　妊娠中特に妊娠末期の牲行動の是非については・従来明かな指示がなされてお
らず、その指導に困惑することが少くなかっtc。この点を明かにする目的で妊
娠末期の性行動と分娩産褥経過との関連性を調査した．即ち過去約／年間に退院時
家族計畜指導を行った症例約／000例に対して，質問表により解答を求めその結果を
分析Uこ。これらの症例中妊娠！0ケ月に性行動のあった者は20数例あり、今回はこ
れらの痙例を対称とした（尚本問題については第25回本学会総会においてその

一 部を発表した）妊娠末期の性行為について心配される事項としては分娩の誘
発と感染があるが、前者に関連する事項として前期破水、早期産、分娩時の週数
新生児の体重等を調査し。後者に関連する事項として羊水混濁、産褥時発熱、抗
生剤の使用、新生児黄だん．ほ乳力等を調査した。正常経過をとっfe場合妊娠第
／0ケ月の性交は妊娠、分娩、産褥に悪い影響はなかった。症例が凡て異常なく経
過した事実より・性行為の行われた時のこれら症例の示した内診所見は、性交許
司の司能な限界を示していると考えられる、つまり少くともこの程度の所見であ
れば性交を行っても悪い影響を及ぼさないと見倣し得るわけで、今後の性行動の
指導に示唆する所が大きい、その内診所見は、けい管開鋪3～4・皿画・管の展退
度50～70％、児頭の下降度Sp－一ノ、－3・Sc皿に及んでいた。これらの諸点につ
き報告する。
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Biotin　－Avid　in系を用いたE2のEIA

千葉大学医学部産科婦人科学教室

O寺田　夏樹、内藤　正文、城武　昇一、前川　岩夫、小堀　恒雄、

　高見沢裕吉
r

レ

目的）hMG－hCGによる排卵誘発に際して血中E2値をモニターするのが、卵巣過剰刺激症候群や、多
胎妊娠等の副作用を未然に防ぐEで重要である。現在E，の測定はRIAにより行なわれているが、多量
の放射性有機溶媒の処理及び高価な測定器が必要である。そこで、それらの問題を生ぜず比色という簡易
なEz－enzyme　i㎜unoassay　systemをBiotin－Av　id　in系を用いて開発した。実験及び方法）E2の6

位にビオチンをスペーサーを介して結合させ（E2－B）、トレーサーとした。抗体は抗E2－6一σMO－BSA

家兎7一分画を用いた。Method　I；アビジン吸着96穴マイクロプレートにE2－Bを反応させ固相化抗原と

した。そのプレートに標準E2、あるいは検体とHorse　Radish　Peroxidase（HRP）標識抗E2抗体を各

々50μLずつ入れ抗原抗体反応後吸引洗浄し、固相化E，により捕捉された抗E2－HRPによる酵素活
性を0－phenylene　diamineによる比色により測定し、検体E，の量を算出した。　Method皿貫E2－B、

標準（検体）E2と抗E2－HRPを各々504ずつ混ぜ競合反応後アビジン吸着：マイクロプレートに移し
変え、抗E2－HRPとE2－Bの複合体と過剰のE2－Bを捕捉し、複合体の示す酵素活性を比色する。
結果及び考察）各測定法共に、75p画6～24ng乃6の範囲で標準曲線が描け、感度はトリチウムRIAと
と同等で良い相関が得られた。既知EIAでは酵素に直接ステロイドを結合したものをトレーサーとして

いた。しかしその方法ではトレーサーの分子量が試料抗原よb数百～数千倍と大きい為か、感度がRIA
よりはるかに低く、実用化されていなかった。本法ではトレーサーの分子量を試料抗原の約2倍まで近づ

けることができ、極めて少ない試料抗原との競合度合の検出が可能になり感度が飛躍的に上昇した。少数

検体を処理するにはMethod皿が適し、多数検体を処理するには操作ステップの少lt　h　Me　thod　Iが便利

と考えられる。

166排卵障害scr。e。i。g、・お・ナる血中L・H，，，。1、・・i・，　P・・9・・・…ne

測定の意義について

　東京医科歯科大学産婦人科
○小山嵩夫，今北哲雄，一宮和夫，鈴木　明，斉藤　幹

　東京都立母子保健院産婦人科　安村鉄雄，中西資郎，寿田鳳輔

｝

　視床下部一下垂体一卵巣系に起因する排卵障害は多く，障害部位を推定するには内分泌学的検索は必須である。

今回は可能な限り少ない情報で，より効果的な治療を実施するために，1つの試みを実施したので報告したい。

　都立母子保健院不妊外来において，S54．1～S57．5までの3年4ケ月の間に，卵巣機能不全（主としてBBTで

はshort　luteal　phase型）カ；不妊の原因と思われる57例について，黄体初期から中期（BBT上高温相4

～7日）にかけて1回採血し，血中LH，　prolactin（PRL），progesterone（P）をRIA　kitc二て測定
し，その結果にもとずいて，各種の排卵誘発などの治療を行った。Screeningとしての黄体期の血中ホルモン

値では，高LH値（30mIU／mI以上）のもの12例（21％），高PRL値（30ng／lnl以上）のもの22例
（39％），血中P値が低めのもの（6ng／ml未満）48例（84％）を示した。　LH高値のグループは高年令の

場合を除いて，多嚢胞性卵巣に対する検索を主として行い，predonisolone，　clomi　phene　－H　CG，　HMG－

HCG，　wedge　resecti。nなどにより，12例全例において，正常の血中P値を得た。高PRLグヲープは下
垂体に対する脳外科的検索とともに，bromocriptine併用による各種排卵誘発及び黄体期のHCG投与により，
20例（89％）に同様の結果を得た。LH，　PRLが正常で血中P値のみが低いものは，子宮内膜診等と同時に，

黄体期のHCG搭与1uteinized　unruptured　follicleとの関連から卵胞期からの卵胞成熟をねらった治
療法などによi）　s43例（90％）に正常P値を得た。無排卵，無月経などの症例においては，副腎，甲状腺機能

などを含めて，より詳細な内分泌学的検索が必要であろうが，不完全ながらもBBTが2相性を示す症例では，初

期の簡単な血中ホルモンのscreeningにより，治療方針に方向づけを一与えることは，実地診療においては，充分

意義あることと考えられる。
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子宮頚管粘液分泌能の評価法

自治医科大学産科婦人科学教室

　　　小沼誠一、石塚法子、佐藤泰一、玉田太朗

　目的：排卵時期の予測及びHMG－HCG療i法でのHCG投与時期の決定に際し子宮頚管粘液検査は
臨床的に最も有用な方法である。しかし頚管粘液分泌能の低下で頚管粘液検査が参考とならない婦人も

存在する。今回我々は治療に先立ち頚管粘液分泌能を評価する事は治療方針を立て治療効果を高める為

に重要と考え、まず頚管粘液（CM）の増量等に対し最も効果的なestrogenの投与方法を検索し、更に

この方法を用いてCM分泌能の良否を診断する事を試みた。

　方法：1）過去1年間の病歴によりCM分泌能正常と判断された婦人23名を下記の如くgroup　1～4
に分けてestrogenの投与方法を変え最もCMの増量に効果的な方法を検索した。①group　1；月経周期

5日目Oc　estradi　01　benzoate　2　mg　1回筋注、②group　2；月経周期5，6，7El目にEdB1πg　3回筋注、

③group　3；月経周期5日目よりpremarin（O．　625）1日3錠6日間内服、④group　4；月経周期5日

目よりEdBO．2mg5日間子宮膣部局注、2）以上の実験で最も効果的と判定された方法を更にCM分

泌能不良と疑われる婦人10名に試み両者の差を比較検討した。

　結果：1）CM分泌に最も効果的な方法はgroup　2の方法と判定され、この方法によるとEd・B投与

開始5日目にCM＝0．35π‘の最高値を示した。他はgroup　1，3，4，の順となりgroup　4はC　Mの分泌に

無効であった。2）CM分泌能不良の婦人にgroup　2の方法を試みるとEdB投与開始6日目に働｝ecC　M；

0．1・mtの最高値を示しC　M分泌能正常婦人の反応との間に明らかな差が認められた。これよりgroup　2の方法をC

M分泌能の評価に適当と半1断した。考案：この我々のCM分泌能の評価法によればEd・Blmg　3日間筋注し

投与開始5，6日目にCMの量が0．3　mL以上を示せば分泌能正常、　O．1瓢以下ならば不良と診断が可能で

あり、この方法の臨床応用は病因の診断や治療方針の撰択に重要な資料を提供することができる。

1

168胎児鏡の開発とその応用

慶応義塾大学医学部産婦人科学教室

　内田伸弘、中沢和美・牧野恒久、大野虎之進、飯塚理八

　産婦人科領域で使用される内視鏡の中で・羊水腔内に挿入し・胎児を直視できる胎児鏡は・妊娠子宮

腔内より直接情報を得ることができる検査法である。

　1954年、B．　Westinが、　Hysteroscopeを頸管より子宮腔内に挿入し、胎児を観察して以来、光

学技術の進歩によb・より細く、よb鮮明な像が得られる胎児鏡が開発された。我々は、オリンパス光
学工業株式会社との共同開発によb・硬性鏡（celfoc）を用い・とくに接眼部に改良を加え、鮮明な像
が得られる胎児鏡を発表してきた。この胎児鏡は・外径1．71mn　t全長215　mm・視野角は空気中で55度、

