
1・　　　　　　　　…製曇

鷺1…罷謬1ニ　ジ恐照1　°△
x亭蓋　ザ　、マ　’　；卜　　舖

　げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 け

　　　　　　　　　ね書畢　　M4Ψ　s　　　　　　　．，s

・鷺瓢鴬モ∴㌦民＿㌃　”
蛎癖節ぎth　°°　　　　　　　　　　・，，　｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

　　　　　　t　x　　㍗　　　’　c　　、
　卿窺　　”VF　㍗
　　陛　　　　　　　　　　　，　　！　　　㌦　’　　／　　x

　滋辱　tr麟轟　y／“

1∵讐零郭曇三一　　　ゴ

1∴識態じ　1＼、1。
綴礁鵬溝隠蔓ヅ謳
曇幽軸警㌍野門；婁叡、，晒汐A

T論欝欝食恥鴬症藻．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lt　　　　　　　　　　　　　　　贈　　A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　♂　，無　’
　　　　　　　　　　　　　　　　舐卿二　筑
　　　　　　　　　　　　　　　　，r興・：

　　　　　　　　　　　　　　　rmj審a箭
　　　　　　　　　　　　　　　　；一磯
　　　　　　　　　　　　　　　wn　　”tF　　nt　　　ア

雛鍵ぎ膿膿磁遜駈鷺：臨
　遍蝉画舜が割輔三一∬ecピ蒔喜聾逗　＾
　亀蚤融魚毒岬承貞魯亭F　L°“　　一轄＿ue二瀞

謬繋∴癒無ξ》瓢ξ

糠犠継響＼1訴
　　　　　　　　　　聯　　　　　　　v　　卍　　　　　　　　　　　　誇　　　亨　一

1
彗壽寧轡＃t一しge

ny　9　蓼sE　Ut）　ノ　4／　　　　二

　　　　　　　　即　　　　　許　　　　　唯　　t　＋　趣　L　恥

　　xド。　帯：　テ　’m
　弾　　　　ハま
　　　t　丼　〃　層　　、　亭　　　E

　吊圭t
　　　　　　　　L　1　　　う　帯　卑　　　　’
ヒ　　　　　　　　　　　　e　　　　　　　イ　ド

i　nl帰似’
P　Es　t　’　ll　ぜ
　　　　　　　　y　　）t　　く
㌔1　寒v　CFt！　　c

　　　　　　　爵㎡，奇　　一聾

w　　　呼

、

vr

t

　　融
w 　　冗　　　　　　　で

　　　w　㌧
　　　！4　　　　津

惣　 一 　　’

；　諏　　’

　　　”覧

ボ　　v
二串’

“；・・

：鼎闇
∵罫
焦薯弘，

　耕

｝　詩

、

　㌔　　　A

　N　　　　　焼

　　㌔　　㌃　　 平

　Ψ
　　ma無　“t　in

　：＿
　　兀　 k

　 湯

　　th
㌔

　　｝　　酊

　rr　　x　　

　　、　㌃

　　　許ア　　　x　　　！

　な　inv　m

　l＃
　；　加　　ア

　　th

　”　　tt

v 　　＃

一’

　’：，

・　　f’“ジx「fごx毎x、

・ 　乳　：m；sl1二」

　　　　　．　gtt：
　　し1　　　…　・’　aA

△

鷲灘驚
ホ　　　　　　ギ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　，

　　　　　　　　　　thーt一㍗冨
t・・

　朗壁噛愛ξ
　　　　　　　　　サ　　　　　1

△

　張　　，

＿＿ボ演笹～§｛；：蓄ご毒鶴隈讐「戸．

撫騰黙灘馨＼1望

1”

1

t

コ

1’

ゼ

瓢 鷺乳躍葉；蓮1三い　 ♂ウ

軋

　。脚　礁爵ぐ・蔵　“1曽

1　憂　v一げΦ　㌦㌦
　u、　．　ψ　尋　A　！｛　伸　：

　　　　　　　姪　　熱　　　　v　　タ
　　て　臨　虻　　　奪　v

　　　　　　　　　　　　　　卜
　　　　　　　1　　　「

L　　　　　　ご

戸

　　　：／　ゆ　　　＋

驚　牌
　　　　・　1
嵐　／巳　XA

　　e　ギF　尭　＝　　ア　　　r

，　　　　　　卜

！

口
汀

c

＼

＼

　’　　　一串毒、旨窄trf趣艦塾嚇

　　　　　　　　　　…』ip　sl喚乗鯉

　　　　　｝　　　　㍉喉≧爵噺翫纏

　　　　　キ撹　　 ene1　Pt審喰．棄

　　　　鷲∴　幽纏藩無
　　　　　岳、　諏轟潔綱蟹無j
N 　te　㌦耐畑．甲り韻琶F醗
　　　㌃一写扁鷺野：轟

一mNα望～ヤ鑛
　　　　　　　　tL　x　　　　　　　　　　－9　1畔謡
　　　　　”　写　’　主　s　ノ
　　　　　　　　｛［　・》　∫密　岬＼

　　　　　　　　　”1．魚蜘

無㌔et／va鞭
、 　　　　　　　　　℃

s　細騨　瓢

一　Vs繭
　’ボ婁

や　ピ＝es’a

　B撫t
，　　　　罫

　ア　　　奪
2

　　：　所

　v　i　㌔
　♂　　　　’

　　　曽η　　を　4

　　営　　　軋

　w　　苧　浄

　ゴ　れまロ

　御　爵　罹

轟pa健／

　評庵　v

　無　蝋向

帯唾鰹曲
話勧鐸ド噸

簿短畷嚇

　　　　　　ら

Jahli　ary・
　　　　　　　　　　　　　　E
　　　　　　1988

ei

“

播

膳

、
一
一＝
回い

　｛t　哉

　・凌
　　恐，

　4　　　　　恥　　、

　　　！噴

　　e　跡xl

　　：2，E

・漁
　　み誓

㌶ギ
　　曝蠣；

第33巻第1号
　　　　　　　　1988年1月1日

Jan．　J．　Fertil．　Steril． 難難日本不妊学会発行



匪

［

会 告

第33回日本不妊学会総会および学術講演会

（第1回予告）

　下記により第33回日本不妊学会総会ならびに学術講演会を開催いたしますので，多数の

方々が御参加下さいますようお願い申し上げます．

記

li

期　日：昭和63年11月14日（月）　役員会

　　　　15日　（火），16日（水）　学術講演会

会　場：国立京都国際会館（Kyoto　International　Conference　Hall）

　　　　〒606京都市左京区宝ケ池（TEL　O75－791－3111）

　なお演題募集要項，特別講演，シンポジウム，その他詳細については次号（33巻2号，

昭和63年4月発刊予定）に掲載いたします．一般演題の締切は7月中旬の予定です．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第33回日本不妊学会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入　谷　　明

連絡先　〒606　京都市左京区北白川追分町

　　　　京都大学農学部畜産学教室

　　　　第33回日本不妊学会総会事務局

　　　　TEL　O75－751－2111　内線　6057（三宅） 6058（入谷），6059（内海）

i



昭和62年度第2回通常総会

本年度第2回通常総会は11月23日，金沢市文化ホールにて開催され，多数会員出席の

もとに慎重審議を行った結果，次の各事項が可決，承認された．

　1　昭和64年度学術講演会および総会

　　　会長：清水哲也（旭川医大教授，産婦人科）

　　　開催地：旭川市

　2　会誌編集方針および印刷所変更

　　　第33巻1号より下記の如くする．

　　　（1）投稿論文数の増加に対処するため，原則として各号の掲載論文数の上限を35編

　　　とし，うち20編以上は一般掲載に当てる．

　　　②表紙のデザインを編集委員会の提案通りに変更する．

　　　（3）印刷所を従来の一ッ橋印刷株式会社よりループ社に変更する．

3　定款一部変更

　　　会務を委託している株式会社国際会議事務局の社名変更にともない，定款第2条

　　を下記の如く変更する．

　　　〔旧〕第2条　この法人は，事務所を東京都中央区日本橋2－14－9加商ビル2階

　　株式会社国際会議事務局内におく．

　　　〔新〕第2条　この法人は，事務所を東京都中央区日本橋2－14－9加商ビル2階

　　株式会社アイシーエス企画内におく．

日本不妊学会英文名および日本不妊

学会雑誌英文名略語の変更について

　上記についてはかねてより理事会で検討されておりましたが，昭和62年11月の第2回

理事会において常任理事会に一任することが決定されました．これに基づいて庶務部およ

び編集部で関係各方面とも打合せの上1真重に原案（下記）と作製し，常任理事会（通信）

に諮った結果，全員一致にて原案通り承認されました．

　会誌においても第33巻1号より，これに従って表記されますのでご了承下さい．

日本不妊学会英文名

〔旧〕　Japanese　Society　of　Fertility　and　Sterility

〔新〕J・pan　S。・iety。f　F・・tility　a・d　St。，ility

日本不妊学会雑誌英文名略語

〔旧〕　　Jap．　J　Fert．＆Ster．

〔新〕　Jpn．　J．　Fertil，　Steril．

1
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　　Abstract：To　deterrnine　the　possible　relationship　between　gonadotropin　secretion　and　cate・

、h。1。mine　a、ti。ity　in　vi・・，　w・・t・di・d・h・ng・・i・・atech・1・mi…i・pl・・ma　and・・i…as　re1・t・d

t。，，t，。gen　p。、iti・・feedb・・k　mechani・m　i・w・m・n・W・m・a・u・ed　tw・9・n・d・t・・pi・（LH，　FSH）

in　serum　and　two　catecholamine　metabolites（MHPG，　DOPAC）in　plasma　and　urine．　Forty－five

Japanese　women　were　studied（normal　ovulatory　cycle，　polycystic　ovary　syndrome，　secondary

amen。rrhea　I、t　g，ad。，、ec・nd・・y・m・n・rrhea・f　2・d　g・ad・and　an・v・1・t・・y・y・1・）・Bl・・d　and

。，i。，，ampl，，　w，・e・bt・ined　b・f・・e，24，48，72　h・urs　aft・・th・admi・i・t・ati・n・f　est・・9・n・1・・a・e

of　mean　basal　levels，　LH　and　MHPG　concentrations　in　the　blood　in　case　of　polycystic　ovary

、y。d，。m，　w，・e・ig・ificantly　high・・than　th・・e　with　a　n・・m・1・vu1・t・・y・y・1・・With・ega「d　t°

，h。ng。，　i。　MHPG　I・v・1・，　the　c・ncent・ati・n　aft・・24　and　48　h・urs　was　sig・ifi・antly　high・・than

that　of　the　mean　basal　level　in　those　with　a　normal　ovulatory　cycle．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steri1．33（1），1－6，1988）
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Introduction

　　Catecholamines　may　play　an　important　role　in

gonadotropin　secretion，　an　event　controlled　by　a

feedback　mechanism．　Ovulation　can　be　induced

by　an　intraventricular　injection　of　epinephrine　or

norepinephrine　1）．　It　was　also　reported　that　there

are　estrogen　receptors　in　the　brain，　particularly　in

the　hypothalamus　and　pituitary　gland　2）and　the

synthesis　and　release　of　gonadotropin　releasing

hormone　are　influenced　by　estrogen．　In　vitro，

norepinephrine　stimulates　luteinizing　hormone

releasing　hormone（LH－RH）at　median　emlnence

terminals　and　dopamine　enhances　this　mechanism

3）．There　are　data　that　catecholamines　exert　an

inhibitory　effect　4），　stimulatory　effect　5）or　no

effect　6）in　gonadotropin　secretion・

　　We　studied　changes　in　catecholamines　in　the

plasrna　and　urine，　as　related　to　estrogen　posltlve

feedback　mechanism（Premarin　test）in　women．

For　this，　we　measured　two　catecholamine

metabolites　using　high　performance　liquid

chromatography．　The　first　plasma　and　urine　3－

Methoxy・4－hydroxyphenylglycol（MHPG）was
measured　to　determine，　in　part，　the　central

adrenergic　activity　7）and　plasma　and　urine　3，

4－Dihydroxyphenylacetic　acid　（DOPAC）was

measured　to　assess，　in　part，　the　central

dopaminergic　activity　8）．

Materials　and　Methods

　　Patients：Among　45　Japanese　women　aged　24－

34，20had　regular　cycles　of　ovulation，　determined

by　basal　body　temperature　and　ultrasonography．

Twenty－five　with　ovulatory　disorders　were　also

studied．　Included　were：1）10　with　polycystic　ovary
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syndrome（PCOS）and　testosterone　levels　of　a

mean　value　of　1．27±0．34　ng／m1，　the　ratios　of

estrone／estradiol－17βexceeded　1．0．　A　polycystic

ovary　was　evident　on　the　ultrasonography．2）5

women　with　secondary　amenorrhea　of　lst　grade．

3）5women　with　secondary　amenorrhea　of　2nd

grade．4）5women　with　anovulatoty　cycle．

　　Experimental　design：Blood　and　urine　samples

were　obtained　from　the　7th　to　10th　of　the　men－

strual　cycle．　After　remaining　in　the　supine　posi－

tion　for　forty　minutes，　venous　blood　and　urine

samples　were　obtained　for　determination　of　basal

LH，　FSH，　MHPG，　DOPAC　and　E2　in　blood　and

MHPG　and　DOPAC　in　urine．　The　estrogen（

Premarine⑪　20mg）　was　administered
intravenously　and　blood　and　urine　samples　were

obtained　at　24，48，72　hours　after　the　injection．

The　separated　serum　and　plasma　were　kept　at－

30℃until　analysis．　Urine　samples　were　collected

for　the　measurement　of　catecholamine
metabolites　and　creatinine．　All　urine　was　kept

at－30℃　until　analysis．

　　Assays：LH，　FSH　and　E、　were　measured　by

radioimmunoassay．　Plasma　and　urinary　cate－

cholamine　metabolites（MHPG，　DOPAC）were

determined　simultaneously，　using　high　perfor－

mance　liquid　chromatography．

　　3－methoxy・4－hydroxyphenylglycol　piperazine

salt　was　obtained　from　Sigma（St．　Louis．　Mo．

USA），3，4－dihydroxyphenylacetic　acid　was　from

Nakarai　Chemicals　LTD（Kyoto，　Japan）and

glusulase　was　from　Reactifs　IBF（Villeneve－La－

Garenne　France）．　All　other　reagents　were　of

guaranteed　reagent　grade　and　liquid　chromato－

graph　reagent　grade。　Water　used　was　double－

distilled　in　glass．

　　Plasma　collection：Whole　blood　collected　from

human　subjects　was　placed　in　tubes　containing

EDTA・Na2　and　then　centrifuged（670g，4℃for　l　5

min．）to　separate　the　plasma，　which　was　then

stored　at－30℃until　analysis．　Urine　collection：

Whole　urine　was　placed　in　tubes　containing　6N－

HCI　for　catecholamine　metabolites　and　in　empty

tubes　for　creatinine，　these　they　were　stored　at－

30℃until　analysis．

　　Ethylacetate　extraction：2。Oml　of　the　above

samoles　were　added　to　1．Oml　of　sodium　metabisul一
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fites（1．Omg／ml）and　the　sample　adjusted　PH　5．O

by　50％acetic　acid．　Following　the　addition　of　50μ1

0f　glusulase，　the　mixtures　were　incubated　at　37°C

for　24　hours．

　　These　mixtures　were　then　extracted　with　25ml

of　ethylacetate　and　washed　with　7M　potassium

hydrogen　carbonate　and　double－distilled　water．

The　process　was　repeated　twice　and　the　organic

solvent　was　filtrated　using　a　quantitative　analysis

and　evaporated　nitrogen　medium，　the　residue　was

resolved　with　O3ml　of　O．05M　citric　acid　and　the

preparation　passed　through　a　Millipore　filter（0．

45μm），as　the　HPLC　sample．

　　The　HPLC　apparatus　consisted　of　a　chromatic

model　p・321，　model　U－350100p　injector　with　l20μl

looP（Irica　instrument　Inc，　Kyoto，　Japan），　and　a

5μmChemcosorb　5－ODS－H（250×4．6mm）column

（Chemco　LTD．，　Osaka，　Japan）．　Samples　were

eluted　at　1．Orn1／min．，　using　the　mobile　phase　buf－

fered　at　O．05M　citric　acid，0．2mM　1－

heptanesulfonic　acid　sodium　salt　monohydrate，

EDTA・Na2100　volume　and　methano12volume．

　　For　detection　of　MHPG　and　DOPAC，　we　used

an　amperometric　detector（model　E・308，　Irica

Instrument　Inc．，　Kyoto，　Japan）with　a　glass　car－

bon　working　electrode，　a　silver－silver　chloride

reference　electrode．　The　working　electrode　was

maintained　at　a　potential　of　O．9V　vs　silver・silver

chloride　reference　electrode．　Detector　response

was　displayed　on　a　chart　recorder　and　integrator

（Irica　Instrument　Inc．，　Kyoto，　Japan）．　Urinary

creatlnlne　was　measured　and　all　urine　values

were　expressed　as　micrograms　of　metabolite　per

gram　of　creatinine．

Results

　　The　mean　basal　LH，　FSH，　E2　MHPG　and

DOPAC　levels　in　blood　and　MHPG　and　DOPAC　in

urine　are　shown　in　Table　I。　The　mean　basal　FSH，

E，and　DOPAC　level　in　blood　and　MHPG　and

DOPAC　level　in　urine　showed　no　significant　dif－

ference　among　each　group．　In　case　of　the　mean

LH　level　in　serum，　the　mean　value　in　the　group　of

PCOS　（39．3±11．2mlU／ml）was　significantly

higher　than　that　in　the　group　with　normal

ovulatory　cycles（P〈0．01）．　The　mean　value　in　the

group　with　secondary　amenorrhea　of　2　nd　grade

，

1
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Table　1．　Basal　levels　of　LH，　FSH，　MHPG　and　DOPAC

　　　　　　　　in　blood　and　MHPG　and　DOPAC　in　urine

normal　　　secondary　　secondary　　po】ycystic　aIlovulatory

ovulatory　ainenorrhea　amenorrhea　ovary　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cycle
cvcle　　　lst　grade　2nd　grade　g．｝yndrome

　LH
　FSH
［m1u’ml】

100

L’II

［mIUlmll
FSII
lmlU／mll

MllPG
［ng／m蝿

DOPAC
【n9／ml］

MHPG／cr
【μ墓／mgl

21、8±6．5　21．3±6．0　 11，6±3．6．　39．3±11．2．26．6±6．5

10．3＋2．5　　10．4±2．4　　　9．2±3，8　　　9．8±二1．5　　　9，5±3．0

2．53±0，71　3．22±0．94　4，60±2．70　5．29士2．05’2．95土0．34

0．86十〇．19　0．84±：⑪．25　1．ll±0．11　⑪．98±0．15　0．95±0．34

0，44土0．230．28：と0．220．59±0．590．32±⑪．130．54土0．12

　　　　　　　　　　　　　　2．74±1．79　4，89土2．65　2．81±1、26

65．2土43．644．7±18．9　19．4±7．7　54．3±46，631．0士20，9

50

oLH
●FSH

P21謡〆c「2・63±・・171…土゜・72

MHPG
DOPAC
［ngtml］

E2
［P9，iin！1

4

2

「一「一一　　　　　　D

O　24　48　72　（ho凹75）

＊　P〈⑪．⑪1

cr　creatinine

（11．6±3．6mIU／ml）was　significantly　lower　than

that　in　the　group　with　normal　ovulatory　cycles（

P〈0．01）．In　case　of　the　mean　MHPG　level，　the

mean　value　in　the　group　with　PCOS（5，29±2．05ng／

ml）was　significantly　higher　than　that　in　the　group

with　normal　ovulatory　cycles．

　　Changes　in　gonadotropins（LH，　FSH）and　cate・

cholamine　metabolites（MHPG，　DOPAC）in
those　with　normal　ovulatory　cycles　are　shown　at

Fig．1．　LH　level　showed　a　peak　after　48　hours　with

estrogen　administration　and　the　urinary　DOPAC

level　showed　a　peak　after　24　hours．　But，　there　was

no　significant　change　in　gonadotropins　（LH，

FSH），　plasma　DOPAC　or　urinary　catecholamine

metabolites（MHPG，　DOPAC）．　The　MHPG　Ievel

at　24　hours　after　estrogen　injectior1（3。95±1．41ng／

ml）was　significantly　higher　than　the　mean　basal

MHPG　leve1（2．53±0．71ng／ml）（P〈0．01）and’the

MHPG　level　of　48　hours（430±0．71ng／m1）was

significantly　higher　than　the　mean　basal　MHPG

level（P＜0．01）．

　　Changes　in　gonadotropins　and　catecholamine

metabolites　of　PCOS　are　shown　at　Fig．2．　The　LH

level　was　the　lowest　at　24　hours　after　estrogen

administration　and　a　peak　occurred　within　48

hours．　Plasma　MHPG　levels　were　of　a　decreasing

type　and　the　urinary　DOPAC　level　showed　a　peak

within　24　hours．　There　were　no　significant

changes　in　gonadotropins　or　catecholamine

metabolites（blood，　urine），　Changes　in　those　with

asecondary　amenorrhea　of　l　st　grade　are　shown

at　Fig．3．　LH　was　at　the　lowest　level　at　24　hours

after　estrogen　administration　and　the　highest

level　was　seen　at　72　hours．　Urinary　DOPAC　level

showed　a　peak　within　24　hours．　There　was　no

＊　＊

MHPGtcr
D◎PAC／cr
［り91mg］

OMHpa
　　　　　lo
●DOPAC

怖一一一〇　24　4B　T2　（hour5）

　　　　＊PくO，Ol

OMHPG！cr

●D◎PACIcr

囲
翻一一一〇244S　72　Cheurs）

Fig．1．　Changes　in　LH，　FSH，　MHPG　and　DOPAC　in

　　　　　blood　and　MHPG　and　DOPAC　in　urine　after

　　　　　estrogen　injection　to　women　with　normal

　　　　　OVUIatOry　CyCleS

　LH
　FSH
［mru／ml］

100

50

0

OしH

■FSH

MHPG
DOPAC

［nglmt］

6

4

2

ゆ一一「－r　　　　　　o
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［四’mg1

10
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Fr＿－rr　　　　　　O
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幽0244S　72（ho“es）

Fig．2．　Changes　in　LH，　FSH，　MHPG　and　DOPAC　in

　　　　　blood　and　MHPG　and　DOPAC　in　urine　after

　　　　　estrogen　injection　to　women　with　polycystic

　　　　　ovary　syndrome

　LH
　FSH
【m：U！ml】

100

50

OLH
●FSH

MHPG
DOPAC
lngtml〕
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0　2448了2　（ho髄r6〕
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OMHPG
　　　　　10
●DOPAC

〆
　0　24 q872 （hour5）

OMHPG／cr
■DOPAC／Cf

画　0　24　48　了2　（hour5）

Fig．3．　Changes　in　LH，　FSH，　MHPG　and　DOPAC　in

　　　　　blood　and　MHPG　and　DOPAC　in　urine　after

　　　　　estrogen　injection　to　women　with　secondary

　　　　　amenorrhea　of　l　st　grade



4　（4）
CATECHOLAMINES　AND　GONADOTROPIN　SECRETION

significant　change　in　gonadotropins　or　cate－

cholamine　metabolites（blood，　urine），　Changes　in

those　with　a　secondary　amenorrhea　of　2　nd　grade

are　shown　at　Fig．4．　The　LH　level　was　lower　and

the　peak　was　seen　72　hours　after　estrogen　injec－

tion．　The　urinary　DOPAC　level　showed　a　peak

within　24　hours．　There　was　no　significant　change

ln　gonadotropins　or　catecholamine　metabolites（

blood，　urine）．　Changes　in　case　of　an　anovulatory

cycle　are　shown　at　Fig．5．　The　LH　level　showed　a

peak　48　hours　after　estrogen　injection．　The

plasma　MHPG　level　showed　the　peak　at　24　hours

and　urinary　DOPAC　peaked　within　24　hours．

There　was　no　significant　change　in　gonadotropins

or　catecholamine　metabolites（blood，　urine）．

Discussion

　　Our　data　suggest　that　catecholamines　may

possibly　correlate　with　gonadotropin　secretion　in

women．　In　l952，　Sawyer旦）　found　that　the

lntraventricular　injection　of　50μg　of　either　epine－

phrine　or　norepinephrine　induced　ovulation　in　4／

10estrogen－primed　rabbits．　Negro－Vilar　et　a1．3）

reported　that　LH－RH　terminals　in　the　median

emmence　are　sensltlve　to　the　stimulatory　actioll

of　both　epinephrine　and　dopamine　and　both

amines　may　play　a　modulatory　role　in　LH－RH

release　from　this　structure．　Schneider　and

McCann　suggested　that　dopamine　may　play　the

role　of　a　transmitter　to　promote　the　release　of　the

LH　releasing　factor　9）．　However，　it　was　reported

that　in　adult　ovariectomized　rats，　norepinephrine

may　be　an　excitatory　neurotransmitter　in　the

modulation　of　episodic　LH　secretion　lo）．

　　Kato　2）reported　that　oestradiol　receptors　were

predorninantly　localized　in　the　preoptic・anterior

hypothalamic　region　and　in　the　median　eminence．

Kelly　et　al．11）reported　that　preopticseptal　neur－

ons　had　a　differential　sensitivity　to　microelectro－

phoresed　estrogen　during　the　estrous　cycle．　With

regard　to　changes　in　catecholamines　and　estrogen

positive　feedback　mechanisms（Premarin　test），

we　determined　the　levels　of　gonadotropins（LH，

FSH）in　serum　and　catecholamine　metabolites，

MHPG　as　a　marker　of　adrenergic　activity　and

DOPAC　of　dopaminergic　activity，　in　plasma　and

urine．　The　mean　values　of　LH　and　MHPG　in

日不妊会誌　33巻1号

blood　before　estrogen　adnユillistration　ill　case　of

polycystic　ovary　syndrome　showed　a　statistically

high　significance　compared　to　levels　in　those　with

anormal　ovulatory　cycle．　Polycystic　ovary　syn－

drome　has　features　of　high　levels　of　LH，　Iow　to

normal　levels　of　FSH　and　abnormal　LII／FSH

ratio　l2｝．　In　the　present　study，　LH　and　MHPG

levels　in　blood　were　significantly　higher　than　in

those　with　a　normal　ovulatory　cycles．　Thus，　there

may　be　a　correlation　between　the　high　LH　level

and　adrenergic　activity　in　case　of　polycystic

ovary　syndrome．

　　With　regard　to　changes　in　gonadotropins　and

catecholamine　metabolites，　the　ratios　of

ganadotropins（LH，　FSH）after　the　administra一

　しH
　FSH
［mlUimt｝

100

50

0

：竃H

MHPG
DOPAC

［ng／rnl］

6

4

　　　　　　　　　　2

辺
・一一一一一r　　　　　　o

o　24　48　72　（♪1eu「5）
恥

OMHPG
●DOPAC

0　24　48　72　（heur匿）

MHPGicr
DOPACXer
［P9／mg］

10

5

o

・つMHPG／cr

●DOPAC’cr

域0　24 48 了2　（hOUrS）

Fig．4．　Changes　in　LH，　FSH，　MHPG　and　DOPAC　in

　　．　blood　and　MHPG　and　DOPAC　in　urine　after

　　　　　estrogen　lnlectlon　to　women　with　secondary

　　　　　amenorrhea　of　2nd　grade

　しH
　FSH
lmエU！ml】

100 OLH
●FSH

5°

訥

MHPG
DOPAC

［ng／m］］

4

2

騨「一一r－r－r　　　　　　o

O244e　12（hours＞

MHPGter
COPACtcr
［P9／mg］

OMHPG　　　10

●DOPAC

㎞

5

r－r－－r－「　　　　　　O

o2448　T　2　Uiours）

OMHPG／Ct

■DOPAC’Cr

裡D294872（hours）

Fig，5．　Changes　in　LH，　FSH，　MHPG　and　DOPAC　in

　　　　　blood　and　MHPG　and　DOPAC　ill　urine　after

　　　　　estrogen　ln〕ectlon　to　women　with
　　　　　anOvulatOry　CyCleS

、



L

r

t

†

T

昭和63年1月1日

≒峯。

3

2

1

o

・ d
ノ

ノ

’