焦点距誰は1mu～無限大であbi光源からの光は・ガイドワイヤーによb導かれ視野を照明するように

なってhるo
　光源装置は、フラッシュライトが装備され、胎児鏡の接眼部に取り付け可能ftカメラによb写真撮影

が可能である。このとき・カメラの絞り・シャッター速度は自動的に決定される。
　このように、胎児鏡検査は・非常に細い針状鏡を使用するために・視野が狭く・照明の強さにも制限

があるため、かなりの訓練を積んだ産科医によらなければ、十分な情報が得られft・hことも考えられる。

　これまでに、我々は、高令妊婦、羊水過多‘以前に奇形児を出産した妊婦の計12例に対し胎児鏡検査
を行ってきたが・いつれも児の異常は認められず・その後の妊娠の自然中絶も起っていkい。

　しかし・胎児鏡は・適応を十分に考慮し・適切に胎児鏡検査が行なわれるならば、得られる情報は多

く、それに対する分析、測定技術の進歩に伴い、将来、産科学に澄ける胎児検査の有力な手段となること

が期待できる。
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169　子宮卵管造影法における拡散像について

久留米大学産婦人科学教室

　○平井ひろみ　白水充典　畑瀬哲郎　　綱脇現　　薬師寺道明　加藤俊

レ

　子宮卵管造影法（HSG）は、その後撮影の併施により骨盤内腫瘍の大きさ、形態の鑑別診断等がな

されていると共に、卵管疎通性の診断、骨盤腹膜の状態等も推測され、特に不妊症診断には欠くことの

できない診断法である。しかしながら従来行なわれているHSGは主に正面像のみの観察であり、腹腔
内癒着の予測、あるいは不妊症の1原因である外性子宮内膜症、卵管卵巣周囲癒着の診断には未だ判然
とした見解がなされていない。そこで昭和56年9月より当婦人科外来を受診した不妊症、あるいは子宮

腫瘍、卵巣腫瘍の診断及び鑑別に使用したHSGにつき、拡散像に側面撮影を加えその拡散像を立体的
にとらえることにより骨盤内癒着の有無、程度を推測し、開腹時所見と比較検討を行った。造影剤は油

性製剤であるLipiodol　ultra　fluidを使用した。拡散像の読影にあたり、正面像においては主に付属

器周辺を観察、分類し、側面像においては、主にダグラス窩付近の形態を読影すると共にHOdgeの骨
盤平行平面に準じて骨盤腔を5分画し、造影剤下端部の位置判定に使用した。又腹壁側癒着の判定には

排尿前後の拡散側面像を施行し、これらを総合的に検討すると共に、開腹時所見と比較検討を行った。
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不妊症患者における子宮卵管造影像と腹腔鏡所見の比較検討

川崎市立川崎病院産婦人科

o坂倉　啓一，中村　英世，関　賢一，蛯原　照男，岩田　嘉行

｝

　近年，マイクロサージェリーの導入などにより，卵管形成術の進歩には著しいものがあるが，術前の

HSGや腹腔鏡の所見による適応例の選択が，予後を決定する上で非常に重要な条件となってきた。
　1976年1月から1980年12月迄の5年間に，川崎市立川崎病院産婦人科不妊外来を受診し，X線テ
レビを利用したHSGと，腹腔鏡検査をあわせ行った原発性不妊89例，続発性不妊39例，計128例

について，両者の相違を比較検討し，次のような結果を得た。

1．両者における卵管通過性の一致率は82－0％であったQ
2．HSGについて，　PFA，PTA，卵管溜水腫と診断された所見の，腹腔鏡所見に対する正診率は，

　それぞれ43．4％，50．O％，750％であった。
3．HSGの後撮影において，砕けガラス像所見のあった55．5％が骨盤子宮内膜症であった。一方，骨

　盤子宮内膜症の16．6％に砕けガラス像所見がみられた・
4　X線透視下に腹壁上からマッサージを行い，卵管移動性のみられない55，5％が，腹腔鏡所見でPT

　Aであった。同じく，卵管采周囲の像変化のみられない39．2％が，腹腔鏡所見ではPFAであった。
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当院におけるラバロスコピー

一不妊症を中心にして一

仙台市向仁会永井病院

○古賀詔子　　永井　宏

　不妊症診断におけるラバロスコピーの応用は不可欠なものとなっている。しかし本邦においてはラバ

ロスコープ研究会の活動の他は、その普及は必ずしも多いとは言えない。普及を妨げる因子としては、
1）入院を必要とすることう2）腹部創が残ること，3）気腹下の検査であり、麻酔に関する問題も多いなど

が挙げられる。当院ではオリンパスNCS－3427　D型ラバロスコープを診断用として用いて、普及を妨げる
問題のいくっかを解決し、日常の不妊症臨床に効果をあげている。本器は口径34麗で皮膚切開後は縫合

を必要とせず、美容上の利点も多い。我々が本検査法を導入したのは昭和54年6月ヵ・らであるが、昭和
56年12月迄の3年間に119例施行した。これらの例に対しての適応、その年度別変遷、さらに不妊症にお
いては、その既往歴・内視鏡所見に基づく治療方針・治療法・転帰等について検討を行ったので報告す

る。ラバロスコピーの適応としては不妊症が81例68％と最も多く、次いで子宮外妊娠の疑が9例8％で
その内5例が早期診断で手術に移行した。不妊症例における年度別ラバロスコピー率は、昭和54年29％、

56年39％と増加した。年令別では高令者程高い傾向がみられ、不妊期間では長期不妊期間に施行率が

高いなどその実施には傾りがみられた。外科的不妊療法の適応決定中62％はラバロスコピーに基づく

ものであった。妊娠が31例でその27例87％がラバロスコピー後一年未満の妊娠であった。この内の11
例は長期不妊期間を有しながら、ラバロスコピー後無治療で妊娠成立をみており、これはラAeロスコピ

ー による確定診が不妊患者の不安心理の解消に寄与しているものとの示唆を得、興味深い。近年当院で
はMicro－Surgeryをも施行しているが、一般不妊外科手術に比し、術前の適応判別はより慎重な観察を

必要とするところから今後この分野にもラバロスコピーの導入は増すと思われ、その普及化への検討は
より期待されるところである。

1
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月経痛を有する不妊症患者の内視鏡所見

東邦大学医学部第一産婦人科学教室
　椎名一雄，油田啓一，金子慶賛，小島栄吉，西田修二，
　平川　舜

　月経痛は子宮内膜症，炎症性癒着，子宮筋腫などの器質的病変を伴なった器質性月経痛と，器質的異
常の認められない機能性月経痛に分類されている。これら器質的異常は不妊症の原因としても重要な問
題であり，近年子宮内膜症の増加が指摘されている。しかしながら器質的異常の診断は必らずしも容易
ではなく，ことに軽症例では開腹手術，内視鏡検査により初めて発見されることも少なくない。私共は
過去3年間に内視鏡検査を行なった月経痛を有する不妊症患者128例を検討し，若干の知見を得たので
報告する。

【成績】④5～11年不妊が63例（53％）と，比較的長い不妊期間を有する。　②自覚症状は下腹部痛
（108例）．腰痛（55例）が多く，子宮内膜症に特徴的な性交痛，排便痛はそれぞれ8例，2例に認め

られた。　③内視鏡検査により腹腔内に器質的病変の認められた症例は97例（76％）であり，外性子宮
内膜症が49例（38％）とその半数を占めており，次いで炎症性癒着31例（24％）．子宮筋腫18例（14％）
であった。器質的異常の認められない症例は31例（24％）存在した。　④子宮内膜症49例は，教室の進
行度分類によると1期24例．9期a18例と軽症例が多く，皿期b．皿期はそれぞれ6例，1例であった。⑤
子宮内膜症の発生部位は卵巣（30例）．ダグラス窩（17例）に多く，その他膀胱，腸管，子宮広間膜等に認められた。

⑥炎症性癒着は卵管周囲（15例）に最も多く観察され．以下卵巣周囲（7例），ダグラス窩（6例）であった。

【まとめ】月経痛を有する不妊症患者に内視鏡検査を行ない，その76％に器質的病変の存在が確認され
た。その大半は内視鏡検査後に初めて診断された軽症例である。不妊症で月経痛を伴う症例には積極的
に内視鏡検査を行ない，機能性月経痛を鑑別し，器質的病変の認められた症例には適切な処置を施すこ
とにより，妊孕性の向上に努めるべきと考える。

’
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腹腔鏡検査による卵管妊娠の診断と保存的手術の検討

　大阪医科大学産科婦人科学教室
o後山尚久、矢田守男、宮崎和典、奥田喜代司・杉本　修。

価

　子宮外妊娠の診断は初期においては、問診、外診・内診などの通常の外来診察ではっきかねる場合が

多く、種々の補助診断法を併用する必要がある。挙児希望例に対しては・その後の妊孕性を保持する目
的で保存手術を施行することが望まれる。そのためには卵管中絶あるいは卵管破裂以前の時期に診断す

ることが重要である。
　今回、我々は昭和50年から昭和56年までの7年間に子宮外妊娠を疑い、腹腔鏡検査を施行した51
例に対し、統計的考察を試み、腹腔鏡検査の有用性と、卵管妊娠に対する保存的手術に関して検討した。

　過去7年間に大阪医科大学産科婦人科学教室で腹腔鏡検査をうけたものは252例であり、子宮外妊娠
の診断を目的としたものは51例であつた。そのうち腹腔鏡検査で子宮外妊娠を確診したものは31例

（61％）であつた。臨床症状としては、無月経、性器出血、腹痛を示すものは約半数であり、無月経
のみの例も認められた。妊娠反応は約60％が陽性を示した。腹腔鏡検査で子宮外妊娠を否定できた例
の臨床症状は、無月経、性器出血、腹痛を示すものは60％であり・妊娠反応も約50％が陽性を示した。
　　卵管妊娠の病巣は直径2Cln以下のものが22．6％であり・保存的手術の対象となつた。保存的手術
は挙児を希望し、卵管形成可能な症例に施行し、術後十分な卵管疎通性を得、妊娠例も経験している。

　卵管妊娠は中絶または破裂以前の時期には臨床症状、妊娠反応や他の補助診断でも確診できないこと

が多く、腹腔鏡検査が有用と思われる。また、その時期の保存的手術は比較的容易で、術後の卵管通過

性も保たれ、十分にその後の妊孕性が期待できると思われる。
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不妊婦人の骨盤内癒着の検討

川崎市立川崎病院産婦人科
　　O中村英世　　福田俊子　　宮本尚彦　　白井英一郎
　　　曽山嘉夫　　岩田嘉行　　林　　茂

」

　骨盤内癒着は不妊原因のひとつとしてあげられているが，単に癒着の検索のために開腹手術をおこな

うことは不適当なこともあって，不妊症患者の骨盤内癒着に関する報告はまだあまり多くない。

　1966年1月より，1980年12月までの間に，当院において不妊症診断の目的のために腹腔鏡検査を
施行した348例中，184例（52．9％）に何らかの骨盤内癒着が認められた。今回はこの骨盤内癒着例

に検討を加えたので報告する。

　184例を腹腔鏡検査の適応別に分類すると，卵管通過障害群119例，腫瘤群34例，排卵障害群23
例，その他8例であった。対象例は平均年令29才±3．8才，不妊期間3．3±2，0年であった。未妊婦は

119例（64，7％）で，経妊婦65例中，満期産の経験例は22例であった。未産婦は162例（88，0％）
であるが，流早産36例（19，6％），子宮外妊娠11例（6．0％）であった。既往手術歴としては，虫垂切

除43例，卵巣嚢腫切除16例，子宮外妊娠11例，筋腫核出3例であるが，帝王切開は認められなかっ
た。その他の既往歴としては腹腔内炎症11例や肺結核5例などが含まれていた。骨盤内の癒着として
は，腹壁腹膜，子宮体部，卵巣，卵管，ダグラス窩，直腸，S状結腸，大網等に認められた。このうち，

とくに臓器間の癒着についてみると，最も多くみられたのは卵管と卵巣間で149，ついで子宮と卵巣・

卵管以外の他臓器の78，子宮と卵巣の57，卵管と卵巣・子宮以外の他臓器の51，卵巣と卵管・子宮以
外の他臓器の44などであった。癒着の範囲，性状等に関して独自のスコアリングを作製し，各症例の

総合スコアを算出，術後の妊娠率を検討したところ，有意差がみられた。

　このことより，われわれは不妊婦人の骨盤内癒着に更に意を集中し，その把握に努力すべきと考える。
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175　妊娠中の血中プロラクチンと乳汁分泌

　　　一下垂体腺腫摘除患者における検討一

名古屋大学医学部産婦人科，＊名古屋第1日赤病院産婦人科
o大沢政巴，木村　隆警風戸貞之奪浅井光興，菅沼信彦，呉　明超，

　真野紀雄，鈴木正利，成田　収，友田　豊

　妊娠中の母体血中プロラクチン値（PRL）と分娩後の乳汁分泌との関連を知る目的で下垂体腺腫を伴

った高PRL血症患者をモデルとして以下の研究を行った。

　手術療法，bromocriptine療法，　hMG－hCG療法により，妊娠した症例を妊娠中母体血中PRL
値により分類した。

①第1群：妊娠中低PRL血症群
　下垂体腺腫完全摘除群で，血中PRL値は妊娠初期より低値を示し，妊娠末期に到るまで低値を持続
する

②第2群：妊娠中高PRL血症群
　下垂体腺腫を伴った高PRL血症患者で，　bromocriptine，　hMG－hCG療法，および不完全な下
垂体腺腫摘除により妊娠した群で，妊娠初期よP末期に到るまで，母体血中PRL値は，高値を持続する

　以上の2群において，妊娠母体血hPL，鵬帯血，羊水中PRL，分娩後の乳汁分泌量，　sucklingに
対するPRLの反応などを検討した。
　この結果，母体血中hPL，膀帯血，羊水中のPRL値は，両群共変化なく正常域にあった。また，
乳汁分泌量は母体血PRLの値に関係なく低PRL血症群でも，十分な乳汁分泌量が認められた。この
事より，産褥期の乳汁の分泌維持には，妊娠中の生理的なPRLの増量が，必ずしも必要ではないこと
が示された。

176　プロラクチンの受動免疫による授乳機序の研究

慶応義塾大学医学部産婦人科学教室
゜ 永井　孝、牧野恒久、内田伸弘、卓山誉千、飯塚理八

　授乳機構にかかわるhormoneの種類は多くProlactin（PRL）は、乳汁産生、分泌作用に澄いて
代表的左hormoneである。種々のhormoneとこのPRLの相互関係を授乳現象を接点として検討す
る目的で、授乳中のラットの内因性のPRLを中和する、いわゆ6”受動免疫（passive　i㎜uniz－
ation）”を試みた。この方法は何ら動物に外科的侵襲を加えることなく目的とするhormoneに特異
な抗血清を多量に投一与することによb・この内因性のhormoneをin　vivoで免疫学的に中和し・この
欠落状態に劃いて本来の作用を推察しようというものである。

Rat－PRLを抗原とし・家兎に免疫して抗PRL血清を得た。この血清をRIA系で測定すると1：10000
倍希釈で1251－PRL（specific　activi　ty；500μCi／”9）と約75％の結合率を示し、類似のpeptide

とは、ほとんど交叉反応を示さなかった。この抗PRL血清を・授乳ラットに対し、分娩後5日目より
原液で1認ずつ毎日皮下投与し、pupsの体重を経日的に測定した。対照群として授乳ラットに、正常
家兎血清（NRS）を同様に投一与した。この結果・対照群では、　pupsは順調な体重増加を示したが、

抗PRL血清投与群では・約半数の授乳ラットのpupsの体重減少がみられ、死亡した。本研究で用い
た抗PRL血清の原液1㎡は、授乳ラットの血中のPRL（2μ9／匹）と結合でき、内因性のPRLを十
分中和させる量である。さらva　GH、オキシトシン左どの受動免疫の結果との比較、乳腺組織の変化に
ついても併せて報告する。
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177　高プロラクチン血症における間脳一下垂体系機能と卵巣ステロイドとの相関につ

　　　いて

山形大学医学部産科婦人科

O川越慎之助，高橋秀幸，金子尚仁，広井正彦

　高プロラクチン（PRL）血症の際にはしばしば無排卵・無月経を伴うが，その発症のメカニズムは未
だ十分には解っていない。一つには卵巣ステロイド生合成に対するPRLの直接阻害作用が示唆されて
いるが，一一方ではゴナドトロピン分泌に関与するsteroid　feedback機構の障害も指適されている。今

回は高PRL血症患者におけるfeedback機構とこれに対する卵巣ステロイドの関与について検討した。
　15例の原因不明の高PRL血症性無月経婦人（PRL値，40－120　ng／ne）をPRL基礎値により
100ng／彬以下の8例（A群）と，100　ng／彬以上の7例（B群）に分類してPremarin　testを施行
した。Premarin　testは20　Mgを1回静注し，6－12時間毎に72時間後まで採血して血清LH，FSHの

変動を調ぺた。A，B両群共全例でPremarin投与後6－12時間後にはLH，FS且値の低下がみられた
が，72時間までec反跳的増加をみたのは両群共に2例ずつであり，positive　feedback機構異常とPRL

値との相関はみられなかった。これらの症例のE2基礎値は30－120　pg／’meの範囲にありA，B群間に
g差はみられず，progesterone値も両群間で差は認められないが，正常婦人卵胞期に比較して低値であ
った。また，5例のestrogen　positive　feedback障害の認められる高PRL血症婦人で，　Premarin