⊆〉一・O

　0　2448了2
nOtma［
o》uIatory
cycSe

一 LH
－一一一 FSH

K．YOSHINO　et　al．

戦く暑
　　　　　　踵トー」」一「ム

　　　　　　　　　－－　　　　　0　24　48　丁2　0　2く　48　72　 0　24　48　72　0　24　48　72　（ho凹tS）

P。ly・yst1C　sec・［tiary　se・。・da・y　an°vu「a亀゜「y
。V邑ry　　　a而en。trinea　amen。rrhea　cy。1。
sンrtdtom己　　　　1　st　gr邑dc　　　　　2　nd　gt己de

Fig．6．　Changes　of　the　rate　in　the　levels　of　serum　LH

　　　　　and　FSH　in　various　clinical　status

MHPG
DOPAC
3

2

1

o

Fig．

＿MHPG
．邑一一 DOPAG

》ね／知島

r－■〒■一一r甲■r　　　r－■r－■－r一一r　　　F■－F－一？一■r　　　r－一「■■■r－■「　　　r－T－－m

D　24　48　72　0　24　48　72　0　24　4B了2　0　24　48　T2　 0　24　48　丁2（howrs）

　　　　　　　P。ly・ystic　5・・。・da・y　sec。・da・v　己n°vulat°「ynOtmal
雛ll皇・…　瀦．．c宇霊’識eヨ茎略宅n識陰己C・d°

7．Changes　Qf　the　rate　in　levels　of　plasma

MHPG　and　DOPAC　in　various　clinical　status

MHPG／cr
DOPAC／cr

6

4

2

o

曾

5

t

一
　

MHPG／cr
－一曹 　DOPAG／cr

　　　　　　　累

　　　　　　　lll

　　　　　　ノ・，　　　良
　　　　　　「　　　　圏　　　　　　　　　　　　　　　ρ凸11

　　　　　　コ　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　L
　　　　　　コ　　　　　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　ナ　　　　し　　　　　コ
　　　　　　l　ll，　　　』！

　　　　　　　　L．一

　　　　　G123。123。1230123　　　　　　　ンじ　　　　ユを　ondarソ　secan　ユ　プ

翻…　淵＿嬬コ：霊¢a茎¶亀n識“

只・ロ

t　　　　　　　、

b

ヤ　　　　　（d●ゴ5｝
0　1　2　3
肌ovω己【ory

cycle
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　　　　　MHPG　and　DOPAC　in　various　clinical　status

tion　of　estrogen　are　shown　at　Fig．6and　cate－

cholamine　metabolites（MHPG，　DOPAC）in
plasma　at　Fig．7．　There　was　a　peak　of　LH　Ievel　in

each　group，　but　no　significant　change　was　recog－

nized　and　there　was　no　remarkable　change　in

（5）5

FSH　levels．　The　rations　of　MHPG　in　plasma

showed　a　significallt　increase　at　24　and　48　hours

after　estrogen　administration，　in　those　with　nor－

mal　ovulatory　cycles。　But，　there　was　no　signifi－

cant　change　in　the　groups　with　ovulatory　dis－

orders，　and　no　remarkable　change　with　DOPAC

levels　in　plasma　in　case　of　normal　and　abnormal

ovulatory　cycles。　The　ratios　of　catecholamine

metabolites（MHPG，　DOPAC）in　urine　are　shown

at　Fig．8．　There　was　no　remarkable　change　in

adrenergic　activity　in　the　urine，　but　the　ratios　of

urinary　DOPAC　levels　of　each　group　showed　a

peak　24　hours　after　estrogen　injection・　In　the

blood，　there　may　be　a　relationship　between

gonadotropins　and　catecholamines，　especially

adrenergic　activity　after　estrogen　injection　and

the　reaction　of　catecholamines　differed　in　each

group　with　ovulatory　disorders．　In　the　urine，　there

was　the　same　reaction　of　dopaminergic　activity　in

each　group　with　normal　and　abnormal　ovulatory

cycles．

　　As　we　found　a　significant　change　in　adrenergic

activity　in　plasma　in　those　with　normal　ovulatory

cycles　at　estrogen　positive　feedback　mechanisms

and　in　urine　the　same　reaction　in　dopaminergic

activity　in　each　group　with　normal　and　abnormal

ovulatory　cycles，　we　interpret　these　findings　to

mean　that　catecholamines　may　possibly　influence

gonadotropin　secretion，　in　vivo，
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Estrogen　Positive　Feedback機構におけ

るCatecholamineとGonadotropin分泌
　　　　　　　　　　　　　　　について

　　　　　島根医科大学医学部産科婦人科学教室

（主任：北尾学教授）

吉野和男，高橋健太郎，北尾学

　　in　vivoでのgonadotropin分泌とcatechoユamine
との関係を調べる為に，estrogen　positive　feedback機

構において，血漿中及び尿中のcatecholamineの変化

を調べた．測定したgonadotropinは血清中のLH，

FSHであt）血漿中及び尿中のcatecholamine代謝産

物としてMHPG，　DOPACを測定した．45名の婦人を

対象とし，そのうちわけは正常月経周期20名，多嚢胞

性卵巣症候郡10名，第1度無月経5名，第2度無月経

5名，無排卵周期性5名である．estrogenを静注し，

その投与前，24，48，72時間後に採血，採尿した．

estrogen投与前の値では，多嚢胞性卵巣症候群のLH，

MHPGが正常月経周期よりも有意な高仇を示した．．IE

常月経周期でMHPGがestrogen投与24，48時間後
に有意な高値を示した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年4月19「D
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　Abstract：The　twenty－four　hour（h）secretory　pattern　of　estradiol（E2）was　examined　in　8

hyperprolactinemic　women　with　pituitary　microadenoma．　In　50f　8　hyperprolactinemic　women，

Iow　serum　E、　levels　were　discernible　for　intervals　of　4　to　lO　h．　In　the　other　3　hyperprolactinemic

women，　prolonged　periods　of　low　E2　secretion　were　not　evident．　The　24－h　mean　LH　concentra－

tions　were　significantly　Iower　in　the　hyperprolactinemic　women　with　episodes　of　low　E2　secretion，

but　not　in　those　without　prolonged　periods　of　low　E2　secretion，　compared　to　normal　women．

Thus，　patients　with　episodes　of　low　E2　secretion　were　associated　with　more　severe

hypogonadotropinism　compared　to　those　without　episodes　of　low　E2　secretion．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil。　Steril．33（1），7－10，1988）

Introduetion

　　Hyperprolactinemia　is　frequently　associated

with　amenorrhea．　The　mechanism　whereby　hyper－

prolactinemia　causes　amenorrhea　is　still　unclear・

One　possible　mechanism　of　amenorrhea　is　that　of

adirect　inhibitory　effect　of　prolactin（PRL）on

ovarian　follicular　development　and　steroidoge－

nesis1）．　Another　proposed　mechanism　is　abnormal

gonadotropin　secretion2）．　Twenty－four　hour（h）

secretory　pattern　of　luteinizing　hormone（LH）has

previously　been　studied　in　hyperprolactinemic

women．　Hyperprolactinemic　women　apPear　to

have　a　heterogeneous　pattern　of　LH　secretion，

Although　Klibanski　et　al3）．　found　LH　secretory

patterns　comparable　to　those　of　normal　women　in

the　early　follicular　phase　in　many　hyper－

prolactinemic　women，　Sauder　et　al4）．　found　pro・

longed　periods　of　low　plasma　LH　concentratlons

in　such　patients．　Consequently，　the　secretory　pat－

tern　of　LH　may　be　abnormal　in　some　hyper一

prolactinemic　women．　The　abnormal　LH　secre－

tory　pattern　may　cause　abnormal　secretory　pat－

tern　of　estrogen．　However，　the　secretory　pattern

of　estrogen　has　not　heretofore　been　evaluated　for

24hin　hyperprolactinemic　women．　In　order　to

obtain　further　insight　into　the　pituitary－ovarlan

interaction　in　such　patients，　we　studied　24－h

secretory　patterns　of　LH　and　estradiol（E2）in

hyperprolactinemic　women　with　pltultary　m1－

croadenoma．

Materials　and　Methods

　The　subjects　of　this　study　were　4　normal

women　during　the　early　follicular　phase　and　8

hyperprolactinemic・amenorrheic　women　with

pituitary　microadenoma（Table　1）．　Hourly　blood

samples　were　acquired　from　each　subject　for　24　h

through　an　indwelling　catheter　placed　in　a　wrist

vein．　During　this　study，　activity　was　restricted　to

the　patient’s　room，　Serum　PRL．　LH，　follicle　stimu・

1ating　hormone（FSH）and　E2　concentrations　were
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measured　by　radioimmunoassay　as　previously

described5）．　LH　and　FSH　concentrations　were

expressed　in　terms　of　＃g　of　LER　907　per　liter．　The

within－and　between－assay　coefficients　of　varia－

tion　were　less　than　10％in　each　assay．　All　samples

from　each　24　h　study　were　simultaneously　as－

sayed．　Statistical　analyses　were　performed　using

analysis　of　variance，　regression　analysis　and　Stu・

dent’s　test．

Results

ミ
ろ
∈

a

125

100

ア5

50

25

0

1・btW“。一．Uf。－e

200

fOO

ロo
．ロ

℃

L一
ω
四

75

50

25

0

0

　　Serum　LH　and　E21evels　were　not　significantly

related　to　time　of　day　in　normal　women（data　not

shown）．　In　50f　8　hyperprolactinemic　women，10w

levels　of　serum　E2　were　discernible　for　intervals

of　4　to　10　h（Fig．1）．　Serum　E2　concentration　was

considered　low，　if　it　was　less　than　58．6　pmole／1，

one　third　of　the　24－h　mean　E2　concetration　in

normal　women．　Such　prolonged　periods　of　low　E2

secretion　were　not　found　in　normal　women（data

no　shown）．　These　periods　of　low　E2　secretion
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Fig．1。　The　individual　patterns　of　serum　estradiol

　　　　　（●）and　LH（0）1evels　during　a　24－hperiod

　　　　　il18hyperprolactinemic　women　with　pitui－

　　　　　tary　microadenoma．　In　5　0f　8　hyper・

　　　　　prolactinemic　women，　prolonged　periods　of

　　　　　low　estradiol　secretion　were　discernible（1eft

　　　　　panel）．　In　the　other　3　hyperprolactinemic

　　　　　women，　pro】onged　periods　of　low　estradiol

　　　　　secretion　were　not　evident（right　panel）．
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occurred　during　the　night　in　all　5　patients　and

during　the　day　time　in　20f　them．　In　these　5

patients　with　prolonged　periods　of　low　E2　secre・

tion，　serum　E21evels　were　significantly（p＜0．05）

related　to　time　of　day（Fig．2）．　In　the　remaining　3

hyperprolactinemic　women，　prolonged　periods　of

low　E2　secretion　were　not　evident，　though　epi－

sodic　fluctuations　of　serum　E2　were　found（Fig．1），

In　these　3　patients，　serum　E21evels　were　not

significantly　related　to　time　of　day（Fig．，2）．　In

both　groups　of　hyperprolactinemic　women，　serum

LH　levels　were　not　significantly　related　to　time　of

day，　and　serum　E21evels　did　not　correlate　with

LH，　FSH　or　PRL　levels．　The　24－hmean　concen－

trations　of　LH　and　E2　were　significantly　lower　in

hyperprolactinemic　women　with　prolonged
periods　of　low　E2　secretion，　but　not　in　those

without　periods　of　low　E2　secretion，　compared　to

normal　women（Table　1）．　The　24－h　mean　FSH

concentrations　in　hyperprolactinemic　women

were　not　significantly　different　from　those　in

T
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Fig．2．　The　mean（±SE）serum　estradiol　concentra－

　　　　　tions　in　hyperprolactinemic　women　with（

　　　　　upPer　panel）and　without（lower　panel）

　　　　　episodes　of　low　estradiol　secretion　are　plot・

　　　　　ted　vs　time　of　day．

（9）9

normal　women．

Discussion

　　Serum　E2　1evels　fluctuated　in　hyper－

prolactinemic　women．　This　is　not　an　unexpected

finding　since　circulating　levels　of　E2　were　report・

Table　1．

ed　to　fluctuate　markedly　in　normal　women6）．

Prolonged　periods　of　low　E2　secretion　were　found

in　50f　8　hyperprolactinemic　women，　but　not　in　the

other　3　hyperprolactinemic　women．　Prolonged

periods　of　low　LH　secretion　were　observed　in

hyperprolactinemic　women　by　Sauder　et　a14）．

However，　the　episodes　of　low　E2　secretion　were

not　associated　with　low　LH　secretion．　Nonethe－

less，　it　cannot　be　ruled　out　that　abnormal　patterns

of　LH　secretion　may　be　responsible　for　the　epi－

sodes　of　low　E2　secretion　since　hourly　blood　sam－

pling　prevents　precise　evaluation　of　pulsatile　LH

secretion．　Furthermore，　there　may　be　a　lag　time　in

the　ovarian　response　to　changes　in　circulating　LH

levels．　Alternatively，　the　episodes　of　low　E2　secre・

tion　may　be　due　to　a　direct　inhibitory　effect　of

PRL　on　ovarian　steroidogenesis．　However，　serum

E21evels　did　not　correlate　with　PRL　levels．

Another　possible　mechanism　may　be　intermittent

ovarian　refractoriness　to　LH　stimulation．　How－

ever，　experimental　data　to　supPort　this　contention

are　lacking．　Although　serum　E21evels　were　sin，

ginificantly　related　to　time　of　day　in　hyper－

prolactinemic　women　who　showed　episodes　of

low　E2　secretion，　these　periods　of　low　E2　secretion

occurred　both　during　the　day　time　and　night．

Therefore，　it　is　not　certain　whether　E2　secretion

in　these　patients　is　entrained　to　the　natural　light－

dark　cycle．　The　reason　for　the　two　different

patterns　of　E2　secretion　in　hyperprolactinemic

women　is　unclear，　The　24－hmean　LH　concentra－

tions　were　significantly　lower　in　the　patients　Wlth

episodes　of　low　E2　secretion，　but　not　in　those

without　prolonged　periods　of　low　E2　secretion，

compared　to　normal　women，　though　the　24－h

The　24－h　mean（±SE）concentrations　of　PRL，　LH，　FSH　and　estradiol　in　normal　women

and　hyperprolactinemic　women　with　pituitary　microadenoma（prolactinoma）

PRL（μg／1） LH（μg／1） FSH（μg／1） estradiol（pmol／1）

Prolactinoma　with　prolonged
periods　of　low　estradiol

secretion（n＝5）

Prolactinoma　without
prolonged　periods　of　low
estradiol　secretion（n＝3）

Normal　women（n＝4）

92．8±28．1＊

161．7±35．6‡

11．2＋3．1

52．8±10．7＊

73．5±17．0

97，0±4．8

262．4±56．4

304．0±74．1

297．4±56．9

59．1±4．8＊＊

117．8＋28．6

175．8＋25．7

　＊p〈0．05vs　normal　women．

＊＊p＜0．01vs　normal　women．
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mean　PRL　and　FSH　concentrations　were　not

significantly　different　in　the　2　groups　of　hyper－

prolactinemic　women．　Therefore，　patients　with

episodes　of　low　Ez　secretion　were　associated　with

more　severe　hypogonadotropinism　compared　to

patients　without　episodes　of　low　E2　secretion．　The

differnce　in　the　degree　of　hypogonadotropinism

may　account　for　the　different　patterns　of　E2　secre－

tion．

　　　amenorrhoeic　patients　with　and　without　hyper－

　　　prolactinemia．　Acta　Endocrinol．，101：166，1982．

6）Alford，　F．　P．，　Baker，　H，　G．，　Burger，　H．　G．，　de

　　　Kretser，　D．　M。　Hudson，　B．，　Johns，　M．　W．，

　　　Masterton，　J．　P．，　Patel，　Y。　C．　and　Rennie，　G，　C．：

　　Temporal　patterns　of　integrated　plasma　hor－

　　mone　Ievels　during　sleep　and　wakefulness．　II．

　　follicle　stimulating　hormone，　Iuteiniz1ng　hor－

　　mone，　testosterone　and　estradiol．　J，　Clin．　Endo．

　　crinoL　Metab．，37：848，1973．
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＆フロラクチン血症性無月経婦人

　　におけるエストラジオールの

　　　　　　　日内分泌パターン

防衛医科大学校産科婦人科学教室

　　関克義，加藤宏一

　　8名の下垂体microadenomaを有する高プロラクチ

ン血症性無月経婦人において，エストラジオールの日

内分泌パターンを検討した，8名中5名の患者におい

て，血中エストラジオールは長時間（4－10時間）低

値を示した．他の3名の患者において，長時間のエス

トラジオールの分泌低下は認められなかった．長時間

エストラジオールの分泌低下が認められなかった患者

の血中LHの24時間平均値は正常婦人（卵胞期初期）

と同様であったが，長時間エストラジオールの分泌低

下が認められた患者の血中LHの24時間平均値は正常
婦人と比較して低かった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年3月3日）
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　Gn－RHをpulsatileに投与しての排卵誘発法がおこなわれているが投与間隔等は報告者により異な

り一定していない．我々はGn－RHのpulsatileな投与における至適間隔を求めるため正常月経周期症

例及びPCOで血中gonadotropinを連続測定しLHの分泌周期を求めた．　L　Hは，正常周期卵胞期例

では120　一一　150分周期でPCOでは60　・一　90分間隔で分泌されていた．またGn－RHをpulsatileに投

与して排卵誘発を試みた．Gn－RHを120分間隔で投与し排卵誘発に成功した症例ではgonadotropin，

Estradiol，　Progesteroneは正常周期症例と同様な変化を示した。90分間隔で投与した症例の中には

PCOと類似して頸管粘液が良好になったのに排卵が遅延した症例を認めた．これらのことから排卵

誘発法としてのGn－RHの投与間隔は120分が至適であることが示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．33（1），11　16，1988）

はじめに

　排卵誘発法には種々の方法があるが排卵率，副作

用としての多胎妊娠や頸管粘液不全などの問題があ

り不妊症の治療法としてかならずしも満足すべき結

果は得られていない．

　近年，Gonadotropin－Releasing　HQrmone（Gn－

RH）をpulsatileに投与して，良好な排卵誘発を得

たという報告がなされはじめている1’3）．

　しかし，Gn－RHの投与間隔，一回投与量，投与

方法については報告者により色々で一定していない．

　そこで今回我々はGn－RHの：適正な投与間隔を求

めるため正常及び異常性周期婦入の末梢血中LH及

びFSHを測定し，それらの分泌パターンを検討し

た．また，その結果より種々の月経異常にたいして

Gn－RHを投与し排卵誘発を試みた．

対象及び方法

　当科不妊外来に通院中の患者のうち，正常月経周

期症例6例，異常月経周期症例18例〔Polycystic

ovary　syndrome（PCO）症例3例，無排卵周期症

5例，稀発月経5例，続発性無月経5例〕の計24例

を対象にした．

　正常月経周期症例とは基礎体温が2相性を示すも

のとした．

　①Gn－RH非投与時の末梢血中LH，FSHの測
定は正常月経周期症例及びPCO症例についておこ

なった．入院安静状態で上腕にベニューラ針を留置
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し，午前7時もしくは午前9時より6－一　16時間にわ

たり10分又は20分間隔で採血した．各hormoneの

測定は各々のRIキット（第1ラジオアイソトープ

研究所）を用いておこなった．

　②PCOを除く異常月経周期症例にGn－RHを
pulsatileに投与した．月経5日目の午前7時から午

後11時まで，又は24時間連続に，1回量2．5　一一　10　Pt　g

を，経静脈的に，排卵又は次回月経まで投与した．

　投与ポンプは自治医大産婦人科より提供された手

動式ポンプとニプロ社製の自動注入ポンプ（SP－31＞

を用いた．

　Gn－RH投与期間中の血中LH，　FSH，
Estradiol（E，）およびProgesterone（Prog）は数

日毎に，午前中Gn－RH投与直前に採血して測定

した。また，症例によっては午前9時から5　・一　14時

間にわたり，10～20分毎に各Hormoneを測定した．

　③排卵の有無は血中Prog，基礎体温，超音波断層

法にて判定した．

　④LH，　FSHのpulseの判定は平均値から5
mIU／ml以上増加したものとした．

結　　果

　①正常月経周期例及びPCO症例でのLH，　FSH

の分泌パターン

　正常月経周期例の卵胞期（月経8日目）に，午前

9時から午後3時まで10分毎に測定したLH及び

FSHの分泌パターンの1例を図1に示す．　LH
は120～150分周期でpulsatileに分泌されていたが，

FSHではLHほど明確なpulsatileな分泌パターン

は認められなかった．なお，この症例はこの周期に

LH，FSH
mlU／m

　　30

図1

20

10

．rlgll“一一’XA－一．／AVNv．．・v，．v，vt－v．．

qg　　　　　1．0　　　　　11　　　　　1．2　　　　　1．3　　　　　14　　　　　　15

00　　00　　00　　00　　00　　0b　　Oo

D8　　　　　　　　　　　　　TiME　OF　DAY

正常月経周期例での卵胞期（月経8日目）のLH，

FSHの末梢血中動態

日不妊会誌　33巻1号

自然妊娠が成立した．

　正常月経周期例の黄体期（図2）ではLHは8時

間の測定期間中に1度しかpeakを示さず，そのpul－

satileの周期は7時間以上と考えられた．　F　S　Hでは

pulsatileな分泌パターンは認めなかった．

　PCO症例で月経12日目及び月経13日目に午前

7時から午後11時まで20分毎に測定したLH及び

LH，FSH
mlU／m1

30

15

0

　　09　　　　　　　　　11　　　　　　　　13　　　　　　　　15　　　　　　　　　1フ
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図2　正常月経周期例での黄体期のLH，　FSHの末梢血

　　中動態
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図3　PCO症例でのLH，　FSHの末梢血中動態
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FSHの分泌パターンの1例を図3に示す．　LHは

正常月経周期例に比べbaseline値も高くamplitude

も高かった．また正常月経周期例と同様にpulsatile

に分泌されていたがpeakの間隔が60～90分と短い

のが特徴的であった．FSHは，正常月経周期例と

同様にpulsatileな分泌パターンは認めなかった．

　②PCOを除く異常月経周期例にGn－RHを投与

した場合のLH，　FSHの分泌パターン

　排卵が月経20日目以降の排卵性稀発月経で
Clomiphene投与でもdelayed　ovulationが改善しな

LH，FSH
mlU／ml

150

100

50

LH

詑・帰幅
FSH

幡　他 （13）13

ヘハ隔　画・へ八

2婁而冒而07

かった症例にGn－RHを投与した1例を示す．この

症例では月経9日目の午前7時から午後11時まで毎

日120分毎に経静脈的に一回量5μgずつ次回月経

まで連続投与した．図4は，月経9日目から月経13

日目までのLH，　FSHの分泌パターンを示す．図

5はその月経13日目のLHの分泌パターンを示した．

Gn－RH注入後20　・一　40分で，　L　Hは毎回peakを示

した．月経9日目から月経13日目のE2の変化を図6

に示す．夜間，Gn－RHの注入を中止してもE2の値

が下降しないことが示された．
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排卵性稀発月経例にGn－RHを120分間隔で1回量

5μgずつ投’j一したときの月経9日目から13日目ま

でのLH，　FSHの分泌バターン
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図5　排卵性稀発月経例にGn－RHを120分間隔で1回量

　　　5μgずつ投与したときのGnRHとLHの相関
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図7　排卵性稀発月経例にGn－RHを120分間隔で1回量
　　　5μgずつ投与した周期でのLH，　FSH，　E2，　Prog

　　　及び基礎体温の変動
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　この周期での，LH，　FSH，　E2，　Prog及び基礎