投与と共にprogesterone（20・M9）を投与すると3例では24－36時間後に血中LH値の反跳的増加が
観察され，2例ではFSHの増加も伴った。この群のE2値は56．7±10．1（SE）pg／ntであったが，
progesterone値は03　6±004　ng／’meで低値であった。こうした成績から高PRL血症にみられる

estrogen　positive　feedback機構の障害にはPRLの直接作用というよりも卵巣steroid特に
progesterone産生障害が間接的に影響していることが示唆される。

178偽妊嬬起，atと正常性周期，a、のPRLゴナド，。ピンの分泌動態の相違

一 第2報一

群馬大学産科婦人科

○田口宏中，吉田光典，新川唯彦，高橋義孝，浅野目和広，伊吹令人

　我々は第26回不妊学会総会において偽妊娠ratと正常性周期ratとの内分泌動態の相違を発表したが，
今回さらに例数を加えてproestrus　2時～diestrus　2日目の24時迄比較・検討した。（方法）正常性周

期を有するホルツマン雌ratを用いProestrusの18時とes　trusの8時に膣頸管部を電気刺激して偽妊娠

を誘起した。偽妊娠群はproestmsの20時よりdi　estrus　2日目の24時迄2時間おきに屠殺し，対照群は

proestrus　2時よりdiestrus　2日目の24時迄1～2時間おきに屠殺した。屠殺は無麻酔断頭で行い，採血

と同時に下垂体を採取し，血中PRL，　FSH，　LH，下垂体中PRL，　FSH，　LH，をRIAで測定した。
（結果）①血中PRL：対照群ではproestrus　15時～22時，　est　rus　14時にpeakが認められたのみであ

ったが，偽妊娠群ではproestrus　20時～24時，　estrus　14時，　diestrus　l日目の0時～6時，　diestrus　2

日目の2時～10時，20～22時にPeakが認められた。②血中FSH，　LH：両群においてほぼ同様の分泌
patternを示した。③下垂体中PRL：両群ともestrusの午後とdiestrus　1日目の午後に軽度のpeakを
認めたが，対照群ではdiestrus　2日目の4時，16時，　proestrus　2時にも軽度のpeakが認められた。

④下垂体中LH：両群とも特に周期的変動を示さなかったが，偽妊娠群の方が全体に低値を示した。

⑤下垂体中FSH：偽妊娠群は，　estrusO時～2時，　diestrus　2日目16時～18時で対照群より高値を示し，
estrus　8時一一　12時，　diestrus　1日目20時～diestrus　2日目4時で対照群より低値を示した。また対照群

ではProestrusの午後よりestrusの4時迄低値を示し，以後漸増した。（結論）偽妊娠ratにおいて血中

PRL　leve1の周期的変動と下垂体中PRL　leve1との相関が明らかにされた。　またFSH，　LH　leve1が
著明な変動を示さなかったことからも，偽妊娠開始において，血中PRLが最も重要な役割を果している
ことが示唆された。
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179高プ。ラクチンmfiiを伴う不妊鵬者。・対する脳神経学的および内分泌

　　　学的検索によるスクリーニングの成績について。

岩手医科大学産婦人科学教室．

伊東　邦郎，国本　恵吉，西谷　巌。鈴木　秀憲（放射線科学教室）

　高プロラクチン血症（PRL）を伴う不妊症に対し、　Bro皿ocriptine療法が導入され、　PRL値の正常化

による高い妊娠率が得られるようになつた。これは同時に、無月経および無排卵性月経を伴う不妊
症に対するPRL一スクリーニングの重要性を再認識させることとなつた。われわれは，WHO－Sc　i　ent－
ific－groupの提唱以来，不妊症患者に対し，PRL一スクリーニングをRoutine化しているが、その中か

ら、局PRL血症を有する不妊症患者に対し実施した内分泌学的検索と脳神経学的検査の成績について

報告する。対象は、高PRL血症を伴う40例の不妊症患者と恕、脳神経学的検査所見より、器質性
群と機能性群とに分類した。
成績：／。下垂体腺腫およびその疑診例：5例（／2。5駕）。機能性群：30例（7S％）。
PCO合併例：4例（／026）．E皿pty　S・11・：／例（2・S％）・2・基VapRL値は・器質性群：平均

S87。7ng／m1に対し、機能性群：平均，69．5ng／m1である。3。LH，FSH値については、両
群間に差は認められず、軽度の低下傾向を認めた。　4。LH－RH負荷試験では、器質性群ではほぽ正
常を示すが、norml　goodとlow　poorの二型に分けられ、機能性群では正常反応を示した。　PCO合併

例は、PRL値に無関係にPCO型を示した・5。乳汁漏出は・高PRL値に必発の症状ではなく・乳汁漏出

の有無と血中PRL値とは必ずしも相関しない。6。第二度無月経は、器質性群に3例（60％）。機
能性群では4例（／3・3％）に認められた。7。現在まで，Bro皿criptine療法による妊娠例は、機
能性群4例（！3．3％）で，内／例は流産し、他の3例は経過観察中である・

結論：以上の成績から，内分泌学的検索のみでは高PRL血症の，器質性および機能性の鑑別は不可能で
あり、脳神経学的および眼科学的検査が，治療法の選択上にも極めて重要である。

180

男子における高プロラクチン血症患者の治療成績とその問題点

名古屋大学産婦人科㌔同泌尿器科＊＊，同脳神経外科＊＊＊
O稲垣克久＊f正橋鉄夫＊，呉　明超＊，浅井光興＊，菅沼信彦＊，
　真野紀雄＊f成田　収＊，友田　豊＊，三宅弘治＊　＊，桑山明夫＊＊＊

　男性不妊，性欲減退，インポテンツなどを主訴として，当大学産婦人科，泌尿器科，脳神経外科を受
診した患者に，血中prolactin（PRI．），testosterone（T），　FSH，　LHなどを測定し，更にその負荷試

験を行った。また，必要に応じて頭部単純X線撮影，トルコ鞍断層撮影，CTなどを行って，その原因
を検索した。

　その結果，9例の男子が高PRL血症を示し，そのうち8例にX線上明らかな下垂体腫瘍の存在が認
められた。

　これらの患者は，性欲減退，インポテンツ，乳漏症などの臨床症状を呈し，内分泌機能検査では
hyPergonadotropic　hypogonadismを示した。

　6例に，transsphen・ida1法1こよるF垂体腺腫摘除術を行った。手術後の血中PRL値は，必ずしも正
常化せずbromocr　ipt　ineの併用投与が必要であった。

　1例は，X線上下垂体腫瘍を確認出来ず，　brom・criptine療法により，経過観察を行っている。この

患者は，bromocriptine投与により，血中PRL値は正常化し，血中Tの上昇と共に性交回数の増加，
精液所見の改善を認めた。
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181
減精子症に対するBromocriptine療法について

日大医学部産科婦人科学教室

○柳沢洋二村井一郎小笠原仁津端捷夫高木繁夫

研究目的：Prolactin（PRL）は男子の性腺機能の調節にとって必要であり、殊にLHに対するLeydig
細胞の感受性をたかめてTestosterone（T）合成を促進するとされている。また男性にも高PRL血症は
存在し，女性と同様性機能を障害するとされている。我々は高PRL血症を含む男子不妊症例および
Su！piride投与による実験的高PRL血症例でこれを実証し，逆にCB－154投与による低PRL血症で性
機能の恢復の著しいものがあることを認め性腺機能の維持とPRLとの関連を求め，再びこれを確認す
ることを目的として以下の実験を行った。方法：高PRL血症2例を含む減精子症10例にCB－154を
1日5πgあて2週間投与し，終了後LHRHIOO　UaおよびTRH500μgを同時負荷し血中ホルモン量を測
定し，2週間休薬後同量のCB－154を長期間投与し，毎月1回精液検査および血中ホルモン量を測定し
検討した。結果：1，10例中8例に精液所見の改善，特に精子運動率や活動精子数の著しい改善を，また
陰茎勃起力が増強し，オルガスムスの延長を認めた。2血中PRL値はいずれも　2．5　ng／　meの測定限界値

以下に抑制されたがGonadotropinに著変を認めなかった。血中T値は投与期間に比例し漸増し，投与
後4カ月頃よりプラトーとなる。又血中E2値もTと平行して漸増したが時には10　pg／nfの測定限界値以

下になるなど，その推移は一定しがたい。aCB－154投与後2週目のTRH負荷テストでPRLの反応
性の著明な抑制を認めたが，なかには全く消失するもの，TSHの反応性も著明に抑制されるものがい
る。結論：CB－1541日5　mgの長期間投与によって血中PRL値が正常閾に回復したのでGonadotropin
への影響の他，睾丸直接作用も加わり血中TIE2比を改善し精液所見，性欲の改善などに与かるものと思

われる。

182高プ。ラクチン血症不臆者の。。。m。c。、p，、n。難時における

　　　血中Prolac七in、　Gonadotropinおよび副腎性Androgenの変動について

金沢大学医学部産科婦人科学教室

○荒谷穰治、山崎　洋、富田嘉昌、荒木克己、赤祖父一知、西田悦郎

レ

　高プロラクチン（PRb）血症を伴う排卵障害女性に対してbromocrip七ine（BrO）を投与することによ

り、性周期の回復。妊娠の成立が認められる。　われわれは、BrG単独あるいはBrCと排卵誘発剤

（Clomiphen　citra七θ）との併用療法によって、4例の高PRL血症不妊患者（特発性・1例、下垂体

microadθnoma・3例）の妊娠成功例をこれまでに経験しているが、これらの患者における血中PRL、

gonadotropin（FSH、　LH）、dehydroepiandrostθrone（DHA）およびDHA　sulfate（DHA－S）の
治療中の変動について経日的に検索し、主としてPRLと副腎性androgenとの関連性について検討した
。　血中PRL、　FSH、　LHの測定は第一ラジオアイソトープ社製RエAキットにより、また、血中DHAおよ

び］⊃且A－Sは関原・大沢らのRIA法によつた。　血中PRL値はいずれの例においても200ng／血1以上の

高値であったが、BrC療法によって早期より著明に抑制されることが認められた。これに対して、血中

DHAは治療前において該相当年齢女性における正常値範囲内のレベルにあり、BrOの投与によって著明

な変動はみられなかった。一方、血中DHA－Sは正常レベルよりも高値を示す傾向が認められ、　B　rC療

法中に除々に低下する傾向がみられた。　これらのことからBrG療法による高PRL血症無排卵性患者の

卵巣機能の回復には、副腎性andr。genが密接に関与している可能性が示唆された。なお、排卵成立性

周期における血中PRLとこれらandrOgθnとの関連性についても言及したい。



（676）　238

183

Br・m・c・iptin・治療後の出生児に関する追跡調査

大阪大学医学部産婦人科

　倉智敬一，O青野敏博

〔目的〕　高プロラクチン（PRL）血症研究会に所属する全国21大学の産婦人科が協力して，　br・m・criptine療

法により排卵，妊娠した母体から生まれた児の転帰につき追跡調査を行ったので報告する。

〔対象および方法〕　Br・m・criptineにより妊娠，出産した母体は129例あり，年令は20～38才eC分布しており，

原因疾患としてはA・g・nz－de1　Castill・症候群が41例（31．8％），　Chia・i－Fr・mmel症候群とPRL産生腫蕩が各38例

（29．5　9。）と大部分を占めていた。Br・m・c・iptineを1日平均5．2±2．4　mgずつ平均107．2日間投与し妊娠したが，推定排

卵日以降も平均13．7日間投与を受けていた。出産時期は92．1％が正期産であり，早産と過期産がそれぞれ

5．5％と2．4％含まれていた。胎児数は単胎126例，双胎1例，品胎2例で合計134例の児の出生をみた。なお多胎

例の3例はすべてcl・mipheneまたはHMG－HCG療法の併用例であった。
〔成績〕　新生児134例は男児75例，女児59例であり，性比は127：100と男性が多く，出生児平均体重は3，150

±420g，平均身長は49．3±2．1cmであった。奇形は3例（2．2％）に認められたが，その内訳は停留睾丸，多指症，小

耳症が各1例であり，この3例の推定排卵日以降のbT・m・criptineの投与日数は12日以下であった。新生児期の疾

患としては黄疽が5例に認められたほかは特定の異常はみられなかった。出生児の生後発達について調査した結
果によると首のすわり，寝返り，這い始め，ひとり歩きなどの運動機能と笑う，命令理解，片言を話すなどの知

能発達は自然排卵例の標準範囲に入っていた。満1才時の身体発育値は126例について集計できたが，平均身
長は75．7±4．1㎝，平均体重は9．85±1．17kgであり，一般伏態も良好であった。

〔結語〕　Br・m・criptine服用により排卵，妊娠し，出産された新生児の身体発育，奇形の発生率および生

後の心身の発達は自然排卵による妊娠例と変りないことが明らかになった。したがってbr・m・criptineの出生児に

対する安全性は高いと言える。

184

視床下部一下垂体に及ぼすBro皿ocriptineとMetergolinの影響

O細矢則幸、正岡　薫、大蔵健義、森　隆生、渡辺　博、
　小島　崇、新部哲雄、北澤正文、熊坂高弘
　独協医科大学　産科婦人科学教室

　高プロラクチン血症を伴う無月経に対してはdopa皿ine（DA）ag。nistやSerotonin（5HT）
antagonistが有効であることは一般に認められている事実であるが、最近血中prolactin

　（PRL）値が正常である月経異常に対しても有効であるとの報告がある。正常月経周期に

おける排卵機構は基本的にはestrogenのpositive　feedbackによって視床下部からのLH－
RHが増加し、それがLHの放出を促進することによって行われているので、　DA　agonistある
いは5HT　antagonistがこの機構に如何なる影響を与えるかを見ることは、極めて興味深い
ことである。今回我々はBromocriptine（Br）やMeterg，，1ine（MET）を月経障害を示す症
例に投与してLHRHやPremarinによるLHやFSHの放出に対する影響を調べてみた。　Chlari－
Fro皿el　syndrome、　idiopathic　hyperprolactinemic　a皿enorrhea、正常周期の卵胞期、
normoprolactinemic　a皿enorrheaにおけるPremarinによるLHの増加率．は卵胞明が最も薯明
であったが、Br長期投与後ではChiari－Frompl　syndromeが最も大であった。〔E常PRL値を
示す無月経の患者にBrやMETを長期投与すると、約50％に月経の発来がみられ、そのうち
70％が排卵するようになるが、排卵する例ではPremarinによるLHの反応は正常月経周期の
卵胞酬と同じ増加率を示し、無排卵に終る例では低反応を示す例が多い。FSHについては
いずれの群でも低反応を示した。一一’一一方、METを長期投与するとPremarinによるLH、　FSHの反

応が著明となるが、特にFSHの増加が特徴的であった。またMETの連続投与で血中LHやFSH
の基礎値はわずかに低下する傾向がみられ、またLIIRHに対してLHの反応も有意に抑制され
る傾向がみられた。則ち、ergot　alkaloidによって視床ド部の機能は改善されるが、下垂
体のgonadotropin放出機能はむしろ抑制されるという結果を得た、、
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185
プロラクチノーマ患者のゴナドトロピン分泌能及び排卵誘発にっいて

京都府立医科大学産婦人科　　0和田圭介，玉舎輝彦，大野洋介，

　　　　　　　　　　　　　　　山田俊夫，東山秀聲，岡田弘二

ピ

　1979年3月1日から1982年5月31日までの当科に於ける，トルコ鞍のX線による単純撮影tomography，
CT，血中PRL値によりプロラクチノーマと診断された23名の患者について，そのゴナドトロピン分泌能及
び排卵誘発を検討した。（1｝プロラクチノーマの大きさと相関関係が認められたのはPRL基礎値のみで，LH，

FSH，　TSH基礎値とは関係がなく，またLH・RH投与によるPRL，　TSHの反応性にも無関係であった。
（2）プロラクチノーマ患者とプロラクチノーマ以外の高PRL血症無排卵患者，正常PRL血症無排卵患者にお
いてゴナドトロピン値を比較すると，PRL基礎値はプロラクチノーマが高値を示したが，　LH。　FSH，　T　SH

基礎値に有為の差を認めなかった。またLH・RH投与によりFSHの反応性に差はなかったが，LHの反応
性の鈍化がプロラクチノーマ患者に見られた。このことから，プロラクチノーマ患者では，LH貯留又は分

泌予備能が減弱していると考えられた。またTRH投与によるTSHの反応性に変化を認めなかったが，

PRL基礎値とTRH投与に反応したPRL最大増加量との比は，正常PRL血症無排卵患者，プロラクチノー
マ以外の高PRL血症無排卵患者，プロラクチノーマ患者の順に有意に減少し，プロラクチノーマの鑑別に

TRH投与（500μ9）によるPRLの反応性の鈍化が用いられうることを確認した。（3）排卵誘発に関して，
誘発率は手術療法のみでは33．3％（2例／6例）で，プロモクリプチン単独では78．690（11例／14例），これに

クロミフェンを併用すると100％となる，このことは長期間の視床下部一下垂体系の機能不全がある場合
には，クロミフェンによる視床下部の刺激を与えてやる必要性のあることが推測される。またクロミフェ

ン単独では誘発率は40％（4例／10例）であり，hMG・hCG療法では100％（7例／7例）であった。これは
過剰PRLの卵胞成熟の抑制が無排卵をひきおこす主因ではなく，視床下部一下垂体系への影響が排卵障
害の主な原因となっているためであると考えられた。

186

黄体機能不全と高プロラクチン血症

千葉大学医学部産婦人科

内藤　正文、寺田　夏樹、小堀　恒雄、高見沢裕吉

　目的：Prolactin（PRI．）のRIA法が確立され、高PRL血症と無月経・無排卵などの卵巣機能障害との

関係が指摘されている。さらに、不妊症患者の中に占める頻度の高い黄体機能不全患者のなかにも高PRL

血症がいることが報告されるようになってきた。我々は前回不妊学会総会において血中PRL値と黄体期
Progesterone（P）値との関連について一部述べたが、今回高PRL血症を示す黄体機能不全患者の内分泌
動態を検討したので報告する。