体温の経日的変化を図7に示した．LH　surgeは月経

14日目に起こり，FSHは卵胞期では排卵前2日目

まで下降し，その後上昇してLH　surgeと同時期に

spikeを形成していた．　E　2は排卵期にpeakを示し排

卵直後に低下し黄体期に再び高値を示した，Progは

排卵後より上昇しはじめ，排卵後9日目に9．7ng／m1

と最高値を示し，月経直前に下降した．基礎体温は

二相性を示し月経14日目に排卵を認めた．排卵は超

音波断層法でも確認した．

考　　案

　1967年にSchallyら4）によりブタ視床下部からG

n－RHが精製され，更に1971年にはその一次構造

が決定された5・6｝．Gn－RHの人手が可能になって以

来それを排卵誘発に用いる試みがなされた7・8｝．

　しかし，Gn－RHを少数回投与しただけではGn－

RHの半減期が数分と非常に短いために，有効な排卵

誘発法といえなかった9・1°）．また問脳を破壊したサル

での実験11・12）によってGn－RHの持続的な投与では

Gn－RHの生理的な分泌パターンであるpulsatileな

peakが得られないためgonadotropinの反応がdown

regulationを起こして低下することが証明された．

　1976年にde　la　Cruzら）3｝が婦人の末梢血中の

Gn－RHを測定しGn－RHがpulsatileに分泌され

ていることを発表した．それ以来，gonadotropinの

pulsatileな分泌を得るために自動もしくは手動ポン

プによv）　，　Gn－RHをpulsatileに投与し排卵誘発を

試みたという報告がなされはじめている1－3・14－18）．

　しかしそのpulsatileな投与法での投与周期につい

ては研究者により一定していない．Leyendeckerら1》

や正岡ら17）は90分毎に，Schoemakerら2），荒木ら3）

やCrowleyら’5）は120分毎に投与して排卵を誘発し

ている．またReidら16）は90分間隔及び120分間隔

の2種類の投与を行い各々排卵を認めている．

　Clarkeら19）はヒッジにおいて下垂体門脈血中Gn－

RHと末梢血中LHを同時に測定し，その相関を検討

した．その結果，ヒッジでは門脈血中Gn－RHは120

分周期で分泌され，それと同調して末梢血中LHが

増加していることを認めた，今回の我々の実験にお

いても図5に示すようにGn－RH投与による排卵誘

発例では外因性のGn－RHと末梢血中のLHに同調

性が認められたことから，ヒトにおいても下垂体門

脈血中Gn－RHと末梢血中LHは同調性を示すこと

が示唆された．正常月経周期でのGn－RHのpu1－

satileの間隔を求めるためGn－RHの指標として末

梢血中のLHを測定した．
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　LH分泌は正常月経周期卵胞期では，120　一一　150分

間隔であった．これはYenら2°）が報告した1～2時

間，Soulesら21）が報告した卵胞期前期での100分よ

りは長かった．一方図3のように我々の実験では

PCO症例でのLH分泌間隔は60～100分であり，

これは4時間に3～5回のLHのpulseを認めた
Molloyら22）の報告とほぼおなじであった．

　また，Gn－RHを90分間隔で投与した場合，頸管

粘液の状態が，良好にはなったが，その状態が長く

続き排卵が遅延し，PCOと類似の症状を示した症

例も認められた．

　これらの事から我々はGn－RHの投与聞隔は，

、120～150分間隔が排卵誘発には生理的間隔であると

考えた．

　正常月経周期黄体期でのLHの分泌周期について，

Yenら2°｝は4時間，　Soulesら2Dは5．5時間と報告し

ている．我々の実験での7時間以上という間隔はこ

れらの報告よりは長かった．しかし，Soulesら21）は

20ng／ml以上の増加のあった“large　LH　pulse”は

10時間周期であるとのべており我々の実験結果はこ

れと類似していた．

　図4に示すようにGn－RHを120分毎に投与した

症例ではLHはGn－RHによく反応してpulsatileな

変動を示しているが，FSHははっきりとしたpeak

は認めなかった．

　Gn－RHを用いて，排卵誘発に成功した症例のL

H，FSH，　E2およびProgの月経周期での経日的

な変動は図7に示すごとくであった．月経14日目に

LHはsurgeを認めFSHはspikeを形成した．　E　2

は2峰性の変化を示し，Progは黄体期に9．7ng／mlと

高値をとり排卵のあったことを示した．このような

変化は正常月経周期婦人のhormoneの変動23｝と同様

であり，Gn－RHの120分間隔のpulsatile投与によ

る排卵誘発が生理的なものであることが示唆された．

　また図6に示したごとくE2がGn－RH投与を中止

した夜間では上昇しなかったことは，卵胞の発育に

はLHのpulstileな刺激が必要であることを示唆して

いると考えられた．

　今回は主にGn－RHの投与間隔について検討を加

えたが，一回投与量，投与方法についても種々の報

告があり一定していない．例えばGn－RHの1回投

与量についてはReidら16）は0．5～5μg，
Loucopoulosら14）や正岡ら18〕は2～20μg，荒木ら3）

は5μg，Leyendeckerら1）は10　一一　15　ptg，　Crowley

ら15）は25ng／mlである，また，投与方法についても

静脈内投与1－3・18）が多く，Reidら16）は静脈内投与と皮

下投与法の両方をおこない静脈投与でのみ排卵を認
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めている．しかしCrowleyら15）やHurleyら17）のよ

う皮下投与で排卵，妊娠に成功した例も報告されて

おり一定した見解は得られていない．夜間のGn－RH

投与についても，自動ポンプにて夜間も投与を続け

る例1・14－18｝が多いが，Schoemakerら2）や荒木ら3）のよ

うに夜間投与を中止しても十分な排卵成績を得てい

る報告もあり結論はでていない．今後さらに投与間

隔，投与量，投与方法などについて詳細な検討が必

要と思われる．

　本論文要旨は第29回不妊学会総会（東京，1984），

第11回世界産婦人科会議（西ドイツ，1985）で報告

した．
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Induction　of　ovulation　with　pulsatile

　　gonadotropin－releasing　hormone

（1）Studies　on　pulsatile　frequency　in

　　　　　　Gn－RH　administration

　　　　　　　正Iiroshi　Hata，　Miho　Fujii，

　　　Toshiaki　Endo，　Yasuharu　Shimoya，

Shoichi　Tanaka　and　Masayoshi　Hashimoto
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　　Ovulation　induction　with　pulsatile　administration

of　Gn－RH　has　been　recently　reported．　However，

there　exists　many　Gn－RH　pulsatile　administration

methods　with　different　frequencies，　routes　of　injec－

tion，　dosages，　etc．

　　In　an　attempt　to　establish　criteria　for　the　fre－

quency　of　Gn－RH　administration，　we　carried　out　a

continuous　measurement　of　serum　gonadotropin　in

the　normal　menstrual　cycle　of　women　and　PCO．

　　The　periodicity　of　LH　secretion　was　120－150

mmutes　during　the　follicular　phase　in　the　normal

menstrual　cycle　of　women　and　60－90　minutes　in

PCO．

　　We　induced　ovulation　with　Gn－RH　pulsatile

administration　for　various　ovulatory　disorders．　In

the　cases　of　ovulation，　the　patients　were　induced

with　Gn－RH　administration　per　pulse　every　120

mlnutes　and　serum　Gn，　E2，　prog　had　the　same

pattern　as　the　normal　menses　cycle　of　women．　We

observed　some　cases，　that　had　an　induced　ovulation

with　Gn－RH　pulsatile　administration　at　a　90

mmute　Interval・　ln　these　cases　good　cervical　mucus

was　obtained　but　ovulations　were　late　in　the　same

manner　as　PCO．

　　We　considered　that　a　120　minute　interval　dis－

played　the　best　periodicity　for　Gn－RH　administla－

tion．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年2月18日）
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　卵巣機能障害を原因とする不妊症婦人76例に対し，甲状腺ホルモンT3およびT、を測定し，かつT

RH負荷テストによるTSHとPRLの反応1生を検討した．卵巣機能正常群と比べて，卵巣機能障害

群ではT3およびT，には差異は認められなかったが，TSHはTRH負荷前後とも値が高く，この傾向

はPCO症候群において最も著明であった．　P　R　L値は基礎値，負荷後値ともhypogonadotropinism

のみで有意に低く，対照的な成績を示した．この事から，一般に卵巣機能障害例では，視床下部レベ

ルでのTRHの値が高く，ひいては潜在性の甲状腺能力低下症例が多く含まれる事が推測された．こ

の事はPCO症候群などの原因にも関係すると思われ，視床下部ではdopamineのみならず，甲状腺

機能低下などによるTRHの変化も考慮に入れる必要がある事が示唆された．　TRH負荷テストによ

りTSHとPRL値の変動を観察する事は，甲状腺機能の詳細な検討が可能となるだけでなく，視床

下部機能の解析を通して卯巣機能障害の原因を解明する一助となる意味で極めて有用と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．33（1），17－21，1988）

緒　　言

　近年，prolactin（PRL）が視床ド部一下垂体一

卵巣機能と密接な関係を有する事が明らかとなり，

PRLの動態をthyrotropin　releasing　hormone（T

RH）負荷試験により解析する事が不妊症治療など

で行なわれ，bromocriptin（BC）の投与決定に重

要な情報が得られている2）．が，TRH負荷試験によ

りthyroid　stimulating　hormone（TSH）を解析す

る事により甲状腺機能を詳細に見る事は婦人科領域

では一般的でなく，卵巣機能障害例での解析は余り

見られない．

　甲状腺機能が1生腺機能と密接な関係にある事は良

く知られており，甲状腺機能低下時には，無月経お

よび希発月経などが起こる事が報告されている9｝．こ

の事から卵巣機能障害例には甲状腺機能低下症，特

に潜在性の機能低下症が存在している可能性が否定

し難く，甲状腺機能の詳細な解析は不妊症治療など

では不可欠のものと言える．この意味で，甲状腺機

能の鋭敏な指標であるTSHを測定することは甲状

腺機能の詳細な解析が可能となるだけでなく，また

血中PRL値とTSH値の動態を比較検討する事に

より視床下部一下垂体の機能を推定出来る事も考え

られ，臨床上の重要な情報が得られる可能性が高い．

この様な見地から，76人の不妊症婦人を対照にTR

H負荷試験によるTSH動態をPRLと共に解析し，

卵巣機能障害例では一般にTSHの反応性が高く，

末梢性に甲状腺機能が低い事を疑わせる結果を得た

ので，考察を加え報告する．

対象と方法

　昭和60年4月より61年10までに挙児希望または

無月経などの月経異常を主訴として来院した23～35

歳の婦人の内，内分泌学的に検討が可能であった76

例を対象とした．T3またはT4のいずれかが低く，

hypothyroidismと診断出来た例，また基礎prolactin

（PRL）値が25ng／ml以上の例は今回の検討から

除外した．来院時前にクロミッドおよびgestagenな
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どの投薬を受けている例は，少なくとも4週間投薬

を中止した後にホルモン測定を行なった．基礎体温

（BBT）上，2相性の婦人は高温期の4～5日目に
血中progesterone（P），　estradiol（E，），　T3および

T、を測定し，無排卵例ではwithdrawal　bleedingを

起こさせた後に，E2，　testosteron（T），T3およびT，

を測定した．いずれもcycle　date　10日目にLH－R

H（第1製薬製）100μgおよびTRH（田辺製薬製）

250μgを静注し，負荷前，負荷後15分，30分および

60分の1utenizing　hormone（LH），　follicle－

stimulating　hormone（FSH），　P　R　LおよびTS

Hの測定を末梢静脈血で行なった．LH，　FSH，

TおよびPRLについては第1ラディオアイソトー

プ社製，E2およびPはCIS社製，T3，T，およびT

SHについては各々栄研社，トラベノール社および

ヘキスト社製のラジオイムノアッセイキットを用い

て行なった．結果はt検定により解析した．

結　　果

　症例は，Pの値によv）　，　P≧10　ng／mlで内分泌学

的に問題がないと考えられたA群，P＞10ng／mlでL

H－RH負荷試験でLHが正常域より高い反応を示

した，いわゆるhypergonadotropic　hypogonadism

（HGn＞のB群，　L　Hが正常域の反応を示すnor－

mogonadotropic　hypogonadism（NGn）のC群およ

び，LHが正常域より低い反応のhypogonadotropic

hypogonadism（LGn）のD群の4群に分類した．　L

H－RH試験の正常域は当院の正常値を用い，　LH

の基礎値5’－25mU／ml，　30分値60～140，および60

分値40～110とした．末梢血中T3およびT、値につい

ては表1にしめしたが，いずれも正常域内に入り，

Fig．1　　T3，　T，　varue　in　the　infertire　women
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FigユTSH　response　to　250μg　of　TRH．　Group　A：

　　Women　with　normal　menstrual　cycle。　Group　B：

　　hypergonadotropic　hypogonadism．　Group　C：

　　normogonadotropic　hypogonadism．　Gruop　D：

　　hypogonadotropic　hypogonadism．
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有意の変動が認められなかった．TSHの変動は表

2に示したが，P値が10　ng／ml以上で正常卵巣機能

を有すると考えられるA群と比して，卵巣機能に障

害を有する全ての群で負荷前値，負荷30分値および

60分値とも有意に上昇していた．この内，LH－R

H試験で正常域上限を超えるB群では，TRH負荷

後30分値が他の卵巣機能障害群より有意の上昇を示

し，反応が最も顕著であった．

　PRLは、全ての卵巣機能障害群においてTRH
負荷前値は比較的低いが，D群以外に有意の低下は

認められなかった．（表3）．負荷後PRL値も，同

様にD群に反応性の有意の低下を認めた．

　以上の如く，LH－RH負荷試験で過剰反応性を

示すB群で，TSHの反応が顕著であった為，この

群の代表的な疾患であるpolycystic　ovary　syndrome

（PCOS）について成績を表示したものが表4である．

PCOSの診断規準は，　LH／FSHが2を超え，　L

H－RH負荷試験で過剰反応を示すほか，血中T値

が0．6ng／mlを超える事の3点を満たすものとした．

TRH負荷後のTSHの反応がより顕著である事が

　　　Fig．2　　　　　TSH
μu！ml
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Fig2　PRL　response　to　250μg　of　TRH．　Groups，　A，　B，　C

　　and　D　are　the　same　in　fig、1．
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分かる．

考　　察

　甲状腺機能が卵巣機能と密接な関係を有する事は

古くから知られていたが，しかし，理論的な検索は

余り行なわれず，どのような機序で甲状腺ホルモン

が卵巣機能に影響を与えるかも解決されていない問

題が多い．

　一般に，甲状腺機能低下例では，ゴナドトロピン

レベルと性ステロイドレベルの双方が低下し，いわ

ゆるhypogonadotropic　hypogonadismの状態とな

る事が言われている4）．しかし，臨床症状が明らかで

なくT3およびT、の低下を認めない潜在性の甲状腺機

能低下症での報告は殆どみられず，この場合でも視

床下部性TRHの増加により高プロラクチン血症を

起こす事は想像に難くない．さらに高プロラクチン

血症の場合では一般にLH－RHに対するLHの反
応性が高い事1）を考慮すれば，甲状腺低下症では一概

にLGnの形となるとは結論し難い．この様な観点

に立てば，卵巣機能障害例におけるTRH負荷によ

るTSHの動態を見る事による甲状腺機能の詳細な

検討は卵巣機能障害の原因を考える上で不可欠と言

Fig．4
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える．

　今回の検索により，一般に卵巣機能障害例では，

卯巣機能正常群と比較して末梢甲状腺ホルモンは若

干の低下傾向を認めたものの有意な変動が認められ

なかった．T、についての今回の成績は神経性食思不

振症などの無月経症では低いとする報告と矛盾す

るが3・1“），これは，今回の検討が，不妊を主訴とする

婦人を対象とし，神経性食思不振症が含まれていな

い為であろう．

　末梢甲状腺ホルモンには有意の変化がなかったが，

生体において甲状腺ホルモンの過不足を最も鋭敏に

反映するものはやはりTSH値およびTRH負荷後
のTSH値であり，この方法により甲状腺機能を解

析する事が最も妥当であろう．TRH250μg静注に

よるTRH負荷テストでのTSHの正常極大値の報

告はないが，TRH200μg負荷の報告を参考にすれ

ば負荷後30分値が極大で高々20μU程度と判断され

る8・12）．卵巣機能正常のA群と比較しても，卵巣機能

障害例でのTRHテストによるTSHの反応は，や
や高いと言わざるを得ない，

　一方のPRLについては逆にD群において有意に

減少し，BおよびC群では有意の変化を認めなかっ
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た．即ち，HGnのB群とLGnのD群が対照的な結

果となり，中間にNGnのC群が入ると言う興味深い

成績となり，卵巣機能障害を示す各群の原因が一元

的に解釈出来る事を疑わせる．以下推論を交えて考

察する．

　視床下部物質の内，TSH分泌を促進するものに

TRH，抑制するものにはsomatostatinおよび
dopamione（DA）があり，　P　R　L分泌を上昇させ

るものにserotoninおよびT　R　Hを抑制するものにD

Aおよびopioid　peptides13）がある．またestrogen（E）

はthyroxine　binding　globulinを増加させる事によ

りT3およびT、を上昇させ，視床下部一下垂体に働い

てPRLを上昇させ6），またTRHに対するTSHの
反応を上昇せしめる9）．従って，負荷前後のTSH値

の上昇を一元的に解釈するならば，視床下部におけ

るTRHの増加，　DAの減少または末梢Eの上昇と

解釈する他はない．しかし，今回の検討では，血中

E値はB群78．3pg／ml，　C群で91，4およびD群で

39．3と成り，卵巣機能正常のA群（154．3pg／ml）に

比べ有意に低下しており、Eの関与については否定

的である．またDAの減少と解釈するならば，　PR

Lの上昇がTSHより顕著であると推測され，今回

の成績とやや矛盾がある様に思われ，やはりTRH

の視床下部での上昇が一番疑わしい．従って，卯巣

機能障害群では一般的に視床下部でのTRHの増加，

つまり潜在性の末梢甲状腺機能低下がある事が強く

推測された．LGnのD群では，この状態にDAの増

加が加わったものと解釈する事が最も妥当ではない

かと思われる．

　TRH負荷後のTSHの反応性はHGnのD群の
内，PCO症候群において最も顕著である．　PCO

症候群の原因については未だ不明の点が多いが，視

床下部でのDAの低下とする説が強い．上述の如く，

今回の成績ではTSHの増加がPRLの上昇より顕

著である事から，PCO症候群の原因として，　DA

の減少だけでなくTRHの増加一ひいては潜在性の

甲状腺機能侭下症もやはり考慮に入れる必要があろ

う．この解釈は動物実験でも裏付けられ，抗甲状腺

剤投与ratにhCGを連日注射する事により，形態的

にまた内分泌学的にPCOに類似した状態を作り得

る事が知られており’°川，今回のヒトでの解析結果と

これらの動物実験の成績は良く符号する．これらを

考え伴わせれば，PCO症候群の基礎に甲状腺機能

低下があり，その結果として卵巣組織中の性ステロ

イド合成に異常を生じ，下垂体よりLH分泌が上昇

しPCO症候群に至ると言う仮説が提示可能ではな

いかと思われる．
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　以上の仮説は未だ例数も少なく，断定的な結論を

出すには至らないが，TRH負荷試験によりTSH

とPRLを同時に測定する事は視床下部機能のより

詳細な解析が可能となる事を示しており，不妊症婦

人の診断に当たってはgonadotropinのみならずTS

H，GHおよびACTHなどの解析を行なう事によ
り原因論にまでさかのぼれる可能性があろう。

　今回の解析により卵巣機能障害例，特にPCO症

候群では潜在性の甲状腺機能低下症がある事が示唆

された．この事から考えて，卵巣機能障建：例に甲状

腺ホルモンを投与する事は，従来∫われていた様に

決して否定的でなく，特にPCO症候群に対して試

みる必要があろう．甲状腺剤の投与一は乳汁漏出性無

月経5）および神経性食思不振症3〕などに有効とする報

告もあり，今後の発展が期待出来る．
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TSH　and　prolactin　response　to　TRH　in

the　patients　with　infertility　　a　sug－

gested　participation　of　latent　hypothyr－

oidism　in　the　pathogenesis　of　polycystic

ovary　syndrome　and　other　hormonal

disturbances　of　the　ovary．
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　　　Akira　Takenaka，　Jiroh　Matsumoto，

Kazuhiko　Kasahara　and　Yoshinobu　Yoshida

Department　of　Gynecology　and　Obstetrics，

　　Shiga　University　School　of　Medicine，

　　　　　　　　　　　　Shiga，　Japan

　TSH　and　PRL　response　to　250μg　of　TRH　injec－

tion　and　triiodothyronie（T3）and　thyroxine（T4）in

the　plasma　were　investigated　in　76　women　with

infertility　on　10th　day　of　the　menstrual　cycle．　T3

and　T4　showed　no　significant　differences　between

in　the　women　with　normal　menstrual　cycle　and

these　with　infertility．　However，　TSH　concentration

in　the　plasma，　a　sensitive　indicator　of　thyroid　func－

tion，　significantly　increased　before　and　after　TRH

loading　in　the　infertile　women，　especially　in　those

with　polycystic　ovary　syndrome（PCOS）．　On　the

contrary，　PRL　contents　before　and　after　TRH　injec・

tion　reduced　in　hypogonadotropic　hypogQnadism

The　excessive　response　of　TSH　to　TRH　injection　in

the　patierlts　with　PCOS　suggested　that　TRH　con・

tent　in　the　hypothalamus　increases，　as　a　result　of

the　latent　hypothyroidism．　The　latent　hypothyr－

oidism　could　not　be　eliminated　from　the　possible

participation　in　the　pathogenesis　of　PCOS，　like　the

reduced　content　of　dopamine　in　the　hypothalamus．

Judging　from　this　study，　administration　of　thyroid

hormone　may　be　effective　to　PCOS，　by　reducing

TRH　content　in　the　hypothalamus，　and　by　also

preventing　Possible　hyperprolactinemia．
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　尿中estrogenと血中estradiol－17β（E2）の相関を検討するために，無治療群，　clomiphene治療群，

hMG・hCG治療群に分類し，その相関関係を検討した．さらに，尿中estrogenにおいての尿creatinine

補正，尿比重補正を行い，その有用性についても検討した．その結果，尿中estrogen測定は，　Hi－Estrotec

⑪（持田製薬）を使用する事により，特にhMG・hCG治療周期において尿中estrogen値より血中E、

値を推定することが可能であり，hCGの切り換えの時期の推定に利用出来た．さらに，尿中estrogen

は尿creatinine補正，尿比重補正を行うことによi），その有用性はさらに高まることが示唆された，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．33（1），22－26，1988）

緒　　言

　正常月経周期婦人において，estrogenは主に卵巣

で産生され，月経周期において著明な変化を示すこ

とは周知の事実である．非妊婦人，特に不妊症患者

の尿中に存在する微量のestrogenを測定することは，

卵胞成熟のモニタリング，排卵日の推定，ゴナドト

ロピン療法（hMG・hCG療法）時のhMGより
hCGへの切り換え時期の推定，卵巣過剰刺激症候

群の予防などに必須の事項となってきた．しかも，

日常診療においてestrogenの測定結果は出来るだけ

早急に得る必要性が出て来た．血中estrogenの測定

はRadioimmunoassay（RIA）法の開発により，

血中estrogenの3分画の微量測定が可能となってき

たが，RIA法で定量するには日数がかかり，特殊

な設備が必要であり，日常の臨床検査として実施す

ることは難しいのが現状である．そこで，尿中の

estrogenを測定することにより，血中のestrogenの

量を推定出来れば日常診療，特に不妊症患者の卵胞

期，排卵日のモニタリングに利用可能である．しか

し，問題となる点として，血中のestradiol－17β（E2）

と尿中estrogenとの間に1－．．2日の排泄遅延が認め

られるllということがある．また尿中estrogenの測

定は蓄尿での1日量の測定が望ましいが，外来にお

ける診察，緊急時などには随時尿での判定が必要と

なってくる．しかし，随時尿を用いた場合，当然な

がら日内変動があるので，必ずしも正確な1日量を

反映している値を示しているとは言い難い．この問

題を解決するために，随時尿中estrogen値について

尿の比重補正と尿のcreatinine補正を行い，血中E2
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値と比較検討を行ったので，その有用性について文

献的考察を加えて報告する．

研究対象と方法

　対象は島根医科大学医学部産科婦人科不妊内分泌

外来を受診した正常月経周期婦人18名，18周期，

clomiphene投与患者15名18周期，およびhMG・

hCG療法施行患者16名23周期である．

　原則として午前10時に採尿（随時尿）し，また同

時に，血中E、測定のための採血をした．尿中の

estrogenの測定は抗estrio1抗体感作赤血球を用い，

競合的赤血球凝集阻止反応を応用した尿中微量

estrogen測定試薬（Hi－Estrotec⑪，持田製薬）を使

用した．血中E2はRIA法により測定した．

　尿中estrogen値は，尿比重補正及び尿creatinine

補正を行った．尿比重は屈折計により測定し，比重

補正には宮川ら2｝が報告している尿比重より求めた一

日予測尿量を利用し，尿比重換算係数（＝尿比重×

予測尿量／1000，表1）を求め比重補正尿中
estrogen値＝尿比重換算係数×尿中estrogen値と

した．また，尿中creatinine測定にはcreatinine標

準液（1㎎／ml）20μgと検体尿20μgをとり，ブラ

ンクについても以下の同一操作を行った．すなわち，

蒸留水5mlを加え，よく振盛して，3％NaOH溶

液2mlを加え混和し，つぎに0．04モルのピクリン

酸溶液2mlを加えてよく振盛して，ついで20－25℃

前後の室温に15分間放置したのち，日立分光光度計

モデル100－10型を用いて515nmの波長での吸光度

を求め，下記の計算式により定量した．

　　　　　表1　尿比重による換算係数

尿比重 換算係数 尿比重 換算係数

1，004 2．11 1，020 0．82

5 2．08 21 0．77

6 2．07 22 0．72

7 2．Ol 23 0．69

8 1．97 24 0．67

9 1．84 25 0．64

1，OlO 1．72 26 0．62

11 1．54 27 0．59

12 1．37 28 0．57

13 1．27 29 0．54

14 1．17 1，030 0．52

15 LO7 31 0．49

16 1．02 32 0．46

17 ⑪．97 33 0．44

18 0．92 34 0．41

19 0．87 35 0．39

（23）23

　　　　　　　　　　　　検体尿の吸光度
　　　Creatinine（㎎／ml）＝

　　　　　　　　　　　　標準液の吸光度
　このようなFollin－Wu変法で尿中creatinineを測

定し3），creatinine補正を行った．つまり，creatinine

補正尿中estrogen値＝尿中estrogen値／尿中
creatinine値とした．

　そして，対象を（1）無治療群（n＝48）：正常月経周

期婦人，（2）clomiphene治療群（n＝27）：clomi－

pheneを投与した婦人，（3）hMG・hCG治療群

（n＝41）：hMG・hCG療法を施行した婦人の3

群に分類し，それぞれについて尿中estrogen値と血

中E2値との相関について，尿比重補正，尿creatinine

補正をふまえて比較検討した．

結　　果

　1）無治療群：図1に血中E2値と尿中estrogen

値の関係を示すように，両者の間には，相関係数r＝

0．446で危険率1％以下の有意な正の相関関係が認

められたが，バラツキは多い．同様に，図2，3に

それぞれ血中E2値と尿中estrogenの尿比重補正値
｛”g／摺1

鷲
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図1　無治療群における随時尿中estrogen値と血中E2

　　値との相関
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図2　無治療群における随時尿中estrogen値（尿比重補

　　正）と血中E2値との相関
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図3　無治療群における随時尿中estrogen値（尿

　　　creatinine補正）と血中E2値との相関
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図4　HMG・HCG治療群における随時尿中estrogen　f直

　　　と血中E2値との相関

及び尿creatinine補正値の関係を示す，尿比重補正

を行うと，相関係数r＝0．498で0．1％以下の危険率

で有意な相関となった．尿creatinine補正値では相

関係数r＝0．400，危険率1％以下で有意な相関関係

が認められた．

　2）clomiphene治療群：血中E，値と尿中
estrogen値，その尿比重補正値及び尿creatinine補

正値の相関係数と危険率は，それぞれr＝
0．295（0。1〈P〈O．2），　r＝0．337（0．05＜P〈O．1），

r＝0．175（0．3＜P〈O．4）であり，全て有意な相関

関係は認められなかった．

　3＞hMG・hCG治療群：血中E2値と非補正尿
中estrogen値との関係を図4に示すように，相関係

数r＝0．689，危険率P＜O．OOIと正の相関関係が認

められたがバラッキは多かった．そこで尿比重補正

（図5）と尿creatinine補正（図6）を行ってみると，

それぞれ相関関数はr＝O．825（P＜0．001）とr＝

O．882（P＜0．001＞となり，さらに良好な相関関係

が認められ，バラツキも少くなった．

　4）正常月経周期婦人の排卵周辺期：正常月経周

期婦人の排卵前後3日間において，朝9時，夜9時

｛”g／ml｝
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図5　HMG・HCG治療群における随時尿中estrogen値
　　　（尿比重補正）と血中E2値との相関
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図6　HMG・HCG治療群における随時尿中estrogen値
　　　（尿Creatinille補正）と血中E2値との相関
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図7　正常月経周期婦人の排卵前後3日間における加L中

　　LH，　E2値及び尿中estrogen値の経過症例

　　　　　　　　　　　牒聾難補融

に採血，採尿をし，血中LH値，　E2値及び尿中

estrogen値を測定した．また，排卵は超音波断層法

で確認した（図7）．血中E2は排卵前日の朝9時，血

中LHは排卵前目の夜9時にピークが認められた．

尿rii　estrogenのピークは非補正では，排卵日の朝9

時から夜9時の間に認められるが，尿比重補正及び
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尿Creatinine補正を行うと，全体的にバラッキが少

なくなり，ピークも両補正とも排卵日の朝9時に認

められた．また，血中E，のピークと尿中estrogenの

ピークは約1日のずれが認められた．

考　　察

　排卵の時期を推定する事は不妊症婦人治療におい

て重要なことである．このため排卵期の診断法とし

て，基礎体温測定，膣スメアー，頸管粘液検査，血

中estrogen及びLHピークの検索，超音波断層法に

よる卵胞の観察などがあるが，診断の精度，迅速性，

設備の問題などがあり，目常診療において，全ての

検査が可能とは言えないのが現状である．そこで，

迅速でかつ精度が高く，RIA法などの設備のいら

ない方法が要求されるのである．そこで，今回，こ

の目的に叶うと報告されている4・5・6）尿中微量estrogen

キット（HiEstrotec⑬）を用い，その有用性の再検

討及び血中E2との相関について検討した．

　非妊娠時，尿中に排泄される主なestrogenはEl，

E2及びE，であり，その大部分が硫酸抱合またはグル

クロン酸抱合の型として排泄されており，そのestrogen

量は月経周期により変動する．また，宮川1）が報告し

ているように性周期における血中E2の変動は24時問

蓄尿された尿中総estrogenの変動と極めて高い相関

を持つとされている．この尿中estrogenの測定には

Hi－Estrotec⑧が便利である．なぜならば，　Hi－Estrotec

⑪は尿中微量estrogen測定試薬であり，本試薬に使

用している抗estriol抗体は，　estriolのほか，　estrone，

estradiol及びそれらの16位あるいは17位の抱合体

と反応し，3位抱合体とは反応せず，また他のsteroid

との交叉反応はみられないのが特徴である．測定感

度は1．0　ng／mlと一定に調整されており，生理的状

態で観察される尿のpH，ブドウ糖，アルブミンなど

の含有量に影響されず，抽出・加水分解の煩雑な操

作及び特別な機械などは必要とせず，実に簡単な操

作で結果も2時間で判定出来るものである．しかし，

24時間の蓄尿は実際の臨床の場では無理である．そ

こで随時尿を用い，尿creatinine補正を行うと，24

時間尿中estrogenと極めて高い相関が認められると

報告されている3・7・＆9）．当科では尿中creatinineを

Follin－Wu変法3〕で測定しており，　Hi－Estrotecで測

定した尿中estrogen量（ng／ml）を尿中creatinine

値で割る事により，尿creatinine補正尿中estrogen

量を求めた．また同時に，宮川ら2）が報告している尿

比重より求めた予測尿量より換算係数を求め，尿中

estrogen量に換算係数を掛け尿比重補正尿中

estrogen量を求めた。図8に示すように，尿

｛ng／mr）
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図8　随時尿中estrogen値の尿比重補正と尿creatinine

　　補正の相関

creatinine補正値と尿比重補正値との間には相関係

数r＝0．850，危険率0．1％以下で有意な相関関係が

認められ，我々が施行した尿比重補正は尿creatinine

補正と同様に意義あるものと推測される．さらに，

実際の治療周期においてはhMG・hCG療法のモ
ニタリングをする場合，尿中estrogen値で血中E、値

は推測可能であろうか？　今回の我々の結果より，

それは可能であるが，尿中estrogenの非補正値，尿

creatinineの補正値及び尿比重補正値で比較検討し

てみると，非補正値に比較し，尿比重補正値，尿

creatinine補正値は良好な相関が認められ，尿

creatinine補正値が最も相関が強く（r＝0．882），尿

比重補正値もほぼ同様な結果であった．ここで，尿

creatinine補正値と尿比重補正値との間には有意な

相関関係が認められる事を考慮すると，尿creatinine

補正のかわりに，簡便な尿比重補正でも十分に利用

可能であると推察される．しかし，尿中estrogenの

非補正値では相関は低いようである．尿creatinine補

正，尿比重補正をした場含尿中estrogen値より血

中E2への換算式は，それぞれy＝5．250　x＋148．6，

y＝6．143x＋224．1となる．実際にhMGからhC

Gへの切り換え時期は尿中estrogenが60－100　ng

／rnlが適当であると報告されている5・6）が，血中E2に

換算すると450－800pg／m1となり，当科では尿中

creatinineで補正する場合はHi－Estrotec⑪値を尿

creatinineで割った値が68－120ng／ml，尿比重補正

の場合はHi－Estrotec値に尿比重換算係数を掛けた

値が55－88ng／mlでhMGよりhCGに切り換えて
いる．

　無治療群では尿中estrogen値より血中E、値を推

測するのは可能であるが，やや難があると思われ，

どうしても必要な場合は，尿比重補正が最も良く，

その換算式はy；3．414x＋94．89である．また

clomiphene治療群では尿中estrogen値より血中E2
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値の推定は不可能であると推察された．

　以上より，治療方法により異なるが，Hi－Estrotec

⑪を使用しての尿中estrogen値より血中E，値の推定

は可能であり，尿creatinine補正，尿比重補正をす

れば，その有用性はさらに増す事が示唆された．

　また，実際の正常月経周期において排卵前後3日

間，朝，夕に血中LH，　E、，尿及び尿中estrogenを

測定してみると，血中E、のピークと尿中estrogenの

ピークには1日のずれがあり，これは宮川1｝の報告と

一致している．また尿中estrogen値は尿creatinine

補正，尿比重補正を行うことにより全体的にバラツ

キが少なくなり，尿中estrogenのピークも明確にな

った．故に，尿中estrogenで経時的な卵胞成熟のモ

ニタリングをする時に，尿creatinine補正，尿比重

補正は有用であると推測された．

　本論文の要旨の一部は第31回日本不妊学会総会

（於　仙台）において発表した．
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　　ついて．日産雑誌，33：619，1981．
8）Dickey，　R．　P．，　Garter，　W．　T．，　Besch，　P．　K．，　and

　Ullery，　J．　C．：Effect　of　posture　on　estrogen

　excretion　during　pregnancy．　Am．　J．　Obstet．

　Gynec．96：127，1966．

9）金田健一：妊婦部分尿中エストロゲン・クレアチ

　ニン比の検討．米子医学雑誌，23：235，1972．

日不妊会誌　33巻1号

　　The　correlation　between　urinary

　estrogen　and　serum　estradiol　一　17β

for　monitoring　of　follicular　maturation

　Kentaro　Takahashi，　Kazuo　Yoshino，

　Takaaki　Shirai，　Arata　Nishigaki，

　Maguo　Kusakari，　Akihiro　Uchida，

Kazuhiko　Yamamoto　and　Manabu　Kitao

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　Shimane　Medical　University，

　　　　　　Izumo　693，　Japan

　　　　（Director；Prof。　M．　Kitao）

　To　evaluate　the　correlation　between　urinary

estrogen　and　serum　estradio1－17β（E2），　we　mea－

sured　urinary　estrogen　using　by　Hi－Estrotec⑪（Mo・

chida　Co．，　Ltd、）and　serum　E2　using　by　RIA　kits　in

three　treatment　types｛18　non・treated　cycles，18

treated　cycles　by　clomiphene　and　23　treated　cycles

by　hMG・hCG）．　The　urinary　estrogen　was　cerrected

with　creatinine　or　specific　gravity．　The　correlation

between　the　urinary　estrogen　and　the　serum　E，　was

good　at　hMG・hCG　therapy，　especically　the　urinary

estrogen　corrected　with　creatinine　or　specific　grav－

ity　has　a　better　correlation．　Therefore，　we　can

guess　a　serum　E21evel　from　a　urinary　estrogen　Ievel

for　monitoring　of　follicular　maturation．

　　　　　　　　　　　（受付：昭和61年11月20日）
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唾

身

　超音波観察下に通水検査をおこないさらに通水圧曲線を超音波画像と同一面に表示する（同時超音

波画像）システムを開発し本システムの卵管機能検査としての有用性を検討した．同時超音波画像所

見を子宮卵管造影（HSG）所見と比較するとHSG正常群では24例中18例（75％）が同時超音波

画像においても正常であった，一方HSG異常群では20例中18例（90％）において同時超音波画像

においても異常を示した．同時超音波画像診断における重要な所見は子宮腔内液体貯留による子宮腔

内バルーニングの有無，骨盤腔内液体貯留像の有無および通水圧曲線と考えられた．この内もっとも

頻度の高い異常は子宮腔内バルーニングでこれは通水圧曲線の異常と明らかに関連が認められた．こ

のように本法は卵管機能検査法として簡便かつ反復可能であり，その診断能も良好であると考えられ

た．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　SteriL　33（1），27－－31，1988）

はじめに

　不妊症の原因としての卯管因子は20％から35％

と報告され，さらに女性側の因子に限ってみれば30

％から50％が卵管因子がその原因であるといわれて

いる1＞2）．さらに不妊原因としての卵管因子は最近増

加傾向にあり，このことはSexually　transmitted

diseaseの増加やIUD，若年婦人における人工妊娠

中絶によるPelvic　inflammatory　diseaseの増加が

関連していると考えられる3）．さらに内膜症婦人とく

に軽症患者における卵管機能異常も示唆され，今後

卵管因子の不妊症に占める割合は増加傾向を続ける

ものと考えられる4）．一方卵管因子の検索法としては

子宮卵管造影，通気法，通水法，腹腔鏡があるが，

腹腔鏡を卵管の機能検査としてルーチンに用いるこ

とはまれである。またこれら検査法には一長一短が

あり診断能の高いものほど侵襲性あるいはX線被爆

の点から反復実施が困難である．また治療法に目を

むけると卵管性不妊においては体外授精胚移植

（IVF－ET），配偶子卵管内移植（GIFT），　Microsur－

gery等の高度な治療から通気法，通水法のような簡

便なものもある．今回我々は通水検査中に同時に超

音波画像を観察し，さらに通水圧曲線を超音波画像

と同一画面上で観察しうるシステムを用い卵管機能

検査法としての本システムの有用性を検討した．

方　　法

　対象症例は当科不妊外来受診中の患者のうち子宮

卵管造影（HSG）所見が正常の24例，およびHS

G所見に異常の認められたもの20例である（表1）．
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表1　対象症例

症例数

子宮卵管造影所見正常群

　開腹手術既往例
　子宮内容除去・清掃術既往例

　附属器炎既往例
　子宮卵管造影施行時落痛著明例

　原因不明不妊例

3

4
1

7

9

計24

子宮卵管造影所見異常群

一側正常

一側通過障害

一側水腫

両側閉鎖

他側通過障害

　水　腫
　閉　鎖
他側通過障害

　水　腫
　閉　鎖
他側水腫

　閉　鎖

6
1

8
1

0
1

2
1

0

計20

表2　通水圧同時超音波画像

　　　　　　異常所見

超音波画像異常所見

　　子宮腔内・卵管内液体貯留像（＋）

　　骨盤内液体貯留像（一）

通水圧曲纏異常所見

　　還水圧80團幽Hg以上

　　　　　但し一時的圧の上昇は除く

図1に本システムの概要を示した．まず膀胱充満下

に子宮腔内にFoley　8号バルーンカテーテルを挿入

し，約1mlの蒸留水にてバルーンをふくらませ，こ

れを通して滅菌生理食塩水30ないし60m1を輸注ポ

ンプ（アトム201）を用い注入速度を毎分6mlに設

定し注入した．この注入圧を圧transducer（Tran－

samerica　4－327－C）を介して胎児監視装置（Cor・

ometrics　l15）の陣痛圧測定端一子に入力した．この

信号はAD変換された後RS232Cを介しパーソナル

コンピューター（PC9801VM）にとりこまれCRT

上に通水圧曲線として表示される．CRT画像はビ

デオコンバータ（PVC400）を介し超音波画像と共に

同一画面上に表示され，これをVTR（Sony　U－

matic）に記録保存した．通水中は超音波断層装置

（Aloka　SSD　280LS，　real　time　secter　scanner，3．

5MHz）を用い骨盤腔内液体貯留像および子宮腔内液

体貯留による子宮腔内バルーニングの推移を観察し

た．これらの所見とHSG所見とを比較検討に用い
た．

　通水圧同時表示超音波画像における異常所見の定

図1　通水圧1司時超音波画1象診断システム

義は超音波画像からは子宮腔内または卵管内液体貯

留像の見られた場合，または骨盤腔内液体貯留像の

認められない場合とし，通水圧曲線からは圧が80mm

Hg異常を示した場合とした．しかしながら一時的な

通水圧の上昇や骨盤腔内液体貯留像が認められなく

ても子宮腔内や卵管内に液体貯留像を認めず，20ml

以上の注入が可能であった場合も正常とした（表2）．

成 績

　表3に子宮卵管造影（HSG）所見正常群におけ

る成績を示した，HSG所見正常群においては超音

波画像，通水圧曲線ともに正常であったものが18例

（75％），超音波画像のみ異常であったもの2例（8．3

％），通水圧曲線のみに異常のみられたもの1例（4．2

％〉，両者ともに異常のみられたものが3例（12．5％）

であった．超音波画像のみに異常を認めた症例はと

表3　HSG所見IE吊群の同時超音波画像所見（n＝・24）

一

超　音　波 画 像

正常 異常

計

通水圧

正常 18（75． 0％） 2 （　8． 3％） 20（83． 3％）

曲線

異常 1（　4． 2％） 3 （12． 5％） 4（16． 7％）

　　一

計 19（79． 2％） 5 （20． 8％） 24（100％）

1

」

■

ゆ

7

御

，

，

蘭

」
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写真1　ダグラス窩液体貯留像を認めるも子宮腔内バル

　　　ーニング，通水圧異常を認めた症例．本症例は

　　　　ダグラス窩液体貯留像出現とほぼ同時に通水圧

　　　が60mmHg前後に減少した．　HSG所見は両側

　　　通過性良好であった。

写真2　子宮腔内バルーニングおよび通水圧異常を認め，

　　　骨盤腔内液体貯留像を認めなかった症例．本症

　　　例は子宮腔内バルーニング出現直後より痺痛を

　　　訴え，mmhg以上を記録した．　HSG所見は右

　　　卵管閉塞，左管正常であった．

もに骨盤腔内に液体貯留像を認めるも子宮腔内バル

ー
ニングを認めた（写真1）．通水圧異常のみ認めた

症例は圧の上昇および疹痛を認めた．両者ともに異

常を認めた3例は超音波画像所見においてすべて子

宮腔内バルーニングを認め，うち2例に骨盤腔内液

体貯留像を認めた。骨盤腔内液体貯留像の見られな

かった1例では疹痛を認めた．

　表4はHSGにて異常所見の見られた群における

同時超音波画像所見を示したもので，HSGにて一

側正常，他側閉鎖の2例を除きすべて同時超音波画

像にて異常所見を示した（写真2）．同時超音波画像

で正常であった2例は各々卵巣嚢腫，子宮外妊娠に

（29）29

表4　HSG所見異常群の同時超音波画像所見（n＝20）

同　時超音波画　像
計

正　常 異　常

一側正常 他側通過障害

　　まだは
　　水腫

⑪（　0％） 7（100％） 7

他側閉鎖 2（　25％） 6（　75％） 8

一側通過障害

　　または

　　水睡

他側通過障害

　　または
　　水睡

0（　0％） 3（100％） 3

他側閉鎖 0（　0％） 2（100％） 2

計 2（　10％） 18（　9⑪％） 20

表5　子宮腔内バルーニングと通水圧との関係

通水圧異常 通水圧正常

子宮腔内バルーニング（＋） 13 4

子宮腔内バルーニング（一） 5 20

（X2検定　p＜0．001）

て片側付属器摘出術を受けていた．HSG一側正常

で他側通過障害が認められた7例においては全例に

同時超音波画像上なんらかの異常を認めた．このこ

とはHSGにて正常と診断された片側卵管において

も何等かの機能異常が存在する可能性も考えられた．

また一側通過障害または水腫で他側通過障害まは水

腫，他側閉鎖群の5例においては超音波画像，通水

圧曲線ともに異常を示し，うち3例に疹痛を認めた．

現在のところ妊娠例はHSG正常群で2例，　HSG

異常群で2例認められている．HSG異常群の2例

はともに不妊期間3年他の検査にて異常を認めず卵

管因子による不妊と診断され，各々一側正常で他側

通過障害，他側閉鎖の症例である．いずれも同時超

音波画像においても異常を認めている．他側閉鎖の

症例では正常側における主席卯胞を確認しAIH（2

回目）を行い妊娠に至っている．他側通過障害例で

は主席卵胞は通過障害側であったがAIH（1回目）

により妊娠に至っている．

考　　案

　卵管通水法は古くから卵管通過性検査及び卵管通

過障害の治療に用いられている。診断面では通水圧

曲線から正常型，通過障害型，閉鎖型に大きく分類

されている．また治療面では抗生物質，副腎皮質ホ

ルモン，蛋自融解酵素などを加え一般的に行われて
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いる5＞．しかし診断面からみれば通水法による卵管機

能検査は他の検査法に比べ劣ると言わざるを得ない6）．

一方超音波による画像診断は不妊症領域において排

卵誘発時の卵胞観察を中心に広く行われている．卵

管因子に限ってみれば子宮筋腫や付属器腫瘤の圧迫，

卵管水腫，卵管留膿腫，内膜症等が推定しうる．し

かしながらこれらは確定診断には至らず，例えば卵

管水腫と卵巣嚢腫の鑑別や内膜症，腫瘤の卵管機能

にあたえる影響を知ることは困難である．そこで我々

は通水検査中に超音波画像を観察することにより両

検査の弱点をカバーしうるのではないかと考え，更

に通水圧曲線を超音波画像と同一面に表示すること

による診断能の向上を期待し本システムを作製した．

成績にも示したようにHSG所見と比較した場合同

時超音波画像所見は高い一致率を示した．とくにH

SG異常群においては手術的な片側卵管閉鎖例を除

き全例において同時超音波画像が異常所見を示して

いた．このことはHSGにて一側正常と診断された

症例においても本法によりその正常側にも何等かの

卵管機能障害が存在することが推測しうると考えら

れた．同時超音波画像から得られる異常でもっとも

頻度の高いものは子宮腔内液体貯留によるバルーニ

ングであった．超音波画像所見異常の全例に子宮腔

内バルーニングを認めている．そこでこのバルーニ

ングと通水圧との関係を検討すると明らかに関連が

あると考えられた（表4）．すなわち子宮腔内バルー

ニングのみられた17例中13例（76％）に通水圧曲

線で異常がみられ，一方子宮腔内バルーニングのみ

られなかった25例中20例（80％）は通水圧曲線に

も異常を認めなかった．また子宮腔内バルーニング

と骨盤腔内液体貯留像との関係でみるとバルーニン

グのみられた17例中4例（24％）は骨盤腔内液体貯

留像がみられず，これらの症例では通水圧の異常お

よび疹痛を認めた．さらにHSG所見と比較してみ

るとバルーニングがみられても通水圧曲線で異常の

みられなかった症例はHSG正常群の2例，　HSG

異常群のうち一側正常の2例であった．以上のよう

に本法においては子宮腔内バルーニングの有無，骨

盤腔内液体貯留像の有無，通水圧曲線が重要な因子

であると考えられた．そこで我々は現在まず注入直

後は子宮腔内バルーニングを観察し，通水圧曲線の

推移をみながら次に骨盤腔内液体貯留像の有無を検

索するという方法で行っている．

　治療面に関しては現在のところ症例数も少なくそ

の成績について論じることは出来ない．今回の成績

にてHSG，同時超音波画像ともに異常のみられた

症例のうち2例が妊娠に至っている，そのどちらも

AIHによる妊娠成立であることが興味深く，卵管

因子による不妊症と考えられる症例に対してもその

通過性が保たれていれば積極的なAIHも有効な治

療法の一つではないかと考えられた．
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　　　Evaluation　of　fallopian　tubal

function　by　ultrasonography，displaying

　synchronously　the　hydrotubation

　　　　　　　presSure　curve

Yohsuke　Ohno，　Hideko　Fujibayasi，

Masaaki　Fukuoka，Megumi　Tomioka，

Takao　Yamamoto　and　Hiroji　Okada

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　kyoto　Prefectural　University　of

　　　　Medicine，　Kyoto，　Japan

　An　attempt　to　evaluate　the　patency　and　the

function　of　the　fallopiarl　tubes　was　applied　the

infertile　women　with　hydrotubation　under
ultrasonography．　The　specification　of　this　test　con・

sisted　in　the　ultrasonographic　image　and　the　syn－

chronous　display　of　the　hydrotubation　pressure

curve，　affording　to　assess　not　only　the　patency　but

also　the　funcion　of　the　tubes．　The　results　of　this　test

were　compared　with　those　of　hysterosalpingogram

（HSG）．　Eighteen（75％）of　24　patients　showing　nor－

mal　HSG　were　normal　by　this　test．　Eighteen（90％）

of　20　patients　showing　any　abnormal　HSG　had　any

abnormal　findings　by　t】1is　test．　The　diagnostic　find－

ings　in　the　ultrasonography　were　firstly　the　balloon．

ing　of　uterine　cavity　because　of　storing　a　fluid　in

■
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the　uterine　cavity　and　the　next　the　storing　a　fluid　in

the　pelvic　cavity．　The　ballooning　of　uterlne　cavlty

was　correlated　well　with　the　abnormality　of　hydro・

pressure　curve．　It　is　suggested　that　the　diagnostlc

（31）31

potential　of　this　test　is　good　for　the　assessment　of

tubal　patency　and　function．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年2月20日）
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　1986年9月より1987年1月までの5カ月間に体外受精・胚移植予定の16症例に対し，新しく開発

された経膣専用プローブを用いて超音波ガイド下経膣採卵法を実施し，2例が妊娠に成功した．本報

告では妊娠2症例の臨床経過を述べるとともに経膣採卵法の有用性を検討した結果，

1）膀胱充満の必要がない．

2）局所麻酔のみで実施できる．

3）5～7．5MHZの比較的高い周波数のプローブを使用でき卵巣，卵胞を明瞭に判定できることから

採卵成績が良好である．

4）経皮経膀胱採卵法にみられた血尿，下腹痛などの合併症がほとんどみられない．などの多くの利

点から体外受精・胚移植の際には経膣採卵法が極めて優れた方法と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steri1，33（1），32　36，1988）

緒　　言

　体外受精・胚移植（in　vitro　fertilization－embryo

transfer，　IVF－ET）に際して，腹腔鏡採卵法に代っ

て，反復手術が容易な超音波ガイド下採卵法を用い

る施設が多くなってきている．超音波ガイド下採卵

法としては経皮経膀胱アプローチと経膣アプローチ

の2つがあげられるが，前者では膀胱を穿刺するこ

とに起因する合併症が少数ながら報告されており1），

改善の余地のある方法といえる．後者については

Dellenbackらにより経腹的超音波モニターによる経

膣採卵法が報告され2），またWiklandらは経膣プロ

ー ブを川いた超音波ガイドド経膣採卵法を報告し3｝，

その安全性と有用性を示した．しかしながら本邦にお

ける報告は少なく，いまだ妊娠例は報告されていな

い．徳島大学産科婦人科学教室では1986年9月より
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1987年1月までの期間に16症例に対し，新しく開発