　方法：不妊外来患者は来院時に適宜採血し、血中PRL値のスクリーニング検査を行なった。次に基礎

体温より黄体機能不全と診断され、血中PRL値が30ng／旙以上を示したもの7例を選び、経日的に
LH、　FsH、　PRL、　P、　Estr．adiol（E2）を測定した。また、一部症例にはLH－RH試験、プレマリン試

験を施行した。LH、FSH、　PRLは第1ラジオア’fソトープ社製のll25RIAキットを、　P、　E2はミドリ
十字社製の1125RIAキットを用いて測定した。
　結果：①現在までの検索では不妊外来患者の約30％が高PRL値を示し、その値は30～100ng／nt6

の範囲であった。また、高PRL症例は黄体機能不全、不順月経、散発性無排卵症などなんらかの月経異
常を示すものが多かった。②高PRL症例の経日的ホルモン測定では黄体期のP、　E、値の低下傾向が認

められた。卵胞期、黄体期のLH、　FSHは正常性周期例と差の認められないものが多かった。　LHの
mid　cycle　peakは正常例と差の認められないもの、有意に低値を示すものの両者が認められた。③mL

の周期性変動は認められないが、日差変動が大きいものが1例存在した。
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1B7

高PRL血症を呈しHMG－HCG療法にて妊娠した頭蓋咽頭腫の1例

　信州大学医学部産婦人科

○深松義人　平林稔之　冨田和彦　舟本　寛　塚本隆是　福田　透

　頭蓋咽頭腫は全頭蓋内腫瘍の数90にみられるが，妊娠との合併例の報告は極めて少ない。今回，術後

高PRL血症を呈し，　HMG－HCG療法にて妊娠した本症の1例を経験したので，その妊娠経過，　PRLの分

泌動態等につき報告する。

　症例は，26才の未妊婦。月経は初経（12才）後順調であったが17才より無月経。結婚後，近医で排卵誘

発等の治療を受けるも効果なく精査のため当科受診。頭部単純撮影で鞍上部の石灰化，cr　scanで一部

に嚢胞を形成する腫瘍を認め，視野検査では両側の耳側半盲を認めた。内分泌検査では，甲状腺機能は
正常なるも，LH－RH　testでLH，　FSHは低反応を示した。　PRLは22　ng／Mt。以上より頭蓋咽頭腫と診

断し，当院脳外科で腫瘍摘出術施行。病理診断はch。lesterin　granulation。術後，視野はやや改善し

たが，術前同様下垂体機能低下が認められるためHMG－HCG療法を施行し，6クール目に妊娠が成立。
　妊娠経過では，妊娠初期は流産徴候もなく順調に経過したが妊娠中期よりIUGR傾向が次第に著明にな

り，腹緊も強度のため妊娠28週に入院。入院後，多尿，尿比重の低下等尿崩症の合併も認められたため

DDAVPを使用した。以後尿量も減少し，視野検査でも著変を認めないため妊娠を継続し，妊娠35週5日，

全麻下で帝王切開術施行。児は2000gの女児で，外表奇形等特別の異常を認めなかった。
　PRLの分泌動態の推移では，頭蓋咽頭腫の手術後乳汁漏出を認め，　PRLは60　ng／mt前後の高値を示し

た。妊娠中は初期より高値を示し，妊娠34週で183ng／mLと約3倍に増加したが，分娩後は漸次減少した。
帝切時に採取した母体血，麟帯血，羊水中のPRL量ならびに24時間incubationを行ない測定した卵膜

（羊膜，絨毛膜，脱落膜）の成績についても報告する。なお，産褥時に施行したCT　scanで腫瘍の増大

を認めたため再手術が実施され，現在脳外科でfollow－　up中である。

188
最近2年間の下垂体腺腫の手術成績

己斐産婦人科　　己　斐　秀　豊

　プロラクチン産生下唯体腺腫に対する，手術療法に関する報告が，最近，散見される様になったが，

プロムクリプチン療法の優秀性に比較すると，極めて，不満足な成績しか得られないとするものが多い

。この領域に於ける治療法の中で，ハーデイ代手術の占める地位に関して，消極的な意見が多いのも，

一 部は，この点に起因すると考えられるL最近2年間に，当クリニックで，下垂体腺腫摘出術を施行し

た症例12例にっいて見ると，しかし，術前，術後の種々の下垂体負荷試験で，摘出効果が，完全に出
現したことが証明され，とくに，術後の排卵率，妊娠率にっいては，極めて優秀な成績が見られたので

報告する。この期間に，手術の対象となった症例の血中プロラクチン値は，101．1・－9645ng／mlで

あり，無排卵周期症1例，第1度無月経2例，第2度無月経9例であった。術前のLH・RHテストの結
果では，3例を除いて，すべて下垂体性の反応型を示した。腺腫摘出術後の排卵出現については，8例

（66，7％）に自然排卵が成立し，残り4例は，クロミッド＋HMGにて全例排卵に成功した。術後6ケ

月の経過観察で，12例中10例（833％）に，既に，妊娠が成立した。
　この結果は，諸家の強調して居られる，プロモクリプチン療法のそれと比較しても，決して劣らない

ものであり，術式の安全性，確実性を考慮すれば，高プロラクチン血症に当面した場合，少くとも，脳

神経外科的検索は全例に行うべきであり，手術療法の適応の可否自体に関しても，今後一一層の検討がな

されることを期待したい。
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189
分娩を契機として自然排卵が起ったprolactinomaのt例

京都大学医学部婦人科学産科学教室

0高橋　晃，堀江克行，林　国城，泰井俊造，東條伸平

t

　妊娠中の著しい内分泌環境の変化は生理的な下垂体肥大をもたらすとされ，　prol　act　inomaの患者が妊

娠をした場合には特に腫瘍の増大に留意する必要がある。ところが今回妊娠，分娩を契機として血中プ
ロラクチン（Prl）値が正常値近くまで低下し，自然排卵をみるようになったmi　croad　enoma例を経験したので報告拓

　症例は29才で妊娠の既往はない。13才の初潮以後月経は1順調で26才で結婚したが，28才時より無月経
となった。治療前の所見は軽度の乳汁漏出を伴う無月経第ll度であり，血中Prl値は195．0㎎／mlで，

TRHtest，LH－RH　testに対する反応はいずれも不良であった。下垂体にmicroadenomaを認めたが視
野は正常で，　bromocriptine　2．5mg／dayの服用で直ちに排卵，妊娠が成立した。妊娠32週時に両眼視野の欠損が

出現したが自覚症状はなく，妊娠40週で自然分娩を行なった。妊娠経過中の血中Prl値の推移は他のmicroaden－

oma妊娠例に比してやや低値である傾向を示した。分娩後視野欠損の程度は軽快したが，分娩後2か月目よ
り産褥性響症を呈し、某医によりsu　lpir　ide　1　50　mg　／dayの投与を受けた。この時期の血中Prl値は163．0㎎／

mlであったが，諺症の軽快と共に同剤の服用を中止したところ，血中Prl値は30～40ng／m1と低下し、BBTは
二相性となり分娩後6か月目に自然月経の発来をみた。なお妊娠32週時の下垂体CTscan．の結果では妊娠前に認

められたtumor　massが消失しており，empty　sellaを疑わせる所見であった。
　これまでpro　lacti　no　maが妊娠により増大し，時に手術を余儀なくされるとの報告は少なくないが，今回の症例では

これとは逆に妊娠，分娩を契機として高Prl血症がほぼ正常化すると共に腫瘍の消失が示唆された。我々はこの他に分娩後

の血中Pr1値が妊娠前に比して低下した症例も数例経験している。このような経過をとるmechanismは不明であ

るが，特に今回の症例は妊娠および分娩がprolactinomaからのPr1の分泌を修飾する場合があることを示して

おり，今後その臨床経過のfollow　upにひとっの興味ある資料を提供したものといえる。

190　モルモット視床下部一下垂体後葉器官培養系の基礎とその応用

慶応義塾大学医学部産婦人科学教室
o
萩庭一元E牧野恒久・関　隆、鈴木英明・飯塚理八

隊

　オキシトシンは主として視床下部の室傍核と視索上核の神経細胞にて合成され・神経分泌により下垂

体後葉に貯蔵され・種々の分泌刺激により血中に放出される。数多くの研究にもかかわらず・このオキ

シトシソの視床下部、下垂体に於ける合成、分泌、貯蔵、放出の機序についてはまだ未知ft点が多い。

in　vivoでの研究、実験に困難な部分が多いことも原因と考えられる。今回s我々はこの研究に関し、

有用左モデルとなると思われる視床下部、下垂体後葉・複合体（HNC）の器官培養系について発表を

行なう。
　HNCはモルモットを用い、無麻酔下で断頭後無菌的に採取し、これをグリッド法によりMEM培地
中で培養した。この培養系からはオキシトシンはじめ後葉ホルモンが順次放出されていると考えられる。

これに対し、培地中に種々の薬剤、ホルモンを添加することにより、その影響を観察できると思われる。

オキシトシンの測定には特異性の高いRIAを用いたQ
　モルモット視床下部teよび下垂体の抽出液について・イオン交換クロマトグラフィーを用い、合成オ
キシトシンとの溶出部位の比較をし、一致したピークを得た。また雌雄差の比較でも有意の差は認めlt