された経腔専用プローブを用いて超音波ガイド下経

膣採卵を行い，本邦で初めて2例の妊娠に成功した．

本論文では妊娠成功例の経過について報告するとと

もに，当科での£音波ガイド下経睦採卵の方法なら

びに本法の有用性についても言及する．

方　　法

　当科での経膣採卵例では，月経周期5日目より5

日間clomiphene　citrate　100㎎／dayを内服させ，月

経周期9日目よりhuman　menopausal　gonadotor・

opin（hMG）1501U／day筋主を始めるとともに超音

波断層検査による卵胞発育のモニタリングを開始レ），

写真1　　付属のニードルガイドを装着した経膣専用

　　　プローブ．

（33）33

主卵胞の3方向平均卵胞径が18mmを超えるHをhM

G最終投与日とした．hMG最終投与の50時間後に

human　chorionic　gonadotoropin（hCG）50001Uを

筋注し，その35時間後に採卵術を施行した．

　経膣採卵には，横河RT－3600および専用経膣プ

ロープ（発振周波数5MHz：写真1）を用いた．前投

薬として採卵30分前に硫酸アトロピン0．5㎎，ペン

タゾシン30㎎を筋注した．

　経膣採卵に先立ち，患者に砕石位をとらせ，後膣

円蓋をO．5％リドカインで粘膜下浸潤麻酔し，

Whittinghams　T6メディウムで洗浄した．ついでグ

ルタール・アルデヒドで滅菌した経膣プローブを後

膣円蓋に進め，成熟卵胞（卵胞最大径が16mm以上〉

の存在をモニターテレビで確認した後，採卵針（18

Gステンレス針二外径126mm，内径0．90　mm，全長

30　cm；外側先端5mmを粗面加工〉をニードル・ガイ

図1　経膣採卵法の模式図

写真2a

写真2b

写真2c

成熟卵胞（25×28mm）の存在をUSGで確
認する．

卵胞壁の左上方の変形からも針先が卵胞壁

に達したことが確認できる．

採卵針が卵胞内に入ったことが針先エコー

より明瞭である．

写真3　患者を砕石位とし，テレビモニター下に採卵

　　　　針を進め，20mlディスポ注射筒に卵胞液を回

　　　　収する．
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ドに挿入し，針先が卵胞壁に達したことを針先エコ

ーや卵胞壁の変形から確認した．ついで速やかに卵

胞を穿刺し20mlディスポ注射筒を用いて用手的に卵

胞液を吸引した（図1，写真2，写真3）．

　媒精，卵培養およびET法は，既に報告した当科

のIVF－ETプロトコールに従った5ト6）．

（症例）

症例1；

産科歴；経妊5回，経産1回

　昭和49年；自然流産（妊娠6週）

　昭和51年；妊娠40週にて34409の男子を吸引分

娩，3日後頭蓋内出血にて死亡

　昭和52年；右卵管妊娠（右卵管切除）

　昭和52年；自然流産（妊娠12週）

　昭和53年；左卵管妊娠（左卵管切除）

家族歴；特記すべきことなし

月経歴；28日，整

現病歴；両側卵管閉塞による不妊のため昭和59年6

月に当科を紹介された．初診時の内診所見，内分泌

検査，夫の精液検査には特に異常を認めなかった．

IVF－ET既往歴；昭和60年1月腹腔鏡採卯を実施
したが妊娠には至らなかった．

妊娠経過；最終月経10月14日より5日間，10月25

日　（月経周期12日目）主卵胞径が21×18×19mmと

なったところでhMGを中止しhCGに切替えた．昭

和61年10月2811超音波ガイドド経膣採卵術にて卵

胞8個を穿刺吸引し6個の成熟卵を回収した．媒精の

結果5個は受精しなかったが，1個は4分割した．

10月30日（媒精後46時間）に分割卵1個を胚移植

した．11月13日（媒精後16日）に腹部膨満感，食

欲不振を訴え来院した．USG検査にて多量の腹水

貯留とともに右卵巣がpolycysticに腫大（103×70×

121mm）していたため卵巣過剰刺激症候群（ovarian

hyperstimulation　syndrome；OHSS）の診断のもと

に治療目的で入院した．来院時の尿中hCG値は

6401U／1であった．11月17日（媒精後20日）には

尿中hCG値は1．6001U／1に上昇し，　USGにて子宮

内にgestational　sac（GS）；6×5×5mm（妊娠4週相

当）を認めた．12月1日（媒精後34日）にはUSG

にてGS内に胎児および胎児心拍動を認めた．現在，

妊娠15週になるが妊娠経過は良好である（図2）．

症例2；

産科歴；経妊1回，経産1回

　昭和51年；33599の女子を妊娠42週にて正常分

娩

家族歴；特記すべきことなし

月鯛期》T－〉＞柵）1品
平LS嚢llij日髄聾径（■■）　　　　　　12　　18　　　22

尿中HCG〔IU／1｝　　　　　　　　　　　　　320　　　3200

図2　症例1のIVF－ET周期の経過を示す．月経周
　　期15日目（主卵胞平均径は26　mm）に採卵を行

　　　い6個の成熟卵を回収した．月経周期17日目に

　　　1個の分割卵を胚移植した．

　　鵬d、y

　　　m縣胚
clo■jphene　C卵移
1蜘／day ？1争

　　　　　ド

曇最

1予

写真4　症例2のHSG所見．卵管形成術後であるが
　　　卵管は両側とも膨大部で閉塞を来している．

月経歴；28日型；整

現病歴；続発性不妊のため，昭和53年近医を受診し

子宮卵管造影（hysterosalpingography；HSG）にて

両側卵管の閉塞を指摘された．両側卵管閉塞による

不妊治療の目的で昭和59年4月当科を受診した．初

診時の内診所見，内分泌検査，精液検査などに異常

を認めなかった．昭和59年8月当科で両側卵管形成

術を施すも，その後のHSGにて両側卵管閉塞が改

善していないことを確認（写真4）したためIVF－

ETの適応とした．

IVF－ET既往歴；昭和61年6月超音波ガイド下経

皮経膀胱採卵を実施したが妊娠に至らなかたっこ．

妊娠経過；昭和61年11月1日超音波ガイド下経膣

採卵を行ない卵胞5個を穿刺2個の成熟卵を回収し

た．本症例は抗精子抗体が陽性であったために卵培

養液には抗精子抗体陰性の婦人血清を加えた．11月

3日（媒精後46時間）に2分割卵1個，4分割卵1

個を超音波ガイド下にETした．11月20日（媒精後

19日）に下腹部緊満感を訴え来院，基礎体温は高温

相が持続し尿中hCG値も高値（3201U／1）であった

ため妊娠をうたがった．また本症例においては腹水

は認めないものの右卵巣が46×49x41　mm，左卵巣が

61×90×41mmに腫大しておりOHSSの診断にて入院

▼
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した．12月3日（媒精後32日）にはUSGにて子宮

腔内のGSとともに胎児および胎児心拍動を認めた．

妊娠14週になる現在まで妊娠経過に異常を認めてい

ない（図3）．　　　　　　　　　1－－

　　　　　　　　HMG　　　　　　　　　　　　G　　’F
　　　　　　　　150田／day　　 SH　　　　　　　　田コ。蹄　　　霊　畏

　　　　　鵠驚　欝　　lf
　　　　～h－T－「一「一「「「丁「〔1）　T－「－rTl｝T－T
　∫1経繹騒期　　　 4　　6　　8　 10　 12　14　16　 18　30　 32　34　36　48　5e
　・F」le！ilgH甥包tf￥．　（■）　　　　　　　14　　　19　　　26

　尿中HCG（1U〆D　　　　　　　　　　　　　640　　　1600

　図3　症例2のIVF－ET周期の経過．胚移植の20日
　　　　後にGSが確認でき妊娠と診断した．

考　　案

　当科におけるIVF－ETの妊娠例は，腹腔鏡採卵で

5例，超音波ガイド下採卵で5例（経皮経膀胱採卵

3例，経膣採卵2例）計10例となったが，IVF－ET

に於ける現在の低い妊娠率を考えるとIVF－ETを反

復して行う必要がある症例が大半であり，そのため

には患者にとって，最小限の侵襲で，より安全に反

復が可能な採卵法が必要とされる．すでに我々は，

腹腔鏡採卵と超音波ガイドド経皮経膀胱採卵の比較

検討を行い，卵の回収，受精率，分割率，妊娠率に殆

ど差を認めず超音波ガイド採卵が有用であることを

報告してきた7｝．しかし，比較的安全で容易と考えら

れる超音波ガイド下経皮経膀胱採卵においても，術後

に尿の腹腔内リークによると思われる腹膜刺激症状

を伴う症例や，大量の膀胱内出血のため輸血を必要

とする症例を経験してきた．一方，超音波ガイドに

よる経膣採卵術は，すでに1985年にDellenbackら2），

Wiklandら3）によって発表され，その安全性と有用性

が示されている．しかし，本邦での経験は浅く，本

法による妊娠例はいまだ報告されていない．今回我々

は1986年9月より16例16周期に対し新しく開発さ

れた経膣専用プロープを用いた経膣採卵を行い，乏

精子症患者を除く13例13周期で2例の妊娠例を得

たのでここに報告した．妊娠率は現在のところ15．4

％と高率であるが，症例数が少ないため，今後症例

の蓄積を待って検討したいと考えている．ところで

本採卵法の特徴として1）患者にとり不快な膀胱充

満の必要がない．2）局所麻酔のみで採卵が可能で

ある．3）ほとんどの症例において穿刺距離が短い

ため比較的高い周波数（5－－7．5MHz）のプローブを

使うことができる．したがって卵胞をより明瞭に描

出できることから採卵が容易で採卵率も良好である．

4）経皮経膀胱採卵が不可能な卵巣のダグラス窩癒

（35）35

　着の症例にも行える（写真5）．5）経皮経膀胱採卵

　にみられた血尿，下腹痛などの副作用がほとんどみ

　られない．などがあげられる．本法を実施すること

　に対して患者の抵抗感があることや腹壁癒着などに

　より卵巣が挙上されている症例には適用できないこ

” 魁などが欠点と考えられるが，前述した多くの利点

　を考えると超音波ガイドド経膣採卵術はIVF－ET法

　の採卵法として極めて有用な方法と考えられる．

写真5　左卵巣は癒着のためダグラス窩に存在し経膀

　　　胱採卵は不可能な症例である．
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　　Ultrasonically　guided　transvaginal　follicular

aspirations　for　oocyte　collection　were　performed

under　local　anesthesia　in　ll　cycles　in　IVF－ET

programs　of　Tokushima　University　Hospital　from

september　to　November　1986．　Two　pregnancies

have　been　on　going．

　　In　this　report，　the　clinical　courses　of　two　preg－

nant　cases　were　described．　The　technigue　of　tran－

svaginal　oocyte　retrival　in　our　hospital　was　shown．

　　This　method　seems　to　be　useful　with　following

advantages；　1）　no　need　of　prefilled　bladder，　2）

painless　under　local　anesthesia，3）high　recovery

rate　of　oocytes　arld　4）1ess　complications，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年4月23日）
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　Abstract：Endocrinological　changes　in　accord　with　the　development　of　endometriosis　were

investigated　in　28　cases．　They　were　divided　into　four　groups　according　to　the　American　Fertility

Society（AFS）classification．　That　is，5in　stage　I，9in　stage　II，4in　stage　III　and　10　in　stage　IV．

Blood　samples　were　obtained　and　endometrial　tissues　were　biopsied　during　midluteal　phase．

Serum　estradiol　levels　in　groups　with　stages　II，III　and　IV　increased　significantly　up　to　225％of

the　control（151±32　pg／ml）．　Similar　findings　were　obtained　with　serum　estrone　levels．　Hyper－

P・。1・・ti・・mi・・v・・the　c・nt・・11evel（16．0±3．4・g／ml）wa・・b・e・ved　i・10・a・e・・Th・t　i・，4i・・t・g・

II，2in　stage　III　and　4　in　stage　IV．　To　know　if　estrogen　has　any　role　in　inducing　prolactin　secretlon，

correlation　between　the　two　hormones　were　examined．　A　positive　correlation（r＝0．47；p＜0．05）

was　observed　between　estradiol　and　prolactirl　in　the　combined　groups　with　stage　II，　III　and　IV．

However，　endometrial　biopsies　revealed　only　4　cases（17．4％）with　luteal　phase　defect．　In　conclt1－

sion，　estrogen　level　increases　in　moderate　and　severe　endometriosis．　High　level　of　estrogen　might

be　a　key　in　promoting　prolactin　secretion　and　development　in　endometrlosis．

，

key　words：endometriosis，　estrogen，　hyperprolactinemia，　luteal　phase　defect

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．33（1），37 41，1988）
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Introduction

　Endometriosis　is　a　frequent　disorder　in　infer－

tility．　However，　endocrine　environment　in　en－

dometriosis　has　been　still　obscure．　For　example，

as　with　luteal　function，　controversial　data　are

available　so　farD－3）．　Recent　studies　using　radioim－

munoassays　suggest　endocrinological　abnormal－

ities　may　exist　in　endometriosis．　That　is，　the

elevation　of　progesterone　lust　after　LH　peak

appears　to　be　retarded　in　endometriosis4），　but　the

secretion　of　progesterone　during　midluteal　phase

is　well　maintained4）・5）．　Furthermore，　Hargrove

and　Abraham6）first　reported　that　estradiol　level

during　luteal　phase　in　endometriosis　was　signifi・

cantly　elevated，　and　30f　14　cases　showed　hyper－

prolactinemia．

　　It　has　been　known　that　estrogen　potentlates　to

cause　endometriosis．　That　is，　Scott　and　Wharton7〕

observed　the　proliferation　　and　　adenornatous

hyperplasia　of　implanted　endometrium　by　the

administration　of　estrogen　in　rhesus　monkeys．

Furthermore，　Mori　et　al8）．　demonstrated　that

ectopic　pituitary　grafting　in　mice　induced　the　high

incidence　of　adenomyosis　associated　with　hyper－

prolactinemia，　which　was　completely　eliminated

by　ovariectomy　and　recovered　by　the　combined

treatment　with　estrogen　and　progesterone．　In　the

T
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present　study，　the　authors　tried　to　reveal　a　critical

role　of　estrogen　in　prolactin　hypersecretion　and

development　in　endometriosis．

Materials　and］Methods

　　　Twenty－eight　patients，　aged　from　23　to　37

years，　were　attending　the　infertility　clinic　at

Akita　University　Hospital．　Ali　subjects　under－

went　a　complete　infertility　workup　such　as　chart－

ing　of　basal　body　temperature（BBT），　postcoital

tests，　semen　analysis　and　hysterosalpingography．

All　underwent　laparoscopic　examination　for　doc－

umentation　of　the　presence　of　endometriosis．　The

patlents　were　div｛ded　into　four　groups　according

to　the　revised　criteria　of　American　Fertility　Soci・

ety（AFS）9｝，　That　is，5in　stage　I，9in　stage　II，4

in　stage　III　and　10　in　stage　IV．　They　were　compar－

ed　to　the　eight　normal　women　with　regular　28－

day，　biphasic　cycles，　whose　infertility　was　a　result

of　lnale　infertility　or　tubal　occlusions．

　　Ovulation　in　each　patient　was　confirmed　by

basal　body　temperature，　ultrasonography　and／or

determination　of　urinary　LH　leve1．　During　5　to　g

days　after　the　ovulation　between　10：00　and　12：00

in　the　morning，　the　serum　samples　were　collected

for　the　determination　of　prolactin，　estrogen　and

progesterone，　then　the　endomtria　were　biopsied．

The　biopsied　samples　were　flx．ed　in　lO％neutral

formalin，　serially　sectioned　at　2μm　and　stained

with　hematoxylin　and　eosin．　They　were　dated　by

the　criteria　of　Dallenbach－Hellweg，lo）

　　Radioimmunoassays　were　used　to　measure　the

levels　of　prolactinlD，　estrogen12）and　progester－

onel2）．　The　values　were　expressed　as　the　maen±

SE　Statistical　significances　were　calculated　by

Duncan’s　new　multiple　range　test．　A　value　under

O．05was　chosen　as　the　limit　of　statistical　signifi－

cance．

Results

　　Serum　prolactin　level　was　found　16，0±3．4　ng／

ml　in　the　control　during　midluteal　phase（Fig．1）．

The　levels　increased　in　10　cases（35．7％）with

endometriosis．　In　other　words，40f　9，20f　4　and　4

0f　lO　in　stages　II，　III　and　IV　showed　hyper－

prolactinemia　over　the　control　leve1，　respectively，

although　there　were　no　such　cases　in　stage　I．
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Fig．1Levels　of　serum　prolactin　in　endometriosis

　　　　　with　various　stages．　The　horizontal　bar　indi－

　　　　　cates　the　mean　value　in　each　group．　CONT；

　　　　　control　women　with　regular　biphasic　men－
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Fig．2Levels　of　serum　estrone（E1；open　column）

　　　　　and　estradiol（E2；shadowed　cQlumn）in　en－

　　　　　dometriosis　with　various　stages．　Each　colum

　　　　　and　bar　indicate　mean±SE．　CONT；control

　　　　　women　with　regular　biphasic　menstrual

　　　　　cycles，＊p＜0．02，＊＊p〈0．01

　　Serum　estrone　level　was　IO2±23　pg／ml　in　the

control　group　during　midluteal　phase　and　in－

creased　to　l97，177　and　195％in　groups　with

stages　II，　m　and　IV，　respectively（Fig．2；p〈0．01，

0．02，α01）．Similarly，　the　estradiol　level　increased

to　225，191，　and　184％of　the　contro1（151±32　P9／

ml），　significantly　in　stages　II，　III　and　IV，　respec一
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Table　l　Endometrial　dating　in　endometriosis　with

　　　　　VariOUS　StageS．
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3　Levels　of　serum　progesterone　ln　en－
dometriosis　with　various　stages．　Each　col・

umn　and　bar　indicate　mean±SE．　CONT；

control　women　with　regular　biphasic　men－

StrUal　CyCleS．
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Fig．4Correlation　between　serum　prolactin　and

　　　　　estradiol　in　endometriosis　with　various

　　　　　stages．　Shadow　area　shows　normal　range．

Open　circle　（○），　closed　triangle　（▲），　open

triangle（△）and　closed　square（■）indicate

the　values　in　groups　with　stages

and　IV，　respectively．

tively（p＜0。02，0．01，0．01）．

1，　II，　III，

　　Progesterone　levels　in　cases　with　endometriosis

did　not　differ　from　the　control（17．1±2．2　ng／ml），

indicating　the　preserved　progesterone　secretion

（Fig．3）．

Total 19（82．6％） 4（17．4％）

To　know　if　estrogen　has　any　role　in　inducing

prolactin　secretion　from　pituitary　gland，　both

values　from　each　patient　were　plotted　in　Fig．4

and　correlation　coefficients　were　calculated．

Shadow　area　indicates　the　control　range，　in　which

prolactin　level　is　under　19．4　ng／ml　and　estradiol

level　is　under　183　pg／ml．　In　the　cases　with　stage

I，there　was　no　correlation　between　the　two

factors　at　all．　On　the　other　hand，　positive　correla・

tion（r＝0．47；p＜0．05）was　observed　in　the　com－

bined　groups　with　stages　II，　III　and　IV．

　Endometrial　biopsies　were　performed　in　the

control　group　and　23　cases　of　endometriosis　with

various　stages（Table　1）．　All　of　the　control　cases

showed　in－phase　endometrium　Of　interest　was

that　only　4　cases（17．4％）were　found　out－of　phase

endometriurn　in　stages　I　and　II，but　all　the　cases

in　stages　III　and　IV　revealed　in－phase　en－

dometrium．

Discussion

　　　Present　study　indicates　that　serum　estrogen

levels　were　elevated　over　the　control　level　in

cases　with　moderate　to　severe　endometriosis　dur－

ing　midluteal　phase．　The　findings　are　partly　con－

sistent　with　those　by　others5）－7）・13），　but　inconsist－

ent　with　those　by　Zondek14）et　aL　It　is　still　confus－

ing　whether　estrogen　has　been　involved　in　causing

and　developing　endometriosis．　Several　reports，

however，　suggest　a　singnificant　role　of　estrogen　in

the　pathogenesis　of　endometriosis7）or
adenomyosis8）・15｝．　For　example，　Turunen　et　al16）．

stated　that　in　the　women　with　endometriosis　the

vaginal　smears　and　endometria　suggested　a　high

level　of　estrogen，　Furthermore，　recent　evidences
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revealed　that　serum　estradiol　level　remained　ele－

vated　following　the　LH　peak　in　the　moderate　and

severe　types4）or　during　midluteal　phase5）．　The

authors　already　insisted　an　important　role　of

estrogen　in　developing　endometriosis　and　obser－

　ved　a　decline　in　estrogen　and　prolactin　levels　after

Danazol　treatment13）．　It　is　obscure　how　high　level

of　estrogen　could　cause　and　promote　en－

　dometriosis・One　hypothesis17）is　that　estrogen

might　increase　an　intrauterine　pressure　and　dilate

lymph－vessels，　in　which　endometrial　tissues　will

be　tended　to　flow　and　be　implanted　ill　ectopic

　tlssues．

　　　It　is　generally　observed　that　some　cases　with

endometriosis　associate　with　hyperprolacti－

nemia．6・13・18・19）In　the　present　study，　the　high　inci－

dence　of　hyperprolactinemia　was　observed　in

moderate　to　severe　endometriosis，　but　not　in　mild

endometriosis．　Similar　findings　were　reported　in

severe　cases　with　endometriosis　or
adenomyosisl8｝．　In　general，　the　overall　incidence

of　hyperprolactinemia　is　widely　varied3｝．　The

authors　already　reported　that　high　Ievel　of

prolactin　was　reduced　after　Danazol　treatmentエ3〕，

although　there　are　opposed　data　showing　un－

changed　level　of　prolactin　before　and　after　the

treatment20）．

　　Estrogen　is　known　to　promote　prolactin　secre．

tion　from　pituitary　gland．　A　correlation　was

found　between　estradiol　and　prolactin　in　serum　in

the　combined　groups　with　stages　II，　III　and　IV．

These　findings　indicate　that　high　level　of　estrogen

in　endometriosis　apPears　to　stimulate　prolactin

secretion，　at　least　in　part，　through　the　disturbance

in　prolactin　modulation，　since　administration　of

thyrotropin－releasing　hormone（TRH）revealed　a

significant　increase　in　the　peak　of　prolactin　coll－

centrations　in　endometriosis21）．

　　Although　estrogen　level　during　midluteal　phase

in　endometriosis　was　high，　progesterone　secretion

was　well　maintained，　similar　to　the　control　level．

Endometrial　biopsy　showed　that　luteal　phase

defect　in　endometriosis　varies　from　g　to　45％

according　to　the　reports2・3・22｝Progesterone　levels

in　endometriosis　apPear　to　increase　slQwly　in　the

first　and　second　days　after　the　LH　peak4・5）．How・

ever，　the　secretion　of　progesterone　during　mid一

日不妊会誌33巻1号

1uteal　phase　is　well　maintained　as　found　in　the

present　study，　in　spite　of　several　reports　insisting

the　low　progesterone6）or　urinary　pregnandiol23）

levels　during　the　luteal　phase．

　　In　　conclusion，　the　　luteal　function　　in　　en－

dornetriosis　appears　preserved　from　the　view　of

the　maintained　progesterone　secretion　and　un－

common　occurrence　of　luteal　phase　defect．

Estrogen　level　increases　in　moderate　to　severe

endometriosis．　High　level　of　estrogen　appears　to

Play　a　key　role　in　promoting　Prolactin　secretion

and　development　in　endometriosis，
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23）Cheesman，　K．　L．，　Cheesman，　S．　D．，　Chatterton，

　　　R，Jr．　and　Cohen，　M．　R．：Alternations　in　proges．

　　　terone　metabolism　and　luteal　function　in

　　　women　with　endometriosis．　Fertil．　Steril．，40：

　　　590，1983．

子宮内膜症の進行度と高エストロゲン血症

　　　　　　　秋田大学医学部産科婦人科学教室

　　　　　　　太田博孝　福島峰子　真木正博

　子宮内膜症の病態の進行に伴う内分泌機能の変動を

知る目的で検討を行った．対象は秋田大学付属病院不

妊外来を受診し，子宮内膜症と診断された28例で，A

FS新分類によりstage　I，II，　III，　IVが各5，9，4，

10例の4群に分けられた．黄体期4－9日目に採血し，

血中estrone（El），　estradiol（E2），　progesterone（P4），

prolactinをRIAで測定した．同時に23例につき子宮
内膜日付を行った．lfn一中El，　E2はstage　II，　III，　IV

群で対象群より高値を示した．高prolactin血症は
stage　II，　III，　IV群でそれぞれ4，2，4例みられたが，

stage　I群ではなかった．血中P4は対象群と内膜症群

との間に差はなかった．子宮内膜診を行った23例のう

ち日付診が内膜採取日とほぼ一致する例は19例，不一

致例は4例のみであった．以上のことから子宮内膜症

ではその病態の進行に伴い，血中estrogen値が増加す

る．この高レベルのestrogenが中等症以上で高
prolactin血症を高頻度に惹起していると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　（受付　昭和62年7月30日特掲）
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Danazol，　LH－RH　agonist（Buserelin）の

　　　　　　子宮内膜腺に及ぼす効果
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　子宮内膜症患者7名に対して〈D－Ser［TBUコ6－des－Gly－NH2i°）LH－RH　ethylamide（Buser－

elin）を300－900μg／日，6ケ月間，経鼻腔噴霧投与した．また子宮内膜症患者6名に対しDanazo1，

400㎎／日，6ケ月間，経口投与した．2種の薬剤の子宮内膜への影響を検討するため経時的に計46回

の子宮内膜組織検査を行ない，子宮内膜腺外径，子宮内膜腺細胞の核分裂像の有無，子宮内膜腺細胞

核のpseudostratificationの程度について検討した．

　Buserelin群において24回採取した子宮内膜24検体中5検体（20．8％〉が，　Danazol群において22

回採取した子宮内膜6検体（27．3％）が子宮内膜組織が含まれていないinsufficient　materialであっ

た．Buserelin群ではpseudostratification，核分裂像が各々15／19（78．9％），13／19（68．4％）

の高率に認められたのに比し，Danazol群では投与初期よりpseudostratification，核分裂像は消失し，

各々，3／16（18．8％），2／16（12．5％）とBuserelin群に比し有意に低い出現率であった。また

子宮内膜腺外径もBuserelin群55．4±20．8μmに比しDanazol群では44。8±16．0μmと小さい傾向を

示した．子宮内膜腺外径が36μm以下の腺細胞を比較した場合，Buserelin投与下では50％の内膜腺

にpseudostratification，核分裂像が認められたのに比し，　Danazo1投与下ではこれらが全く認められ

なかった．これら両薬剤の子宮内膜腺へ及ぼす効果の違いは両薬剤の作用機序の違いを反映している

ものと思われる．また今回の結果は子宮内膜像より使用薬剤を推定する際，参考となる事実と思われ
る．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steri1．33（1），42－－46，1988）