かった。HNCの器官培養を約一週間行ft　h培養液中に放出されるオキシトシン濃度の経日的変化を検
討したところ、オキシトシンが七日の間一定濃度で放出されていることを確認した。さらに、器官培養

系の組織学的検討を加え細胞構築の保持を確認した。
　今回の報告では・さらにこの系を利用したいくつかの刺激実験の知見も報告する。
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191
トリプトファン投与のヒト下垂体ホルモン，コーチゾル分泌

に与える影響について

聖マリアンナ医大・産婦人科

○丸岡　充，石塚文平，浜田　宏

〔目的〕　近年脳内セロトニン活性が前駆物質であるトリプトファン（TP）の投与により賦活されるこ

とが示唆されているが，ヒトにおけるTP投・与の下垂体ホルモン分泌に与える影響に関しては定説がない。

今回，我々はTP投与の視床下部一下垂体系機能に与える影響につき更に検討する目的で成人男子にTPを
経口投与した際の血中PRL，Cortiso1（Cort・），　LH，FSH，TSHおよびGH値の変化を観察した。　（対象

および方法）19－39才の健康成人男子6名が2回つつの実験を行なった。　各実験とも終夜絶食後午前10

時前に肘静脈に留置針をおき，採血は午前11時より午後3時まで15分毎に行なった。12時にTP　125㎎
／Kgrまたはpl　acebo（lactose　10g）をカプセル内充墳してdouble　blindにて投与した。　実験中，被験者

は仰臥位安静とし，喫煙，運動を禁じた。血中各ホルモン値はRIAにて各々同一Assayにて測定し，デー

タはStudent　T　testまたはAnalysis　of　varianceで処理した。　（成績）各被験者とも情動の変化等の

副作用を示さなかった。各ホルモンとも，平均基礎値は正常範囲内にあった。placfbo投与では各ホルモ

ンとも有意な変動を示さなかった。TP摂取後，平均PRL値は75分以内に有意に上昇し，最大平均上昇率
は224±84％（9．8　±　2．9　ng／me）に達した。平均血中Cort・値は前値87．2士7．5　ng／m9より75分後には122．3

±14．9　ng／meと有意に上昇した。血中LH，FSH，TSH値はTP投・与により変化を示さなかったが，　GH値は

前値2．94±1．3ng／雇より頂値11．1土1．4　ng／me（120分）と有意に上昇した。（考察）成人男子に正午にTP

を経口投与するとPRL，ACTH／Cort．およびGHの分泌が充進することが示された。その詳細なメカニズ
ムは今後検討されなければならないが，TP投与によりヒトにおいて安全に神経内分泌学的操作の行ない
得る可能性が示されたQ

192
成熟雌ラット行動制限ストレス時に於ける下垂体性腺系の機能について

帝京大学医学部産婦人科

○大川とみ，岡野秀子，吉田　裕，池下久弥，土橋一慶，味香勝也
　荒井　清，沖永荘一

　今回我々は，ストレス負荷によって，正常な排卵機能が障害されるか否かを知る目的で以下の実験を
行なった。

（方法）　4～5日周期を有するWistar系成熟雌ラットを使用した。ラットは正常な排卵周期を示す
事を確認後，プラスチック製円筒内に入れ，10日間連続の行動制限を行なった。また，ストレス負荷前
よりストレス負荷後10日間，連日膣スミアを採取して，スミア像の変化を検討した。行動制限10日目に

ラットを断頭屠殺して，血中LH，FSH，プロラクチソ（PRL），エストラジオール（E2），コル
チコステロソ，A4一アンドロスチソジオン（△4－A）をRIAにて測定した。また卵巣および下垂体を

摘出し，卵巣組織中のE2，下垂体LH，FSH，PRI。含量を測定した。対照群として，正常ラットを
性周期の各ステージにて断頭屠殺し，同様の検討を加えた。

（結果）　10日間の行動制限後，体重は平均219．3gであり対照群の252．2gに比し有意の減少を認めた。

隆スミアの周期的変化は，ストレス群に於いても観察され，若干発情間期の延長する個体もあるが，全

体としては排卵機能は維持されていた。行動制限10日目の血中LH，　FSH，　PRL，　E2値は各ステ

ー ジで，ストレス群が対照群に比し低値となる傾向であった。特に血中FSHでは，ストレスによる有
意（PくO．01）の減少効果が見られた。血中コルチコステロソは，各ステージで，ストレス群が対照群に
比べ高値を示した。血中△4－A，卵巣組織中E2含量は，ストレス群，対照群で差を認めなかった。また，

下垂体含量では，PRLが，発情前期から発情期にかけて，ストレス群で有意の低値を示した。
（結語）　10日間の行動制限によるストレスで，血中のゴナドトロピンレベルおよびE2レベルは減少
する傾向を認めた。慢性ストレスにより，下垂体性腺系が抑制される可能性を示した。
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　　　関する研究

山口大学医学部産科婦人科学教室

○平塚圭砧，宮内文久，上田一之，筒井晴代，山下裕幸，
　真野隆文，平川　修，加藤　紘，鳥越　正

ノ

　神経性食思不振症を初めとして，体重減少に伴う無月経患者の原因または内分泌環境は複雑であb，

未だ不明の点が多い。　我々は最近2年間に当教室で経験した体重減少例のうち，7例のオ2度無月経

患者について，その臨床所見および内分泌環境を検討したので報告する。

　これらの症例の平均年令は22・3土5・1オ，平均身長は158・7±2・8・en，全例才2度無月経で
無月経期間は最短4ヵ月，最長7年6カ月であつた。　個々の症例の体重減少以前の体重は，－10～

＋10％以内の標準体のもの5例，～10％のttやせ”の範囲に入るもの2例であつた。　各症例に澄
ける体重減少度は平均8・0土4・Okg（最底4　kg，最高15㎏）であり，これを標準体重を基準にした

減少率で示すと，－20・2±8・3％の体重減少率であつた。
　ゴナドトロピンの分泌予備能に関して，正常性周期を有する成熟婦人の卵胞期中期をコントロールとし

て比較すると，HIならびにFSHの基礎値は有意の低値を示した。　LH－RH100μgの筋注負荷に
対するゴナドトロピンの反応は，7例のうち3例が正常の反応性を，4例が低反応性を示し，一定の傾
向を示さなかつた。　これらの症例における血清プロラクチン値はいずれも正常（25ng／ml以下）

であつたが，Domperidone（dopamine　antagonist）10mgを静注負荷した際のプロラクチンの
反応性は，正常婦人または体重減少を伴わないオ2度無月経患者に比べて有意に低かつた。　筒これら

の症例の血清estradiol値は一般に低い傾向を示したが，　HMGに対する反応性は保たれていた。
　以上の結果より，体重減少を伴う才2度無月経症例では，中枢性の機能異常存在の可能性が示唆され
た。

194　単一クローン抗体による不妊婦人血中精子不動化抗体対応抗原の検索

O高田喜嗣、辻芳之、香山浩二、礒島晋三
兵庫医科大学産婦人科学教室

1

　不妊婦人に特異的に検出される精子不動化抗体の対応抗原の同定は、抗精子抗体による不妊症発生機
序の解明に不可欠である。しかし、不妊婦人血中精子不動化抗体の中には精子細胞及び縞漿抗原に対す
る複数の抗体が含まれており、抗体の多様姓よりみて個々の対応抗原の分析は非常に困難であった・そ
こで、演者らは細胞融合法を応用して精漿抗原に対する単一ク回一ン抗体を作成し、これを用いて対応
する精子不動化関連抗原を単利し、この単離抗原と不妊婦人血中抗体との反応性を調べることにより・
患者が抗体を産生した対応抗原の固定を行った。ヒト精漿蛋白で免疫したB肌B！cマウス脾細胞とミエロ
ー マ細胞（P3Ul）をPEGの存在下で細胞融合を行い、多数の精子不動化抗体産生ハイブリドーマを得た
が、今回はすでに本学会で報告した精漿特異抗原に対する単一クロ。ン抗体（2CB－AG8－A11）を用いて行
った実験結果について報告する。2C6－AG8－Al1単一ク回一ン抗体をCNBr活性化Sepharose　4Bゲルに結合
させ、これを免疫吸着体としてヒト精漿蛋白のimeuno　affinity　chromategr叩hyを行い・2C6－AG8－Al1
対応抗原を分離した。この分離精漿抗原をマイクロプレートのウェルにc。atし、これと2C6－AG8－All抗
体との結合を患者血清が阻止するか否かを調べることにより、患者血中精子不動化抗体の対応抗原が
2c6－AG8－A11対応抗原と同一であるか否かを検討した。ウェルにcoatした精漿抗原と2c6－AG8－All抗体
との結合率はBi。tin－A▼idin反応系を用いたELIsA法により測定した。不妊外来で採取した精子不動化
抗体保有不妊婦人血清の中、約50％が2C6－AG8－All抗体と対応抗原との結合を有意に阻止したのに対し
て、抗体非保右不妊婦人血清では全く阻止がみられなかった．この結果は精子不動化抗体保右不妊婦人
の中に2C6－AG8－A11対応抗原に対する抗体を保右している患者が多数存在するっことを示唆している。
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徳島大学医学部産科婦人科学教室