序

　Danazol（17一α一ethinyl－17β一hydroxy－4－

androsteno［23d］isoxasole）は子宮内膜症に有

効な薬剤Dとして既に本邦においても汎用されている．

一方，（D－Ser［TBU］6－des－Gly－NH，1°）LH－

RH　ethylamide（Buserelin）は近年開発されたlong

acting　LH－RH　agonistであり2）子宮内膜症その他，

性腺ステロイド依存性疾患の治療薬としての効果が

期待されている薬剤である．今回両薬剤の子宮内膜

に及ぼす影響について検討し，興味ある知見を得た

ので報告する．
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　子宮内膜症が臨床経過ならびに内診により強く疑

われた患者13名（うち3名はラバロスコピー，開腹

手術により診断）を対象とした．13名中7名（平均

年令36．4歳）に対してBuserelinを月経周期6日目

より連日300－900μg，6ケ月間，（case　3．6は600μg／

日，case　2．4．5は900μg／日，　case　1。7は投与開始50

日目，95日目に300μg／日より600μg／日に増量）鼻

腔より噴霧形式で投与した．残り6名（平均年令34．3

歳）に対してはDanazolを月経周期6日目より連日，

400mg，6ケ月間，経口投与した．これら患者より投

与開始30－50日後より30－60日の間隔をおいて再

来時，子宮内膜組織を採取した．1回の掻爬で子宮

内膜組織採取困難であった場合は子宮内膜全周にわ

たって複数回の採取を試みた．これら検体はただち

に10％ホルマリン液で固定され，H－E染色後，鏡

検に供された．これら検体について子宮内膜腺の外

径核分裂像の有無，pseudostratificationの程度に

ついて検討した．内膜腺の外径については検体中最

も多数を占める大きさの内膜腺の外径を測定した．

核分裂像については弱拡5視野に1個以上の核分裂

像が認められる場合を（＋），認められない場合は（一）

とした．またpseudostratificationについては1／3以

上の子宮内膜腺がpseudostratificationを示す場合

は（＋），過半数以上の腺が示す場合は（十）とした．

採取された組織中に子宮内膜が殆ど含まれていない

場合をinsufficient　materialとした．

結　　果

　Buserelin，　Danazo1投与期間中13例全例が基礎

体温表上，無排卵であった．また薬剤投与中止が必

要な副作用は一例も認められなかった．表1にBuser－

elin，　Danazol投与中の子宮内膜腺の外径の経時的変

化を示す．観察された子宮内膜腺の平均外径±標準

偏差は，Buserelin群55．4±20．8μmに比しDan・

azol群44．8±16．0μmと有意差はないがDanazo1

群において小さい傾向が認められた（表4＞．Buserelin

群7例中5例，Danazol群6例中5例において薬剤

投与期間が長くなるにつれ子宮内膜腺が小さくなる

傾向が認められた．内膜組織が含まれていず鏡検時

insufficient　material（IM）と判定されたのは高度の

子宮内膜萎縮の結果と考えられるが，その出現頻度

はBuserelin群20．8％，　Danazol群27．3％で有意

差は認められなかった（表4）．しかし症例8．12，

にみられるようにDanazol群では薬剤投与後，より

早期に子宮内膜が萎縮する傾向にある．表2は両薬

｛43）43

表1　BuserelinならびにDanazol投与中の子宮内膜腺

　　外径（μm）の経時的変化

薬 Pt， 投与開始日よりの日数
劇 麗0， 50 100 150 180

1 52 56 60
2 48 40 40

藍3の

3 60 IM lM
」 45

68

40 　　32

36 24

薩M

lM
6 92 100 32 lM
7 60 76 56 80

8 48 56 IM 32 40
9 60 32 24 40

石
討 10 80 60 2e
⊆

δ 11 52 lM lM

12 1M IM 46

13 60 32 24 lM

表2　BuserelinならびにDanazolの子宮内膜腺細胞核

　　分裂像に及ぼす影響

薬 Pt． 投与開始日よりの日撤
劇 開0． 50 100 150 180

1 十 十 十

2 十 一
十

董 3 十 lM lM
o
蕊 4 一 十 IM
孟 5 十 十 一 IM

6 什 一 一 lM

7
一

1
十

8 一 一 lM

一一9 一 一 一 一
石
冒 10 一 一 一

5 11 十 IM IM
o

12 IM 1M 一

13 十 一 一 lM

表3　BuserelinならびにDanazolの子宮内膜腺細胞核

　　　のpseudostratificationに及ぼす影響

薬 Pt． 投与開始日よりの日数

剤 No． 50 100 150 180

1 十 一
十

2 一
十 十

葦 3 十 IM lM
①」O

4 十 十 1M
佛

詔 5 朴 一 一 lM

6 朴 十 十 lM

7 什 什 朴 升

8 十 一 lM 一 一

9 一 一 一 一

一o
謡 10 一 一 一

籍

11 十 1M lM
o

12 IM lM 一

13 十 一 一 lM

表4　BuserelinならびにDanazolの子宮内膜に及ぽす

　　　影響

　　　　　　　　Buserelin　　　　Danazol

Insufficient　materia1　　5／24（20．8％）　6／22（27．3％） NS．

Gland　diameter（μm）　55．4±20．8 44．8±16．0 N．S．

Gland　mitoses（≧十）　　13／19（68．4％）　2／16（12．5％）　　P〈0．01

Pseudostratification
　　　　　　　　15〆19（78．9％）
of　nuclei　（≧＋）

3〆16（18．8％）　　p＜0．001

N．S．：not　significant
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剤群における子宮内膜腺細胞の核分裂像の出現を経

時的に示したものである．Buserelin群においては核

分裂像はしばしば認められ（68．4％），薬剤投与後半

期においても7例中3例に認められた．一方，　Danazol

群では6例中2例に初回の内膜検査で認められたの

みでその出現率は12．5％でBuserelin群に比し有意

に低値であった（表4）．表3は子宮内膜腺細胞核の

pseudostratificationの程度を経時的に示したもので

ある，Buserelin群においては高率に（78．9％〉，し

かも高度に認められる．Danazo1群では核分裂像と

同様初回の検査において3例にpseudostratification

が認められたにすぎずその出現頻度（18．8％）は

簾
’ ・鞍・・

　　　鶏

襲．

図1　症例7．Buserelin　180日目の子宮内膜像（×48）

勲

t：

蕎．

織，

図2　症例9．Danazol　57日目の了・宮内膜像（×48）

Buserelin群に比し有意に低値であった（表4）．ま

たBuserelin投与中の症例においては子宮内膜腺外

径が36、μm以下と比較的小さくなっても子宮内膜腺

細胞核のpseudostratification，核分裂像は各々，50

％に認められたのに比し，Danazol投与例では子宮

内膜腺外径が36μm以下の場合それらの出現は皆無

であった．Buserelin群では一旦IMを示した例（症

例3，4，5）がBuserelin投与中再び子宮内膜が採

取されることはなかったが，Danazo1群では一旦I

Mを示した4例中2例（症例8，12）がDanazol投

与中再び子宮内膜が採取された．（Buserelin群症例

3，4，5ならびにDanazol群症例13については
各々，薬剤投与開始後156，170，163，163日目に子

宮内膜組織採取を試みたが粘液のみ採取されたため

鏡検には供していない．）表中には示されていないが，

Danazol投与中の子宮内膜腺の密度はBuserelin群

に比し疎で，間質浮腫も少ない傾向にあった．図1

には症例7のBuserelin投与180日目の子宮内膜像

を，図2には症例9のDanazol投与57日目の子宮内

膜像を両薬剤投与中の典型的子宮内膜像として示し

た．図1の子宮内膜腺は比較的密に配列し，外径は

図2のそれに比し大きくまた子宮内膜腺細胞核の

pseudostratification，分裂像も認められる．一方，

図2の子宮内膜腺は小型で疎に配列し腺h皮細胞の

丈は低く，　pseudostratificationや核分裂像を欠いて

いる．

考　　案

　今回の結果はBuserelin　300～900μg／t］，6ケ月間

投与期間中はDanazol　400　mg／日，6ケ月間投与期間

中に比し，子宮内膜腺細胞核のpseudostratifica－

tion，核分裂像が高率に存在し子宮内膜腺自体も大き

い傾向にあるというものである．さらに最も興味深

い結果は，Buserelin投与期間中は子宮内膜腺外径が

36μm以ドの小さい腺となってもこれらpseudos－

tratification，核分裂像が高率に存在し続けると、いう

ことである．正常月経周期中の子宮内膜腺細胞核は

増殖期中期より後期，分泌期にかけてpseudos－

tratification，核分裂像が著明となりまた子宮内膜腺

自体も増大する3）．Buserelin投与中の子宮内膜は萎

縮に至る過程で，pseudostratification，核分裂像に

関しては増殖期中・後期類似の像を，子宮内膜腺自

体の大きさは増殖期中期以前の像を示すのが特徴的

である．一方，Danazol，400㎎／日，投与中の子宮

内膜は塩塚他）が既に観察しているように投与開始早

期よりpseudostratification，核分裂像が消失し，子

宮内膜腺自体も小さく疎に配列し萎縮像を示すよう

になる．これらの子宮内膜組織像の変化は，　Danazol

400㎎／日はBuserelin　300－900μg／日よりもより早

期に子宮内膜を萎縮に導くことを示している，しか

しながら，Buserelin　300－900μg／日投与とDanazo1

400㎎／日投与の本邦における多数例の臨床効果比較

においては，前者は後者と同等もしくはそれ以上で

あるとされている5）。我々の検討でも子宮内膜が採取

困難な札萎縮したと考えられる状態であるIMの出

現率はBuserelin群20．8％，　Danazol群27．3％と

有意差は無く，最終子宮内膜検査でのIM出現は
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Buserelin群7例中4例，　Danazol群6例中2例で

両群に差は認められなかった．またBuserelin投与例

においては一旦IMを示した4例は，　Buserelin投与

期間中に再び子宮内膜組織が採取されることはなか

ったのに比し，Danazo1投与例では一旦IMを示し

た4例中2例が投薬期間中に再び，内膜腺細胞核の

pseudostratificationや分裂像を有していない子宮内

膜腺組織が採取された．これらはBuserelinの効果発

現にはDanazolに比して長時間要するが一旦効果が

出現するとDanazolに比しその効果は安定している

ことを示している．

　Buserelinは下垂体gonadotropeに作用し
gonadotropinsの不適切な分泌を促す．そのため正常

卵胞発育は阻害され卵胞よりのestrogen分泌は

dose・dependentに抑鑑［1され6｝，　chemical　castration

といわれる卵巣ステロイド環境となる7）．子宮内膜症

はestrogen依存性であり8｝，　Buserelinの子宮内膜症

への治療効果発現は上記の機序によってなされてい

る．しかしBuserelinに対する反応には個人差が認め

られ800μg／日，1200μg／日といった薬用量でも完全

なchemical　castrationに導くのに5ケ月程度要する

例があると報告されている7）。Buserelin　6ケ月間投

与期間中，時々高estrogen状態になることがあるこ

とは既に報告されており2・6・7・9・IO），今回の結果，すな

わち投与期間が長くなってもpseudostratificationや

核分裂像を伴う比較的大きな子宮内膜腺が認められ

るという結果は時々出現する高estrogen状態を反映

しているものと思われる．一方，Danazolの子宮内

膜症治療効果発現の機序は複雑でいまだ特定されて

いない．Danazolは当初，排卵時のLHsurgeを抑制

する11）ことや，閉経後婦入のgonadotropin抑制作用

があること12）から抗gonadotropin作用により低

estrogen状態を作り子宮内膜症治療効果を発揮する

と考えられた．しかしDanazo1投与中のestrogenは

下降はする13’14）ものの子宮内膜を急速に萎縮へ導く

には不充分と思われる．その後，ステロイド合成酵

素阻害作用15・16）子宮内膜細胞増殖に対する直接抑制

効果が報告された17）が，子宮内膜を萎縮へ導く過程で

Danazolのどの作用が主たる役割を果しているのか

は不明である，今回示されたDanazolの速やかな子

宮内膜への効果発現は低estrogen状態を介して行な

われるというよりむしろDanazolの子宮内膜への直

接作用を支持しているものと思われる．

　　今回の子宮内膜像の検討より，用いられたBuser－

elin　300－900μg／日投与量では効果発現までDan・

azol，400㎎／日投与に比して長時日要すること，また

子宮内膜が萎縮に至る過程においてBuserelin投与中

（45）45

はDanazol投与中に比して高率に子宮内膜腺細胞核

のpseudostratification，核分裂像が認められること

が明らかとなった．Buserelinの速やかな効果発現に

はよりlarge　doseによるprimingを考慮することが

必要であろう．また今回，我々が示したBuserelin投

与中は子宮内膜腺が小さくともpseudostratifica－

tion，核分裂像等の正常子宮内膜腺が増殖期中・後期

に獲得する特徴を有しているという結果は，今後子

宮内膜像より使用薬剤を類推する際，助けとなる事

実と思われる，
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mechanism（s）of　the　two　compounds　might　lead　to

these　results．　Our　demonstration　that　the　high

apPearance　rate　of　the　pseudostratification　of　nu－

clei　and　gland　mitoses　even　in　small　endometrial

glands　from　patients　taking　the　GnRH　agonist
buserelin，　may　help　in　determining　the　use　of　buser－

elin　in　examination　of　an　endometrial　histology．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年2月24日）

Danazol　and　an　GnRH　agonist

　　（Buserelin）：comparison　of

　　　　　　endometrial　effects

Hisanori　Minakamil，　Seiichi　Kobayashi2，

　　Kozo　Kimura’，　Takashi　Kanazawai，

　　Takashi　Tamura’and　Taro　Tamadai

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　　　Jichi　Medical　Schoo11．

　　　　　　　Department　of　Pathology，

　　　　　　　　Jichi　Medical　School2

　　The　effects　of　two　antigonadal　compounds，　dan・

azol　and　the　GnRH　agonist　buserelin，　on　the　en－

dometrial　gland　were　investigated　by　studying　13

patients　having　endometriosis．　Six　of　them　received

400mg／day　of　danazol　orally　for　6　months（danazol

group）and　the　remaining　7　patients　were　treated

with　the　GnRH　agonist　buserelin（300－900μg／day）

intranasally　for　6　months．　Their　endometriums

were　biopsied　periodically　to　examine　the　diameter

of　the　endometrial　gland　and　its　mitoses　as　well　as

the　pseudostratification　of　nuclei．　Out　of　19　speci－

mens　from　the　buserelin　group，15　specimens
sho、ved　　pseudostratification　　of　nuclei　and　　13

showed　gland　mitoses．　In　contrast，　out　of　16　speci・

mens　from　the　danazol　group，　only　3　had　pseudos－

tratification　of　nuclei　and　only　2　gland　mitoses．

Further，　when　comparing　small　endometrial　glands

（≦36um　in　diameter）between　two　groups，50　per

cent　of　the　specimens　from　the　buserelin　group

showed　the　pseudostratification　of　nuclei　and　gland

mitoses　while　none　of　the　specimens　from　the

danazol　group　did．　Differences　of　action
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Danazo1による子宮腺筋症の治療

Treatment　of　Adenomyosis　by　Danazol
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　子宮腺筋症患者にdanazol　400㎎／日を2ヵ月以上6ヵ月間連続投与した17例で，子宮長や子宮体

部の最大横径とその位置での前後径の積の変化を測定し内診所見よりその有用性を評価した．

　danazolを服用する限り，子宮腺筋症を含む子宮は縮小し，月経困難症が除去されることが多いが，

danazol中止後では多くの場合，早期に再発が起こり，その結果子宮腺筋症治療や不妊症治療にdanazol

は有効に働きにくいと考えられる．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL　33（1），47－51，1988）

緒　　言

　子宮内膜症は機能を有する子宮内膜組織が子宮体

内膜層以外の部分に異所的増殖を示す疾患である．

異所性内膜のステロイド反応性は未熟性であること

があり1・2），estrogen　receptorやprogeSterone　rece－

ptorの組織内濃度により異なる3｝．したがって

estrogenに対する異所性内膜の反応性に強弱があり，

progesteroneに反応しないものもあることが推定さ

れる．

　骨盤子宮内膜症の治療にdanazolが用いられ，そ

の有用性は広く認められている4）．このdanazo1によ

る治療効果はsteroid　receptor機構を介してもたら

されると考えられる．したがって同じ病態を示す子

宮腺筋症にdanazolを用いても同様な有用性が得ら

れると考えられるが，その有用性が客観的に評価さ

れたことは少なく，むしろ否定的であることが臨床

上経験される．

　そこで子宮腺筋症の治療にdanazolを用い，その有

用性を評価した．

対象および研究方法

　京都府立医科大学付属病院産婦人科を訪れた患者

が対象となり，試験期間は昭和60年6月1日より昭

和62年3月31日までとした．子宮腺筋症の診断は

通常，典型的な徴候と症状と，内診所見により行な

った．20例の患者に投与したが，その内3例の患者

は初回投与でdrop－outした．少なくとも2ヵ月以

上服用したものを評価の対照とした．その年齢構成

は22歳より49歳にわたり，平均年齢は37．7±

1．8（n＝17）であった．

　使用薬剤としてdanazol（Bonzol⑪）を用い，

200mg　1日2回連続服用した．4週毎に内診を行な

い，超音波断層法で子宮の大きさを測定した．即

ち，子宮底と子宮頚部下端との長さ（子宮長）と

子宮体部の最大横径とその位置での前後径の3つ

の長さを測定した．子宮長および子宮体部での最

大横径（cm）とその位置での前後径の積の値（面
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積㎝・）とをdanazol治療中，治療後にわたり観察し

た．

　danazol投与による子宮病変の評価は，個々の症例

によって病変の広がり方が異なるので，各症例の値

を平均して評価するのは無意味であるので，個々の

症例の変化を評価した．

　肝機能検査は1ヵ月毎に行ない，17例中異常値を

示したものは6例（35％）であり，異常を認めても

投与は連続され，少なくとも2ヵ月以上6ヵ月間投

与はなされた．

　患者はdanazo1投与により体重増加することを教

えられ，体重増加が認められると摂食するよう指導

された．それにもかかわらず2kg以上の体重増加が

認められたものは17例中12例（70．6％）であった．

結　　果

　（1）dnazol投与中，後の子宮底と子宮頚部下端との

長さ（子宮長）の変動

　danazolを投与すると子宮長は多くの場合，減少傾

向を示すが，測定時期により変動が大きい（図1）．

この長さを投与前と投与終了時とで比較すると17例

中11例（64．7％）で測定上は短かくなっているよう

（cm）

10

5

／

　　投与前

　　　　　　　投　与　中（月）

図1　danazol投与中の子宮底と子宮頸部下端との長さ

　　の変動
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である．投与終了後に観察しえた症例12例をみると，

9例（75％）では再び子宮長は延長している傾向が

ある（図2）．これらの測定値は測定時の条件にもよ

り異なり，その変化の評価は困難である面を持つ．

　（2）danazo1投与中，後の子宮体部の最大横径とそ

の位置での前後径の積の値（面積）の変化

　danazolを投与するとこの値（面積）はかなり変動

した（図3）．図4に示したように，投与前と投与後

の測定値を比較すると17例中13例（76．5％）では

この面積は減少していた．投与後に観察しえた症例

11例中9例（82％）では6ヵ月以内にこの面積は増

大しているようである．その内でも月経困難症を訴

えたものは4例（44％）であった，

　danazo1投与後，すぐ全例に無排卵が認められ，中

にはspottingが認められるものもあるが，投与2ヵ

月以後，自覚症状として下腹痛，腰痛は全くなく内

診時の疹痛は1例を除き全く消失した．

考　　察

　danazolによる子宮腺筋症治療効果の評価は諸外

国ではみられないが，日本でいくつかの文献にみら
れる5～8）．

　子宮腺筋症の子宮内での病変の拡がりは症例によ

りまちまちであるので，danazolによる治療効果を各

（cm）

10

　投与前　投与終了時

　　　　　　　投　与　後（月）

図2　danazol投与後の子宮底と子宮頸部下端との長さ

　　の変動
　　（＊：投与終了後　月経困難症を訴えたもの）
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図3　（danazol投与中の子宮体部の最大横径）×（その位

　　置での前後径）の値（面積）の変化

症例の平均値であらわすユ5）ことは困難である．したが

って個々の症例でdanazolによる病変の変化を観察

し，評価することが望ましい．

　danazolを子宮腺筋症に用いると，子宮腺筋症を含

む子宮体の最大径を含む面積や子宮の長さの縮小す

ることが多いことから，danazo1により子宮腺筋症を

含む子宮が縮小することが推定される．

　danazolはsteroidであるから少なくともdanazoI

の治療効果発現機構はsteroid　receptorの概念を通

して発揮されるものと考えられる9）．danazolが正常

子宮筋層・内膜などの正常組織ならびに子宮腺筋症

組織で作用し，これは直接細胞か，血管系を含む問

質へのdanazo1による効果の結果出現したものと考

えられる．このことはよく知られているように子宮

内膜，筋層でのsteroid　receptorの存在とsteroid効

果ならびに子宮血管にsteroid　receptorの存在1°」1）お

よびそこでのsteroid効果12・13）が知られていることか

らも推定される．

　danazol投与中に子宮を測定した値は幅広く変動

する．これは測定方法によるのか，その時のホルモ

ン環境による子宮の反応の違いによるのか明らかで

図4

ない．

投与前投与終了時　　2　　　4　　　　6

　　　　投与後（月）
（danazol投与後のf宮体部の最大横径）×（その位

置での前後径）の値（面積）の変動

（＊：投与終J’後　月経困難症を訴えたもの）

　danazol投与後多くの場合，子宮体の最大径を含む

面積や子宮の長さが変動しながらも漸次増大してく

るようである．

　したがって，’f・宮腺筋症ではdanazolを投与して

いる限り，子宮も縮少し症状も除かれるが，投与中

止すると多くの場合子宮は増大し，症状が出現する

といえる．一方，骨盤子宮内膜症では投与後の再発

率は1年に5～15％とされていること14｝からすると，

骨盤内子宮内膜症はdanazolに反応しやすいことが

わかる．このように子宮腺筋症では骨盤内子宮内膜

症よりもdanazolによる効果が低いと考えられてい

る．しかし，子宮腺筋症の方がホルモン療法の効果

が高いことを示唆されたり，ある程度まで縮小が認

められ，6“’8｝danazol中止後も再発が少ないような報

告もある．6・8）いつれも十分な投与後の観察がなされ

ておらず，はっきりしたことがいえないのが実状で

あi），著者らがここで報告したようにdanazol中止

後内因性のestrogenにさらされ，多くの場合，発生

機序，増殖機序からするなら，病変増殖は予想され

る．
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　この理由として以下のことが考えられる．

　子宮腺筋症は病態からすると骨盤内子宮内膜症と

同じで，ただ考えられる違いは以下のごとくである．

子宮腺筋症は子宮内膜基底層の筋層内への浸潤にる

ものとされている．一方骨盤内子宮内膜症は発生機

序からするなら，子宮内膜機能層の移植・増殖によ

るものと考えられる．

　子宮腺筋症や骨盤i内子宮内膜症にどの程度にster・

oidに反応しない部分があるのかは明らかでない．骨

盤内子宮内膜症でも組織学的にsteroidに反応しない

ことが知られており2・3｝，また臨床的に骨盤内子宮内

膜症で出血した色素が認められないものも多いこと

が知られている4｝．通常子宮腺筋症の方がsteroid療

法に反応しにくい印象をもつ人が多く，事実danazol

投与により子宮腺筋症では光顕および電顕により顕

らかな組織変化が認められないが5），骨盤内子宮内膜

症では腺構造が崩解し，病変組織そのものも減少し

ていることから，骨盤内子宮内膜症は子宮腺筋症と

大きく異なる．したがって子宮腺筋症は魂として子

宮の中に存在し，danazo1治療中では直接に細胞の増

殖が抑制されたり，多分，血管系を含む間質を通し

ての栄養障害から個々の細胞が縮小することがあっ

ても死滅することが少ないのでないかと考えられる．

しかし，治療後は再び内因性estrogenにより移所性

内膜症は増殖しdanazol治療は無効の印象を与える．

　danazolによる肝障害の発現頻度は骨盤子宮内膜

症に用いられた場合，日本で多施設の集計したもの

では20％前後にみられ，その内約7％弱が服薬中止

しているが15），本研究での肝障害の発現頻度は35％

と高いが，中止例はなかった．

　最後に結論として，子宮腺筋症患者にdanazolを

用いた場合に子宮の縮小や月経困難症の除去にdan－

azolを服用する限り有効に働らくが，　danazol中止

後では多くの場合早期に再発が起こり，その結果，

子宮腺筋症治療や不妊症治療にdanazolは有効に働

きにくいと考えられる．
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The　effectiveness　of　danazol　was　investigated　in



●

昭和63年1月1日 玉舎　他 （51）51

蝋

the　seventeen　patients　having　adenomyosis．　Dan－

azol　was　administered　of　400　Tng　per　day　continuous－

ly　at　least　over　2　months，　until　6　months．

　　During　the　administration　of　danazol，　the　uterine

sizes　determined　by　the　ultrasound　tomography

tended　to　be　decreased，　with　the　improvement　of

pelvic　findings　and　cessation　of　dysmenorrhea．

　　However，　after　discontinuation　of　the　drug，　the

recurrence　occurred　in　the　early　periods．　Therefore

it　is　suggested　that　danazol　is　rlot　effective　for　the

treatment　of　adenomyosis　and　infertility　due　to　it

　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年5月30日特掲）
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　r宮内膜症の3例に対してLH－RH　agonist（Buserelin）300μg／dayを経鼻投与し，臨床効果およ

び血中各種ホルモン動態を詳細に観察して以下の成績を得た．

　1．いずれの症例も臨床効果は著明であった．

　2．血中FSH，　LH，　prolactinおよび卵巣性ステロイドホルモンの基礎値は治療中低下した．

　3．高prolactin血症の症例では血L中prolactin値はBuserelin投与により低’ドし正常値となった．

この変化は血中estrogen値の変化と馳F行しておらず，　Buserelinの直接効果である可能性が示唆され
た，

　4．LH－RH，　TRHテスト，　estrogen　feedbackテストでは血中FSH，　LH値の反応はいずれも低

下していたが，prolactinの反応は正常範【用で著変はなかった．

　5．Buserelin治療ll3の重篤な副作用は認められなかった．

　以上のことから，子宮内膜症に対するBuserelin投与の有効性が明らかとなった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn。　J．　Ferti1．　SteriI．33（1），52－59，1988）