　　　苛原　　稔，長谷部　宏，木下　恒夫，野田　保人，鎌田　正晴，

　　　櫛木　範夫，奈賀　　脩，森　　崇英

　近年，原因不明の不妊症患者血中に，卵細胞透明帯に対する自己抗体が存在することが注目され．ま

た透明帯には種特異性抗原のみならず，ヒト・サル・ブタに共通する臓器特異抗原が存在する。今回我

々は，ヒトとも共通抗原を有する純化ブタ透明帯抗原を用いて，感度，簡便性に優れたPassive　hema
gglutination系を開発した。さらにこの系を用いて，各種不妊症患者血中の抗透明帯抗体を検討した。まず，

ウシおよびヒツジ赤血球をglutaraldehydeで固定し，　Tannic　acidで処理後，それぞれを種々の蛋白濃度

の純化ブタ卵細胞透明帯抗原で感作した結果，ウシ赤血球を10μg／meの濃度で感作した場合に最適
な感作赤血球が得られることがわかった。このウシ感作赤血球を用いたPassive　hemagglutination

系の感度を，我々が作製した家兎抗ブタ透明帯抗血清を用いて検討すると，32000～64000倍まで陽
性であり，間接蛍光抗体法の感度にほぼ匹適することがわかった。次にpoolした正常ヒト血清では2
倍稀釈まで，non　specific　plasma　protein　effectと思われる非特異的凝集がみられたので，4倍

稀釈以上陽性を抗透明帯抗体陽性とした。このPassive　hemagglutination系を用いて，当科外来に
て治療中の不妊症患者および正常婦人，正常男子を検討した。不妊症患者35例中4例（11．4％）が陽性

であり，その内訳は4倍稀釈陽性1例，8倍稀釈陽性3例であった。正常婦人19例，正常男子6例はす
べて陰性であった。なお症例を現在も追加中である。
　以上，不妊症患者に抗透明帯抗体を有する患者があり，このような免疫異常が不妊症の一因として強
く疑われる場合がある。不妊症の原因を究明する上で，今後免疫学的検索が必要であると思われ，そ
の意味からも我々が開発した抗透明帯抗体のPassive　hemagglutination系は感度・簡便さに優れた
有用な手段と思われる。

196
　　　　RIA系における純化ブタ卵細胞透明帯抗原の組織特異性について

徳島大学医学部産科婦人科学教室

　　　長谷部　宏，苛原　　稔，木下　恒夫，鎌田　正晴，

　　　櫛木　範夫，奈賀　　脩，森　　崇英

　近年，卵細胞透明帯は，repr。ductive　specifie　antigenであるといわれ，免疫学的避妊の標的と

して注目されているが，その組織特異性の検定には，従来，沈降反応あるいは蛍光抗体法が用いられて

きた。今回我々は，精製純化した透明帯抗原を12sIで標識したRIA系を確立し，これを用いて，透
明帯抗原の組織特異性をさらに詳しく検討した。まず，N6da　et　a1．の方法（J．　Reprod．　Immunol．3

：147，1981）に準じて精製したブタ透明帯抗原を，　オス家兎に免疫して，40，000倍希釈までブタ卵細胞
透明帯に明らかな蛍光像を認める，高力価の抗透明帯抗体を作製した。透明帯抗原の標識は，　12SIを

用いて，chloramine　T法にて行ない，2抗体法にて測定した。ブタでは，卵巣を含め砺種の組織，お
よび3種の体液（血清，卵胞液，精漿）を検討対象とし，カニクイザルでは，39種の組織および血清に

ついて検討した。各組織のホモジネートを4℃で2分間超音波処理し，さらに58℃で60分間熱処理後
4℃で22，　OOO×g30分間遠心を行ない，その上清の蛋白量を測定し，10　S　n　g／m4までの交叉反応の有無

を調べた。ブタ透明帯の反応阻止曲線は，2ng／meから125na／tm4の間で直線関係が得られ，アッセ
イ内変動係数は4．9％，アッセイ間変動係数は11．　9％であった。検索した範囲内では，卵胞を数多く含

んだブタ卵巣のみ交叉反応が認められ，50％反応阻止率はO，02％以下であった。卵巣以外の他のブタ
組織や体液，およびカニクイザルの縄繊では，反応阻止は認められなかった。以上のように，純化精製

したブタ卵細胞透明帯抗原を用いて作製した抗体は，RIA系を用いた検討で，ブタ透明帯に高い組織
特異性を示すものであるとわかった。従来より，ヒト，サル，ブタの透明帯抗原の交叉反応性がいわれ

ており，透明帯抗原を用いた能動的避妊の可能性が示峻された。今回の知見にもとずいて，サルを用い
た能動免疫の実験を検討中である。
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膀帯血TcellのMLC抑制能

阪大産婦人科

　O文田裕治，南川義夫，東　千尋，田中文男，中室嘉郎，倉智敬一

t

　妊娠中，母児間teは複雑な免疫学的調節機構が働いている。この調節機構を細胞性免疫の立場から解明
する一環として，我々は，膀帯血リンパ球の有する免疫学的特徴を，MLC（リンパ球混合培養）を用いて検討

してきた。

　そして，今までに，1）瞭帯血リンパ球の同種抗原に対する反応性は，大人リンパ球に比べて，同等か，
あるいは，より高い反応性を示す。2）マイトマイシンCで処理した騰帯血Tcel1をReg血t・r　cellとしてOne－

Way　MLc　ee添加した場合，　One－Way肌Cの反応性は抑制される。以上のことを報告してきた。

　今回は，①RegUlat・r　cellとして用いるマイトマイシンC処理濟帯血T　cellの濃度を変化させた場合のMLC

抑制能，②R曲ti・n処理膳帯血T　cellをRegulat・rとして添加した場合のMLC抑制能，③母親リンパ球，ある

いは父親リンパ球をResp・nderとした場合の膀帯血Tcellの肌C抑制能，に関して検討を加えた。
　〔方法〕　ResporMSer　cell，　S・timUla・ter　cell，　RegUlat・r　cellの細胞数は，各wel1当り1×105個で，5日間培養

を用いた。Tcell分離は，羊赤血球との2回R・sette形成法ezよった。

　（結果〕　①麟帯血TcellのMLC抑制能は濃度依存性を示し，贋帯血T・cellの濃度が1／10以下では，有意

な抑制は認めなかった。②騰帯血TcellのMLC抑制能は2000・Rad以上の照射により失活する。即ち，非照
射膀帯血Tcellの％Suppressi・n（％Supp・）は16．9％，500Rad照射騰帯血Tcellの％Supp．は29．0％，1000・Rad照

射では，2α2％であったが，2000Rad照射では，％SupP．は3．1％と著明に低下した。③騰帯血丁・cel］のMLC

抑制能は，父親リンパ球と，血縁関係のない成人リンパ球をResp・nde　rとした場合には，有意な差を認めな

かったが，母親リンパ球をRe叩・nderとした場合には，贋帯血TcellのMLC抑制能は著明に増強された。
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　　nancy．　Amer．　J．　Obstet．　Gynec．25：104，1933

　2．足高善雄，竹村喬，美並義博：最近1力年間の

　　我が教室に於ける外来不妊患者の統計的観察，日

　　不妊誌，4：13，1959

　3．中島精，中村正六，角田英昭：人工妊娠中絶と

　　妊孕性，日不妊誌，2（4）：38，1957

　　b．単行本の場合

　　　　著者名：題名，巻数：頁数，発行所，年次

例1．Rovinsky，　J．　J．，　and　Guttmacher，　A．　F．；

　　Medical，　Surgical　and　Gynecological　Compli．

　　cations　of　Pregnancy，　ed　2：p68，　Baltimore，

　　Williams＆Wilkins　Co．，1965

9．原稿の採否，掲載順位その他編集に関する事項は

　編集会議で決定する．掲載は，原則として受付順に

　よる．

10．特別掲載を希望する場合は，受付順序によらず，す

　みやかに論文を掲載する．この際は掲載に要する実

　費は全額著者負担としかつ特別掲載料を納付する．

11・掲載の原稿に対しては，別冊30部を贈呈する．（但

　し，特に費用を要した揚合は，その一部を著者負担

　とすることがある）

　それ以上を必要とする揚合は，原稿に総別刷部数を

　朱書すること．30部を越す分についての実費は著者

　負担とする．

12．投稿先および諸費用の送付先は，東京都新宿区市

　ケ谷砂土原町1丁目1番　保健会館別館内

　社団法人　日本不妊学会　事務所宛とするT

1．

2．

3．

4．

5．

編集会議からのお知らせ

超過頁は全文刷り上りで10頁をこえない範囲で認

める．

同一著者による論文の掲載は同一号に1編とす

る，

内容について著者にアドバイスすることもある．

著者校正は原則として初校のみ1回とする．

受付年月日を論文の末尾に掲載する．
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