緒　　言

　Buserelin（D－Ser〔TBU〕6－des－Gly－NH2】°）

はHoechst社で合成されたLH－RH　agonistで，

arylamidaseによる不活化を受けにくく，長期間作用

が持続するのを特徴としている1）2）．この薬理作用か

ら，欧米ではすでに思春期早発症，r一宮内膜症，ホ

ルモン依存性腫瘍（乳癌，前立腺癌），避妊等に使用

されつつある3ト8｝．製剤としては，注射および点鼻薬

（nasal　spray）の2種類があるが，このうちnasal

sprayは投与方法が比較的容易で苦痛がなく，患者ひ

とりで使用できることから幅広い臨床応用が期待さ

れている．

　今回我々は一f宮内膜症の各種症例に対してBuser－

elin　nasal　sprayを使用し，その臨床成績および投与

中の血中各種ホルモン動態について詳細に検討した

ので報告する．
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研究及び研究方法

合阪　他

　当科通院中の子宮内膜症患者3例を対象とした．

Buserelinは300μg／dayを1日1回午前中に点鼻投

与し，約2カ月間投与を継続した．そして投与前後

の内診所見および臨床症状の改善度を比較検討し，

Buserelinの臨床効果を判定した．子宮内膜症の進行

度分類はBeechamの分類ユ4）を参考』とした．また

Buserelin投与中の血中各種ホルモンの動態を観察す

るために，Buserelin投与中に2～3日間隔で約2カ

月間連続採血し，血中FSH，　LH，　prolactin，　estrone，

estradiolおよびprogestetone値を測定した．さらに

Buserelinを投与した際の血中各種ホルモン動態をよ

り詳細に観察するため，1例においてBuserelin初回

投与時および約6か月間の連続投与後に，2時間毎

に24時間留置針より採血して同様に血中各種ホルモ

ンを測定した，またこの症例においては，Buserelin

投与前および投与中にLH－RH，　TRHテスト，

estrogen　feedbackテストを施行し，　Buserelin投与

による各種負荷テストに対する間脳一下垂体系の反

応の変化を検討した．

　各種ホルモンの測定はSRL社（Special　Reference

Laboratory　Inc．，東京）に依頼し，　FSH，　LH，

Prolactinおよびprogesteroneに関しては第一一アイ

ソトープ社製のキットを用いて，estrone，　estradiol

に関してはさらに帝国臓器社に外注していずれも

radioimmunoassay法により施行された．この際の

各種ホルモンのintraおよびinter　assay　varianceは

FSH：3．4～4。0％，　LH：4．8～5．3％，prolactin：6．4～7、

3％，　progesterone二5．3　一一　8．0％，　estrone：7・6～17・0

（53）53

％，estradiol：8．7　一”　17。4％といずれも満足すべき値

であった．

研究成績

1）各症例の臨床経過およびBuserelin投与中の血中

各種ホルモン動態

〔症例1〕23才

　月経時障害を主訴として昭和60年6月25日当科

を受診した．内診所見では子宮は正常大であったが，

子宮右壁に指示頭大の圧痛のある硬結を触知し，子

宮内膜症（Beecham　IDと診断し，ただちにBuserelin

300μg／dayの点鼻薬を開始した．　Buserelin投与中，

時に少量の性器出血がみられたが，それに伴うド腹

痛などの臨床症状は認められなかった（図1）．しか

し内診所見では，Buserelinの約2カ月の投与により

著明な変化は得られなかった．

　Buserelin投与中の血中各種ホルモン動態（図2）：

　本症例では血中gonadotropinの基礎値に著明な

変化は認められなかった，投与15日目と23日目に

ピークがみられるが（特にLH），これは点鼻薬投与

後に採」血したためと思われた．また血中prolactin，

estrone，　estradiolおよびprogesterone値に関しても

著明な変化は認められなかった．本症例はBuserelin

300μg／dayの投与により臨床症状は改善され，排卵

も抑制されたが，血中estrogen値の動態からはこの

投与量では不十分であったと考えられた．

〔症例2〕27才

　昭和60年6月19日卵巣嚢腫の診断にて手術とな

った．開腹したところ左卵巣に超鷲卵大のen－
dometrial　cystがみられ，　Douglas窩と強く癒着し

T「eatment

GOT（ぐ34U）

GP「r（ぐ29U）

AI．P（27～1〔附）

LDH（k400U）

性舘出血

月縫困雛症状

内診所見
（Beecham）

卵巣欠落症状
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図1　症例1の臨床経過
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図2　症例1におけるBuserelin投与中の血中各種ホル

　　モン動態

ていた．そこで左付属器切除術を施行し，術後Buser．

elin　300μg／dayの点鼻投与を開始した．本症例にお

いてもBuserelin投与中，時に性器出血がみられたが，

それに伴う臨床症状はほとんどみられなかった．約

2カ月の投与により，内診所見もBeecham　IIIからII

に軽度の改善がみられた（図3）．

　Buserelin投与中の血中各種ホルモン動態（図4）：

Buserelin投与により血中FSH，　LH，　estroneおよび

estradiol値には著明な変化は認められなかったが，

血中prolactin値は徐々に低下する傾向を示し，血中

progesterone値は著明に抑制された．この症例は，

たまたま血中prolactin値がBuserlin投与前に
58ng／mlと高値を示し，高prolactin血症であること

が判明したが，Buserelin　300μg／dayの投与により

血中prolactin値は徐々に低下することが明らかとな

った．この際に血中estrogen値の減少を伴わなかっ

たことから，高prolactin血症例ではBuserelinが

prolactin分泌系に直接抑制的に作用する可能性が示

唆された．

〔症例3〕38才

　約1年来増悪する月経困難症を主訴として，昭和

59年当科受診，子宮内膜症と診断された．手術療法

は希望しなかったため，Danazo1400㎎／dayの投与

を開始し，臨床症状の改善をみたが，肝機能障害が

出現したためDanazol投与開始後2カ月で中止とな

った．しかし，その後再び月経困難症状が出現した

ため，昭和59年10月22日よりBuserelin　300μg／

dayの点鼻投与を開始した．投与前の内診所見では，

子宮はやや大，可動性不良でDouglas窩に著明な圧

痛を伴う硬結を触知し，外性子宮内膜症（Beecham

II）と診断された．　Buserelin投与開始2カ月後より

月経困難症状は全く消失したが，内診所見上の著明

な改善は得られなかった．本症例でも少量の性器出

血が時折みられたが，それに伴う著明な臨床症状は

ほとんど認められなかった（図5）．

　Buserelin投与中の血中各種ホルモン動態（図6）：

　Buserelin投与中，血中gonadotropin値に関して

は基礎値が徐々に上昇する傾向がみられた．逆に血

中prolactin，　estrone，　estradio1値に関しては基礎値

が徐々に低下する傾向がみられた．血中progesterone

値に関しては，もとの基礎値が低く決定的なことは

（Beecham）

月経困難症状

性

Buserelin　300rtg／day　lntranasal

（±）

［］

図3　症例2の臨床経過
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図4　症例2におけるBuserelin投与中の血中各種ホル

　　　モン動態

言い難いが，同様に徐々に低下することが明らかと

なった．また本症例でみられた血中prolactin値の低

下は，血中esteogen値の動態にほぼ一致しており，

血中estrogen値の低下に伴った2次的な変化と考え

られた．本症例では臨床症状の改善度および血中ス

テロイト値の動態から，Buserelin　300μg／dayの投

与で十分な臨床効果が得られたものと思われた．

2）Buserelin初回投与時および投与6カ月後の血中

各種ホルモンの日内変動（図7）

　症例3においてBuserelin投与時の変化を詳細に観

察するため，留置針により2時間ごとに24時間採血

し血中各種ホルモン動態を検討した．Buserelin初回

投与後4時間で血中gonadotropin値は最大値（基礎

値の6～8倍）に達し，その効果は約12時間持続し

た．しかし約6カ月閻の慢性投与後はBuserelin投与

によりFSH，　LHのいずれもやや上昇傾向を示した

ものの，その反応は著明に抑制されていた．血中

prolactin値に関しては，いずれも著明な変化を示さ

なかった．

　一方，血中estrone，　estradiol値はBuserelin初回

投与6時間後より10時間，軽度の上昇を示したが，

約6カ月間の慢性投与後にはその反応はやや抑制さ

れていた．血中progesterone値に関しては初回投与

時の基礎値が低く決定的なことは言い難いが，Buser－

elinの慢性投与による著明な変化は本症例には認めら

れなかった，

3）Buserelin投与前および慢性投与中のLH－RH，

内診所見111
（Beecham）

月経困難症状

Buserelin　300．ttg／day　intranasal

364
days　　　　　　　　　　10　　　　　　　20　　　　　　　30

date　5ノ覧II　　　　T5／Yll　　　　251Yll　　　　4／ym

図5　症例3の臨床経過
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TRH負荷テスト（図8＞

　症例3においてBuserelin投与前の卵胞中期および

投与開始約3ヵ月後にLH－RH100μg，　TRH500μg

を同時に筋注し，30分ごとに2時間採血して血中の

FS　H，　LHおよびprolactinの動態を比較検討した．

その際，BuserelinはLH－RH，　TRH負荷テスト終

了後に投与するよう配慮した．結果は図8に示すが，

FSH，　LHともBuserelinの慢性投与によりpoor

responseとなり，Buserelinの長期間の投与により，

一過性に投与された天然のLH－RHに対する
gonadotropinの反応が著明に低下していることが明

らかとなった．一方，Buserelin慢性投与中のTRH

負荷に対するprolactinの反応はBuserelin投与前と
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　　　TRH負荷テスト

比較してもほとんど変化は認められずほぼ正常範囲

で，　Buserelin投与による影響はほとんどないものと

考えられた．

4）Buserelin投与前および慢性投与中のestrogen

feedbackテスト（図9）

　前述のLH－RH，　TRH負荷テストにひき続いて，

症例3においてBuserelin投与前の卵胞中期および投

与開始約3カ月後にestrogen　feedbackテストを施

行し，血中FSH，　LHの変化率を比較検討した，テ

スト薬剤としてはestradiol　benzoate　100ptg／kgを投

与し，採血は24時間間隔で投与96時間後まで施行

した．なおBuserelinの投与は毎回の採血終了後に行

うよう配慮した．その結果，図9に示すように，本

症例ではBuserelin投与前はFSH，　LHともnega－

tiveおよびpositive　feedback機構はほぼ良好に保た

れていたが，　Buserelinの慢性投与によりいずれも明

確なphaseは消失し，とくにpositive　feedbackが認

められなくなることが明らかとなった．

　　　　　　　　　　考　　察

　D－Ser〔TBU〕6－des－Gly－NH2io，　Buserelin

はHoechst社で合成されたLH－RH　agonistで，天

然のLH－RHのアミノ酸配列で6番目と10番目の
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図9　BUSerelin投与前および慢性投与中のeStrOgen

　　　feedbackテスト

glycineを図10のように置換しており，酵素による

不活化を受けにくく，長期間作用が持続するのを特

徴としている1ト3）．この作用から欧米では子宮内膜症

をはじめとして様々な疾患に幅広く臨床応用されて

いる4ト8｝．特にその作用が可逆性で投与中止によりす

みやかに本来の性機能が回復することから非常に使

用しやすい薬剤といえよう．

　作用機序としては，下垂体のLH　一　RH　receptorと

長時間結合することにより，内因性のpulsatileに分

泌されるLH－RHに対するreceptorの結合を
blockすることによると考えられている1）一一3）．またラ

ットでは卵巣においてもLH－RH　receptorが発見

12345678910PYR　HIS　TRP　SER　TYR　GLY　LEU　ARG　PRO　GしY　NH2

　　　　　　　　　　6

LH－RH　GnRH

PYR　団S　　TRP　SER　TYR　SER　　LEU　ARG　pRO　　NH－CH2。CH，

　　　　tert　butyl　　　　　　　　　　　　Buserelin

　　　「D－SER（But｝）

図10Buserelinの分子構造
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されており，卵巣レベルで直接steroidogenesisを抑

制するという報告もみられる9ト1°）．最近ヒトにおい

ても黄体にLH－RHおよびそのagonistに対して特

異的な結合を示す部位がみられたとの報告がなされ
ている11）一一一13）．

　今回我々の示した3症例では，Buserelin投与によ

る血中各種ホルモン動態は様々であったが，300μg／

dayの投与により排卵はいずれも抑制され，臨床的に

も良好な結果が得られた．一般に子宮内膜症の治療

としてBuserelinを用いる場合には600　・一　900μg／day

の投与の方か臨床効果が高いとする報告が多い
が14）Jv　16）．今回の3症例では性器出血が時折認められ

たものの，それに伴う臨床症状は消失し，300μg／day

の投与で良好な結果を得たので，あえて投与量の増

加は行わなかった．投与期間については6～7カ月
程度とする報告が多いようである4）5）8）14）～16）．

　次にBuserelin投与による血中各種ホルモン動態を

詳細に観察したところ，血中gonadotropin，　prolactin

および性ステロイド値はいずれもその基礎値が徐々

に低下することが明らかとなった．また，症例2の

高prolactin血症例ではBuserelin投与により血中

prolactin値の正常化がみられた．しかも，この現象

には血中estrogen値の減少を伴わなかったことから，

BuserelinがBromocriptineほど強力ではないが，高

prolactin血症例において血中prolactin値を直接低

下させる作用を有することが示唆された．井上ら17）も

同様の作用を報告し，Buserelinはestrogen産生抑

制を介してprolactin分泌抑制を行うのみならず，中

枢に対する直接作用によりprolactin分泌を抑制する

可能性を示しており興味深い．今後の詳細な研究が

期待される．

　一方，症例3においてBuserelinの長期間投与によ

る血中各種ホルモン分泌動態を検討したところ，

Buserelin投与による血中FSH，　LH値の反応は初回

投与時に比較して投与開始6カ月後では著明に低下

していた．しかし，血中prolactin値の反応には変化

は認められなかった．また，Buserelin投与前および

投与開始3カ月後に施行されたLH－RH，　TRH負荷

テストでも同様の成績が得ら礼下垂体におけるLH－

RHに対するgonadotopin分泌系の反応が著明に低

下していることが明らかとなった．しかしprolactin

分泌系へはほとんど影響を与えないものと考えられ

た．この成績は前述の高prolactin血症例における

Buserelinの作用と一見相反するように思われるが，

Buserelinの高prolactin血症例に対する血中
prolactin低下作用がBromocriptineのように正常

域のものをさらに低下させたり外因性に投与したT

日不妊会誌　33巻1号

RHに対する反応を抑制したり，するほど強力なも

のではないためと考えられる．Estrogen　feedbackテ

ストでは血中FSH，　LH値の変化率でみるとBuser・

elinの長期間投与によりpositive　feedback効果の消

失が認められた．本研究では血中のLH－RH値の

変動を測定していないため，明確な事実は不明であ

るが，これもBuserelinが下垂体レベルに作用して

LH－RH　receptorに対するdown　regulation2）をひ

きおこしたためであると考えられた．

おわりに

　子宮内膜症の3例にBuserelinを投与し，その臨床

効果を検討した結果，いずれも良好な成績を得た．

本剤はDanazo1による肝機能障害を生じた例にも使

用可能で，中止することによりすみやかに間脳一下

垂体一卵巣系は復旧することから，今後の幅広い臨

床応用が期待される．

　稿を終えるにあたり，　Buserelin使用に際して様々な御配慮，

御教示を賜った横浜市立大学医学部産婦人科学教室，水口弘司

教授に深謝いたします．また，各種ホルモンのRIAに御協力

いただいたSRL社に深謝いたします．なおBuserelinはヘキ

ストジャパン社より提供を受けた．
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Treatment　of　endometriosis　with

　　LH－RH　agonist（Buserelin）．

　　Kohzo　Aisaka，　Saburo　Ando，

Kentaro　Kokuho，　Sachie　Kaneda，

Tetauo　Tawada，　Kohsuke　Yoshida

　　　　　and　Hiroyuki　Mori＊

Department　of　Obstetrics＆Gynecology，

　　　　　San－ikukai　Hospital，　Tokyo．

　　　　　Oita　Medical　College，　Oitaホ

　　Three　women　with　endometriosis（Beecham’s

stage　II－III）　were　treated　with　once・daily

intranasal　insufflation　（300μ9）　of　a　long・acting

LH－RH　agonist（Buserelin）for　two　to　six　months，

The　clinical　effectiveness　and　the　dynamics　of

serum　FSH，　LH，　prolactin，　estrone，　estradiol　and

progesterone　levels　during　the　treatment　were

investigated．　LH－RH，　TRH　Ioading　test　and

estrogen　feedback　test　were　also　done　before　and

during　the　treatment　for　the　assesment　of　the

response　of　FSH，　LH　and　prolactin　releasing．

Marked　pain　relief　and　some　improvement　by　the

pelvic　examination　were　noted　in　all　patients．　No

severe　side　dffect　was　observed　in　this　study．　Serum

FSH，　LH，　prolactin，　estrone，　estradiol　and　proges－

terone　levels　decreased　gradually　during　the　treat－

ment．　The　respQnses　of　FSH　and　LH　releasing　were

markedly　diminished　by　LH－RH　loading　test．

However，　there　was　no　change　in　the　response　of

prolactin　releasing　by　TRH　loading　test．　The　posi－

tive　feedback　effect　was　lost　in　the　response　of　FSH

and　LH　releasing　by　the　estrogen　feedback　test

after　six　months　intranasal　insufflation　of　Buser－

elin．　One　of　the　patient　in　this　study　was　ac－

companied　with　hyperprolactinemia　（serum
prolactin　level：58ng／ml），　and　serum　prolactin

levels　in　this　patient　showed　gradual　decrease　into

the　normal　range　during　the　administration　of

Buserelin，　which　was　not　syrlchronized　with　serum

estrogen　levels．　Thus，　it　was　clarified　that　the

treatment　of　endometriosis　with　LH－RH　agonist

（Buserelin）was　very　effective　through　the　mecha－

nism　of　decreasing　serum　gonadotropin　and　sex

steroids　Ievels，　and　also　suggested　that　Buserelin

might　have　the　direct　inhibitory　effect　of　prolactin

secretion　without　changing　of　serum　estrogen
levelS．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年4月22日）
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EFFECTS　OF　HACHIMIJIOGAN，　TOKISHAKUYAKUSAN

AND　KEISHIBUKURYOGAN　ON　PROGESTERONE

AND　17α一HYDROXYPROGESTERONE　SECRETION

BY　RAT　CORPORA　LUTEA　IN　VIVO

Satoshi　USUKI

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Institute　of

　　　　　Clinical　Medicine，　University　of　Tsukuba，

　Abstract：This　study　was　carried　out　to　determine　the　effects　of　Hachimijiogan（TJ－7），

Tokishakuyakusan（TJ－23）and　Keishibukuryogan（TJ－25）on　progesterone　and　17α一hydroxy－

progesterone（17α一〇HP）secretion　by　rat　corpora　lutea　in　vivo．

　Twenty－seven　day　old　rats　of　the　Wistar・Imamichi　strain　were　injected　s．c．　with　201U　of

pregnant　mare’s　serum　gonadotropin（PMS），　followed　56　h　later　by　peritoneal　administration　of

401U　of　hCG　to　induce　superovulated　ovaries．

　The　PMS・hCG－treated　rats　were　orally　given　20－200μg　of　TJ－7，　TJ－230r　TJ－25　daily　for

30r　5　days　prior　to　sacrifice（7　days　after　the　hCG　injection），　and　the　animals　in　another　group

were　injected　i．v．（via　the　tai1）with　20－200μg　of　TJ－7，　TJ－230r　TJ－257days　after　the　hCG

injection　and　sacrificed　600r　120　min　later．

　The　progesterone　and　17α一〇HP　concentrations　in　serum　and　ovarian　tissue　were　determined

by　radioimmunoassaying．

　The　peroral　administration　of　200μgof　TJ－7，　TJ－230r　TJ－25　for　5　consecutive　days　showed

atendency　to　decrease　the　serum　levels　of　progesterone　and　17α一〇HP，　TJ　－23　significantly（P＜

0．01）decreasing　the　latter　level，　while　the　levels　in　ovarian　tissue　showed　no　significant　changes．

　The　i．v，　treatment　with　TJ－23　had　significantly（p〈OO1）increased　the　serum　progesterone　and

17α一〇HP　concentrations　by　60　min　after　the　injection，　but　by　l20　min　they　had　decreased　to　low

levels，　while　TJ－7and　TJ－25　had　no　significant　effects．

　These　results　suggest　that　TJ－23　has　two　effects　on　the　corpora　Iutea，　luteotrophic　and

luteolytic　effects，　and　that　the　former　which　is　transitory　is　followed　by　the　latter．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil。　Steril．33（1），60　66，1988）

Introduction

　Many　Chinese　herbal　medicines　have　been　used

in　connection　with　fertility　and　sterility，　and

increasing　attention　has　been　directed　in　recent

years　toward　medical　treatment　with　Chinese

herbal　medicines　in　the　West．

　　However，　very　few　fundamental　studies　show－

ing　the　relationship　between　Chinese　herbal　medi－

cines　and　gonadal　steroidogenesis　have　been　re一
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ported．　Recently，　Usukil・2・3）reported　that　the

secretion　of　progesterone，　and　not　l7α一〇HP，　is

stimulated　on　the　addition　of　TJ－23　and　TJ－25

in　vitro　to　rat　corpora　lutea　undergoing　incuba－

tion　or　perifusion，　and　the　efficacy　for　progester。

one　secretion　of　TJ－23　is　greater　than　that　of

TJ－25．　It　has　been　proved，　furthermore，　that　the

stimulatory　effect　of　TJ－230n　progesterone

secretion　by　the　corpora　lutea　is　due　mainly　to

those　of　hoelen（Latin　name，　Hoelen），　peony　root

（Paeoniae　radix），　alisma　rhizome（Alismatis

rhizome）and　Japanese　angelica　root（Angelicae

radix）2β）．　In　contrast，　there　has　been　no　report　on

steroidogenesis　in　the　corpora　lutea　on　in　vivo

adrninistration　to　rats　of　Chinese　herbal　medi－

cines．

　　The　aim　of　this　study　was　to　clarify　the　changes

in　progesterone　and　17α一〇HP　secretion　on　in

vivo　adiministration　to　rats　of　TJ－7，　TJ－23　and

TJ－25．

Materials　and　Methods

　　Immature　female　Wistar・Imamichi　rats　were

purchased　from　the　Imamichi　Institute　for　Animal

Reproduction（Saitama，　Japan）and　fed　ad　libitum

with　a　photoperiod　of　12　h　light（0800－2000　h）in

an　air－conditioned　room　during　the　experiment．

The　animals，　when　aged　27　days，，were　injected　s．

c．at　O900　h　with　201U　of　PMS（Serotropin⑪；

Teikokuzoki　Co．，　Ltd．，　Tokyo，　Japan）and　401U

of　hCG（human　chorionic　gonadotrophin；Mo－

chidaseiyaku　Co．，　Ltd．，　Tokyo，　Japan）56　h　after

the　injection．

　　The　animals　were　divided　into　the　following

experimental　groups；GrQup　1，　the　animals　were

treated　daily　with　TJ－7（20－200μg／day，　p．o．），

TJ－23（20－200μ9／day，　P．o．）or　TJ－25（20－

200μ9／day，　P．o．），　respectively，　for　3　to　5　days

prior　to　autopsy，　for　which　they　were　killed　by

decapitation　under　ether　anesthesia　7　days　after

the　hCG　injection．　Group　2，　the　animals　were

injected　with　TJ－7（20－200μg　in　O．2　ml　of　O．9％

NaCl，　i．v．），　TJ－23（20－200μg　in　O．2　ml　of　O．9％

NaCl，i．v，）orTJ－25（20－200μginO．2mlofO．

9％NaCl，　i．v，）7days　after　the　hCG　administra・

tion，　and，　l　or　2　h　later，　were　sacrificed　by　decapi－

tation　under　mild　anesthesia　with　ethyl　ether．

　After　sacrifice，　the　ovaries　were　removed

quickly，　dissected　free　of　oviducts　and　adhering

fat，　weighed　and　then　kept　at－20℃until　assayed

for　tissue　progesterone　and　17α一〇HP．　At　the

same　time，　the　uterus，　hypophysis，　adrenal　glands，

spleen，　liver　and　kidneys　were　resected　and　their

wet　weights　determined．　Blood　samples　were　also

collected　at　sacrifice　and　centrifuged　at　3，000　r．P．

m．for　lO　min　at　4℃and　then　the　supernatant

fractions　were　stored　at－20℃until　the　proges－

terone　and　17α一〇HP　concentrations　were　deter・

mined　by　radioimmunoassaying．

　　Ovarian　tissues　were　homogenized　in　l．5　ml　of

cold　O．02　M　phosphate　buffer　in　saline　three　times，

for　30　sec　each　time，　at　1，200　r．p．m．　with　a　Teflon・

glass　homogenizer　in　an　ice　bath．　The
homogenate　was　centrifuged　at　3，000　r．p．m．　for　10

min　at　4℃and　then　the　supernatant　was　used　for

the　steroid　assay．

　　Aliquots　of　the　supernatants　after　centrifuga・

tion　of　blood　samples　and　ovarian　tissue

ho坦ogenates　were　assayed　for　progesterone　and

17α一〇HP　by　radioimmunoassaying　according　to

the　previous　reportsi・3）．

　　Extracts　of　TJ－7，　TJ－23　and　TJ－25　were

obtained　from　Tsumura－Juntendo　Co．，　Ltd．，

Tokyo，　Japan，　and　the　details　of　their　components

were　given　previously4）．

　　Student’s　t－test　was　used　for　statistical　analysis

and　a　significant　difference　was　determined　at　the

level　of　p〈0．05．

Results

　　Figures　l，2，3　and　4　show　the　serum　progester－

one　and　17α一〇HP　concentrations　in　rats　treated

perorally　with　TJ－7，　TJ－23　and　TJ－25，　respec・

tively．

　　The　progesterone　concentration　showed　a　ten・

dency　to　decrease　with　daily　treatment　with　200

μgof　TJ－7，　TJ－23　and　TJ－25　for　5　consecutive

days（mean±SD；23ユ0±9．51，27，87±6．85　and　25．

91±7．75ng／ml，　respectively），　although　there　was

no　significant　difference　as　compared　with　in　the

control（untreated）group（35，77±0．94）（Fig，2）．

Similar　results　were　obtained　for　the　ovarian

tissue（data　not　shown）。

　　As　shown　in　Figs．　l　and　2，　daily　treatment　with
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　　Figure　l．　Effects　of　Hachimijiogan　（TJ－7），

Tokishakuyakusan　（TJ－23）　and　Keishibukur－

yogan（TJ－25）on　serum　progesterone　secretion

by　rat　corpora　lutea．

　　PMS－hCG　treated　rats　were　treated　perorally

with　200r　200μgdaily　for　3　days　prior　to　sacrifice

7days　after　the　hCG　injection．

　The　data　represent　means±SD（vertical　bars）

for　four　experiments．□，　Contro1（untreated）；膨，20

μgofTJ－7，TJ－230rTJ－25；魑，200μgofTJ－
7，TJ－23，0r　TJ－25．
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　Figure　2．　Effects　of　Hachimijiogan（TJ－7），　Toki－

shakuyakusarl　（TJ－23）　and　Keishibukuryogan

（TJ－25）on　serum　progesterone　secretion　by　rat

corpora　lutea．

　　PMS－hCG　treated　rats　were　treated　perorally

with　200r　200μg　daily　fQr　5　days　prior　to　sacrifice

7days　after　the　hCG　injection．

　　The　data　represent　means±SD（vertical　bars）

for　four　experiments．口，　Control（untreated）；％，

20μgofTJ　－7，TJ－230rTJ－25；翻，200μgof
TJ－7，　TJ－230r　TJ－25．
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　Figure　3．　Effects　of　Hachimijiogan　（TJ－7），

Tokishakuyakusan　（TJ－23）　and　Keishibukur－

yogan（TJ－25）on　serum　17α一〇HP　secretion　by

rat　corpora　lutea．

　PMS－hCG　treated　rats　were　treated　perorally

with　200r　200μg　daily　for　3　days　prior　to　sacrifice

7days　after　the　hCG　injection．

　The　data　represent　means±SD　for　four　observa－

tions．□，　Contro1（untreated）；揚，20μg　of　TJ－7，

TJ－230rTJ－25；1型，200μgofTJ－7，　TJ－230r

TJ－25．

　　＊：Significantly　different　from　the　control，　p＜0．

05．

20μgof　TJ－7，　TJ－230r　TJ－25　for　3－5　days，

and　200μg　of　TJ－7，　TJ－230r　TJ－25　for　3　days

had　no　conspicuous　effects　on　the　serum　proges－

terOne　leVeL

　　The　mean　serum　levels　of　17α一〇HP　after

daily　treatment　with　200r　200μg　TJ－7，　TJ－23

0r　TJ－25　for　3－5　consecutive　days　also　tended

to　decrease，　and　the　levels　after　treatment　with

200μgof　TJ－23（1．12±0．27　and　O．71±0．09　ng／ml

for　3　and　5　days，　respectively）were　significantly

（p＜0．05　and　p＜0．01，　respectively）　decreased

when　compared　with　in　the　control　group（1．73±

0．79）（Figs．3and　4）．

　　In　a　parallel　experiment，　the　effects　of　i．v．

administration　of　TJ－7，　TJ－230r　TJ－250n　the

progesterone　and　17α一〇HP　concentrations　in

serum　and　ovarian　tissue　were　examined．

　　As　shown　in　Fig．5，200μg　of　TJ－23　had　in－

creased　the　serum　progesterone　secretion　（170．

28±56．71ng／ml）by　60　min　after　the　injection，　but
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　　Figure　4．　Effects　of　Hachimijiogan（TJ－7），　Toki－

shakuyakusan　（TJ－23）　and　Keishibukuryogan
（TJ－25）on　serum　17α一〇HP　secretion　by　rat

corpora　lutea．

　　PMS－hCG　treated　rats　were　treated　perorally

with　200r　200μg　daily　for　5　days　prior　to　sacrifice

7days　after　the　hCG　injection．

　　The　data　represent　means±SD　for　four　observa・

tions，□，　Control（untreated）；脇，20μg　of　TJ－7，

TJ－230rTJ－25；〔勇，200μgofTJ－7，　TJ－230r

TJ－25．

　　＊：Significantly　different　from　the　contro1，　p〈0、

01．

it　had　decreased　to　a　low　level（18．60±10．72）by

120min．　The　mean　level　60　and　120　min　after

injection　of　TJ－23　was　significantly（p＜0．01　and

p＜0．05，respectively）different　from　that　before

the　injection（35．77±0，94）．

　　In　contrast，　the　progesterone　concentratlons　ln

ovarian　tissue　60　and　120　min　after　the　adminis・

tration　of　200μg　of　TJ－23　were　542．54±236．93

and　534．39±139．84　pg／mg，　respectively，　these　val－

ues　being　not　significantly　different　from　that　in

the　control　group（629．85±112．47XFig，5）．20μg　of

TJ－7，　TJ－230r　TJ－25，　and　200μg　of　TJ－70r

TJ－25　showed　no　remarkable　effects　on　proges－

terone　secretion　60　and　120　min　after　the　ln〕ectlon

（Fig．5）．

　　The　17α一〇HP　levels　were　determined　to　eluci－

date　the　effects　of　TJ－7，　TJ－23　and　TJ－250n

the　luteotrophic　process．

As　shown　in　Fig．6，　the　17α一〇HP　levels　in　serum

and　ovarian　tissue　60　min　after　i．v．　administration

of　200μg　of　TJ－23　were　3．70±0．37　ng／ml　and　61
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　　Figure　5E　Effects　of　Hachimijiogan（TJ－7），　Toki－

shakuyakusan　（TJ－23）　and　Keishibukuryogan

（TJ－25）on　progesterone　concentratlons　ln　se「um

and　ovarian　tissue　in　immature　rats　treated　with

PMS－hCG　in　vivo．

　　PMS－hCG　treated　rats　were　injected　intravenous－

ly　with　200μg　of　TJ－7，　TJ－230r　TJ－257days

after　the　hCG　treatment　and　sacrificed　600r　120

min　after　the　injection　of　TJ－7，　TJ－230r　TJ－25・

The　data　represent　means±SD　for　five　observa－

tions．●トー一一一●，　Control（untreated）；○　　　　　○，

TJ－7（serum）；○一一一〇，　TJ－7（tissue）；□

口，TJ－23（serum）；ロー一一□，　TJ－23（tissue）；△一

　　　　△，TJ－25（serum）；△一一一△，　TJ－25（tissue）．

　　＊：Significantly　different　from　the　control，　p〈0．

01．

　　＊＊：Significantly　different　form　the　．control，　p〈

O．05．

67±6．67pg／mg，　respectively，　the　former　level

being　significantly、（p〈0．001）different　from　that

in　the　control　group（0．71±O．06　in　serum　and　65．

00±23．33in　ovarian　tissue），　whereas　the　levels　at

120min　after　were　low（0．57±O．10　in　serum　and

66．67±10．00in　ovarian　tissue），　having　decreased

in　a　manner　similar　to　in　the　case　of　progesterone．

　　On　the　contrary，200μg　of　TJ－70r　TJ－25

showed　no　marked　effects　on　the　17α一〇HP

levels　in　serum　and　ovarian　tissue．　Similar　results
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　　Figure　6．　Effects　of　Hachimijiogan（TJ－7），　Toki・

shakuyakusan　（TJ－23）　and　Keishibukuryogan
（TJ－25）on　17α一〇HP　concentrations　in　serum　and

ovarlan　tlssue　ln　lmmature　rats　treated　with　PMS－

hCG　in　vivo．

　　PMS・hCG　treated　rats　were　injected　intravenous－

ly　with　200μg　of　TJ－7，　TJ－230r　TJ－257days

after　the　hCG　treatment　and　sacrificed　600r　l20

min　after　the　inlection　of　TJ－7，　TJ－230r　TJ－25，

　The　data　represent　means±SD　for　five　observa－

tions．●　　　　　●，　Control（untreated）；⊂）　　　　　○，

TJ－7（serum）；0－一一〇，　TJ－7（tissue）；コ

ロ，TJ－23（serum）；ロー一一□，　TJ－23（tissue）；△一

　　　△，TJ－25（serum）；△一一一△，　TJ－25（tissue）．

　　＊：Significantly　different　from　the　control，　p〈0．

001．

were　obtained　on　Lv．　administration　of　20μg　of

TJ－7，　TJ－23　and　TJ－25，　although　they　were

less　conspicuous　than　by　200　μ9　（data　not

shown）．

　　Therefore，　the　effects　of　TJ－7，　TJ－23　and

TJ－250n　the　weights　of　various　organs　were

found　to　be　as　listed　in　Table　1．

　　The　p，o．　and　i．v．　administration　of　200μg　of

TJ－7，　TJ－23　and　TJ－25　had　no　significant

effect　on　the　weight　of　the　ovaries，　uterus，　hypo－

physis，　adrenal　glands，　spleen，　liver　or　kidneys．

Similar　results　were　obtained　on　p．o．　and　Lv．

日不妊会誌　33巻1号

administration　of　20μg　of　TJ－7，　TJ－230r　TJ－

25（data　not　shown）．

Discussion

　　Recently，　due　to　increasing　attention　the　effects

of　Chinese　herbal　medicirles　on　hormonal　circuln－

stances　have　been　gradually　elucidated．

　　TJ－7　is　known　to　increase　the　serurn

estradioト17βlevel　in　Mens），　the　progesterone

concentration　by　rat　preovulatory　follicles4）and

the　testosterone　level　in　the　testis（manuscript　in

prepatation）．　In　contrast，　TJ－23　and　TJ－25

increase　the　progesterone　secretion　by　the　rat

corpora　Iutea　ill　vitroi・2・3）and　the　TJ－23－in・

duced　increase　in　progesterone　serection　is　sup－

posed　to　be　mainly　due　to　the　effects　of　hoelen，

peony　root，　alisma　rhizome　and　Japanese　angelica

root2・3）．

　　In　this　in　vivo　study，　daily　treatment　with　200

μgof　TJ－7，　TJ　一　23　and　TJ－25　showed　a　ten－

dency　to　decrease　the　progesterone　concentration

without　a　significant　difference　and　20－200μg　of

them　also　tended　to　decrease　the　17α一〇HP　level，

200μgof　TJ－23　significantly　decl噸easing　the

17α一〇HP　Ievel．

　　Progesterone　is　known　to　be　utilized　as　a　major

precursor　for　the　synthesis　of　l7α一〇HP，　and

17α一〇HP　is　a　good　indicator　of　the　luteotrophic

actlon．

　　Furthermore，20α一hydroxypregn－4－en－3－

one（20α一〇HP），　which　is　a　good　index　of　the

luteolytic　action，　tends　to　increase　in　the　serum

and　ovarian　tissue　of　the　same　rats　treated　with

TJ－23（Usuki，　S；unpublished　data）．

　　Corlsideration　of　these　facts　leads　to　the　sugges－

tion　that　TJ－23　may　have　a　luteolytic　effect．

　　In　contrast　to　the　results　of　3－5　days　of　p．o．

administration　of　TJ－7，　TJ－230r　TJ－25，　i．v．

injection　of　TJ－23　had　significantly　increased　the

serum　progesterone　and　17α一〇HP　levels　60　min

later，　and　120　min　later　they　had　fallen　to　the

pretreatment　levels．

　　In　contrast，　the　mean　tissue　concentrations　of

progesterone　and　l7α一〇HP　60　min　after　i．v．

injection　of　TJ　一　23　showed　a　tendency　to　be

decreased　by　20－200μg，　and　the　sum　of　the

serum　and　tissue　levels　was　significantly（P＜0．01）

F
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　Table　1．　Effects　of　Hachimijiogan（TJ－7），　Tokishakuyakusan（TJ－23）and　Keishibukuryogan（TJ　一　25）on　the

weight、。f　th，・v・・i・・，・t・・u・，　hyp・phy・i・，・d・e・・l　gland・，・pleen・・live・and　kid・・y・・f　imm・t・・e　rat・treat・d　with

PMS－hCG。

　　　　　　　　　　　　　　　Treatment

Organs
　　　　　　（wet　weights）

　Control
（untreated）

Hachimijiogan　Tokishakuyakusan　Keishibukuryogan

，

Ovary mg
P・o・

i．v．

63．00±　 5．69

62．68±　 5．66

62．50±　 6．29

62．18±　8．37

67．63±　 9．25

67．29±　5．78

57．57±　6．13

57．28±10．02

UterUS 〃

P．o・

i．v．

171．00±24．10

178．10±37．50

190，67－1－51．91

198．59±30．27

182．75±19．15

190，34±19．95

165．00±26．56

171．85±23．66

Hypophysis 〃

P．O．

i．v．

5．00±　0．00

5．12±　0．31

5．00±　1。11

5．00±　0．00

6．00±　　0．10

5．00±　0．00

5．67±　O．51

6．00±　 0。57

｝ Adrenal　gland 〃

P．o・

i．v．

11．67一ト　0．24

12．55±　 0，36

11．50±　 1．08

］．1，60±　0．92

15．13±　1．43

15．21±　 0．97

11．88±　 1．02

12．10±　 1．11

Spleen 〃

P・o・

i．v．

235．00±46．57

268．45：ヒ37．61

298．00±12．83

287．51±25．36

272．25±25．02

269．72±40．27

271．75±31．94

265．78±29．75

Liver 9
P・o・

i．v．

7．25±　0．48

6．73±　0．41

7．32±　0．47

7．00±　0．78

5．93±　 1．26

6．81±　0．56

6．15±　 1．05

6．50±　0．52

Kidney 〃

P・o・

i．v．

〔〕．66±　 0．02

0，66±　 0．03

0．68±　0．06

0．71±　0．10

0．59±　0．04

0．62±　0，05

0．66：ヒ　0．04

0．70±　 0．03

臨

b

　PMS－hCG　treated　rats　were　treated　perorally　or　intravenously　with　200μgof　TJ－7，　TJ－230r　TJ－25，　as　under

Materials　and　Methods．
　P．o．；daily　peroral　administratioll　of　200μg　of　TJ－7，　TJ－230r　TJ一25　for　5　days・

　i．v．；120　min　after　illtravellous　administration　of　200μg　of　TJ－7・TJ－23，0r　TJ－25・

　The　data　represent　means±SD　for　five　experlments．

七

increased　as　compared　with　that　in　the　control

group・

　　The　i．v．　administration　of　TJ－70r　TJ－25　had

no　significant　effect　on　the　levels　of　progesterone

and　17α一〇HP　in　serum　or　ovarian　tissue，　The

20α一〇HP　levels　in　serum　and　ovarlan　tlssue

were　also　not　altered　by　treatment　with　TJ－7，

TJ－230r　TJ－25　in　the　same　experiment（Usuki，

S．；unpublished　data）．

　　This　indicates　that　TJ－23　may　have　a　luteotro－

phic　effect，　although　the　effect　is　niild　and　transi－

tory．

　　The　facts　mentioned　above　imply　that　there

may　be　two　contradictory　responses　to　TJ－23　in

rats　treated　with　PMS－hCG：luteotrophic　and

luteolytic　reSponses．

　　The　fact　that　larger　doses　of　preovulatory

released　LH　show　two　actions　on　the　ovary，

1uteotrophic　and　luteolytic　ones6・7）1eads　to　the

supposition　that　there　might　be　such　a　mechanism

as　in　the　case　of　LH．　However，　as　the　previous

reports　by　Usuki1β）showed　that　the　TJ－23－in－

duced　increase　in　the　progesterone　level　of　the

corpora　lutea　is　approximately　one－half　that　of

LH，　the　mechanism　involved　in　the　two　actions　of

TJ－230n　the　corpora　lutea　might　be　different

from　that　in　the　case　of　LH．　Further　clarification

of　this　mechanism　is　necessary．　In　particular，

20α一〇HP　must　be　examined　in　detail　because，　as

an　index　of　the　luteolytic　process，　it　has　been

established　to　be　a　normal　constituent　of　ovarian

tissue6・7・8｝and　peripheral　blood6・7｝in　the　rat・

　　The　results　of　these　in　vivo　studies　can　be

summarized　as　follows：a）the　progesterone　and

17α一〇HP　concentrations　are　increased　by　i．v．

administration　of　200μg　of　TJ－23，　and，　in　con－

trast，　b）they　are　decreased　by　daily　p．o．　adminis－

tration　of　200μgof　TJ－23　for　5　consecutive　days・
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　These　results　lead　to　the　conclusions　that　TJ－

23has　luteotrophic　and　luteolytic　actions　on　the

rat　corpora　lutea　treated　with　PMS－hCG，　and　that

the　latter　action　follows　the　transitory　former

one．

　Clarification　of　the　possible　mechanism　of　the

effects　of　TJ－230n　the　corpora　lutea　must　await

further　study．
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　漢方製剤の黄体機能に及ぼす影響

にっいて一in　vivo実験に於ける検討一

　　　　筑波大学臨床医学系産科婦人科

　　　　　　　　　臼　杵　　　葱

　　In　vitro実験に於いて，八味地黄丸（TJ－7），当帰

　葛薬散（TJ－23）および桂枝侠苓丸（TJ－25）がラッ

　ト卵巣のsteroidogenesisに深く関与することが明らか

　となった．今回はPMS・hCG処理ラット卵巣を用いて，

　TJ－7，　TJ－23およびTJ　一　25のin　vivoに於ける」黄体

　機能に及ほす影響についてprogesteroneおよび17α一

hydroxy・progesterone（17a－OHP）産生分泌面より
検討を加えた．27日齢のWistar－Imamichi系雌ラット

にPMS　201U皮下投与後56時間目にhCG　401Uを
腹腔内投与しsuperovulationを起こさせ，以下の実験

を行なった．（1）hCG投与後2ないし4日目から5日
間（PO－5＞ないし3日間（PO－3），　TJ－7，　TJ－23お

よびTJ－2520μg／日ないし200μg／日を経口投与し，

hCG投与後7日目にエーテル麻酔下で断頭屠殺した．

（2）hCG投与後7日目にTJ－7，　TJ－23およびTJ－

2520μgないし200μgを経尾的に静注し，静注後60分

（IV－60）ないし120分（IV－120）に上記のごとく屠

殺した．屠殺時，採血ならびに卵巣を摘出し，血中お

よび卵巣組織中のP・・geste・・neおよび17α一〇HP濃

度をRIAにて測定した．同時に他臓器への影響を調べ

る目的で，F垂体，肝臓，脾臓，副腎，腎臓および子

宮重量についても検討した．

　　PO－3およびPO－5において，血中progesteroneお

よび17α一〇HP濃度はTJ－7，　TJ－23およびTJ－25

で減少傾向にあり，TJ－23200μg／日で17α一〇HPは

有意な減少（P〈0。01，P〈0．05）を示した．

　一方TJ－23の静注で，　IV－60では血中progester－

oneおよび17α一〇HPとも有意な増加（P＜0．OOI，

P＜0．Ol＞を示したが，　IV－120で17α一〇HPは投与

前の値に戻ったが，progesteroneは有意に減少（P〈

0．05＞した．組織内濃度には有意な変化が認められな

かった．TJ－7およびTJ－25の静注では，血中ないし

組織内progesteroneおよび17α一〇HP濃度に有意な
差は認められなかった．

　卵巣，子宮，下垂体，肝臓，脾臓，副腎，ないし腎

臓の重量は，PO－3，　PO－5，　IV－60およびIV－120の

いつれにおいてもTJ　－7，　TJ－23，　TJ－25の投与群と

無投与群の間で有意な差が認められなかった．

　以上の事実は，当帰葛薬散は黄体に対し一過性の
luteotrophic作用を有し，その後luteolyticに作用する

ことを示唆している．

　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和61年6月6「1）



日本不妊学会雑誌
第33巻第1号　1988

EFFECT　OF　TRADITIONAL　HERBAL　MEDICINE，

sHAKuYAKu．KANz6－T60N　sERuM　TEsTosTERoNE

LEVELS　IN　OLIGOMENORRHEIC　WOMEN

Tsutomu　YAGINUMA，　Toru　TAKEUCHI，　Osamu　NISHII　and　Takashi　OKAMURA

　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　University　of　Tokyo　at　Mejirodai

》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Takuro　KOBAYASHI

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Teikyo　University　School　of　Medicine

　　　Abstract：SHAKUYAKU－KANZ◎－T6，5．O　to　7．5　g　daily，　was　administered　to　6　infertile，

。lig。m。n・rrh・ic　and　an・vul・t・・y　w・men　f・・10　week・，　wh・h・d・e・um　t・・t・・t…n・，・・t・adi・1，

FSH　and　LH　levels　of　O．94±0．13（SE）ng／m1，42．5±15．4　pg／ml，7．6±1．2　mIU／ml　and　51．4±3．1

mlU／ml，　reSpeCtiVely．

　The　testosterone　and　LH　levels　were　significantly　higher　than　in　the　early　to　middle　follicular

ph。、e・f　w・m・n　with　th・・eg・1・・m・n・t・u・1・y・1・（P〈0・01・t　b・th）・Bl・・d・ampl・・w・・e・bt・i・・d

，v，，y　2　week・f・・d・t・・mi・i・g　th・・e　h・・m・n・・and　p・・9・・t…n・i・th・high　ph・・e・f　BBT　and

GOT，　GPT，　LDH　and　electrolytes．

　　Serum　testosterone　levels　decreased　during　the　administration　and　the　per　cent　of　the　initial

levels　at　4，6and　8　weeks　were　significantly　lower　than　O　and　2　weeks（P＜0，025）．

　　Serum　LH　levels　appeared　to　decrease　to　about　80％of　the　initial　levels　at　2　weeks　and

remained　unchanged　thereafter．

　　Serum　FSH　levels　tended　to　decrease　at　2　weeks　and　increase　thereafter　but　within　the　normal

亀

↓

●

range・
　Serum　estradiol　levels　did　not　significantly　change　during　the　administration，　bしlt　tended　to

increase　after　6　weeks．

　Three　women　ovulated　between　8　and　10　weeks　and　one　of　them　conceived．

　No　side　effects　were　observed　during　the　administration．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Thses　results　indicate　that　SHAKUYAKU－KANZO－TO　can　lower　high　serum　testosterone

levels　in　oligomenorrheic　and　anovulatory　women　and　may　be　useful　for　the　treatment　of

anovulation　and　infertility　in　such　women．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1．　Steri1．33（1），67－71，1988）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A
We　have　shown　that　SHAKUYAKU－KANZO－

T6，　traditional　herbal　medicine，　which　has　been

recognized　as　an　analgesics　since　about　two　thou－

sand　years　and　more　recently　as　an　anticonvul－

sant　of　the　smooth　musclei），　can　lower　elevated

serum　testosterone　levels　in　hyperandrogenic，

oligomenorrheic　women2）．　Some　of　them　ovulated

and　conceived　during　the　administration，　These

findings　were　confirmed　by　other　investigators3）．

The　present　study　was　undertaken　to　reconfirm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
the　effect　of　SHAKUYAKU－KANZO－TO　on
lowering　serum　testosterone　levles　and　investi－

gate　simultaneously　changes　in　other　serum　hor－

mones　levels　during　the　administration　in
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oligomenorrheic　women．

Materials　and　methods

　　Profiles　of　six　women　investigated　were　shown

in　Table　l．

　　Awoman，　N．T．，　conceived　during　the　treatment

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
with　SHAKUYAKU・KANZO－TO，　was｛ncluded
in　the　previous　report2）．

　　All　women　were　infertile　and　had　irregular，

oligornenorrheic　and　anovulatory　cycles，　and　the

progesterone・induced　bleeding．　Hirsutism　and

obesity　were　Ilot　foLlnd　in　them．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム
　　SHAKUYAKU－KANZO－TO，5．O　to　7．5　g　daily，

was　administered　for　10　weeks，　starting　on　Day　5

0f　the　progesterone－induced　bleeding，

　　Blood　samples　were　obtained　on　several　days

before　the　administratioll　of　SHAKUYAKU．
　　　　　　　　　　　　　　　　

KANZO－TO　and　every　2　weeks　during　the　admil1－

lstratlor1．

　　The　sera　were　frozen　at－20℃　ulltil　the　tes－

tosterone，　estradio1，　FSH　and　LH　measurementg．

by　radioimmunoassa｝・（RIA）．　Progesterone　also

were　measured　by　RIA　ill　samples　on　the　day　of

the　high　temperature　phase　of　basal　body　temper－

ature　chart・Ovulation　was　determined　by　serulll

progester（me　levels　of　rnore　than　511g／m1．　The

mean　of　serum　hormone　levels　of　several　samples

before　the　administration　of　SIIAKUYAKU
　　　　　　　　　　　　　　　　

KANZO・TO　was　used　as　the　value　at　O　week　of

the　administrati（m．

　　Serum　GOT，　GPT，　LDH　and　electrolytes（Na，　K

and　Cl）levels　were　also　investigated　oll　the　day　of

blood　samplings．

　　Statistical　significance　was　analyzed　by

Student’s　T　test．

Results

　　Serum　testosterone，　estradio1，　FSH　and　LH

levels　at　O　week　　of　the　　administration　　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
SHAKUYAKU－KANZO－TO　were　O．94±0、13（SE）

ng／ml（Fig．1），42．5±15．4　pg／ml，7．6±1．2　mIU／ml

and　51．4±3．1　mlU／m1，　respectively．

　　Serum　LH　levels　were　more　than　44　mIU／ml　in

alI　women．　Serum　testosterone　and　LH　levels　in

these　women　were　significantly　higher　than　in　the

early　to　middle　follicular　phase（〕f　normal　women

with　the　regular　menstrual　cycle　of　28　to　30　days

Wc）mel1

M．T．

T，E．

T」i，

T．M甲

K．「1’a，

正｛，「FI－｝，

日不妊会誌　33巻1号

Table　l　Profiles　of　women

Ag，　M・rl’i・g・

　　　　　　agc
〔、’rs｝　　｛yrs）

3（1　　　　23

27　　　　2．1

31S　　　　22

31　　　　26

27　　　　22

25　　　　L，L“

G・・v・d・Par・、解ざ1亨黛

　　　　　　　　　　　〔days）

o

o

O

｛）

1

〔｝

O

o

｛［

1

〔，

u

4（，　　（｝（［

・4〔1　50

45　51）

60　7t｝

5〔〕　60

4D　5D

B〔｝dy　welght

　　｛kg）

　　　48

　　　52

　　　56

　　　51

　　　55

　　　48

aU　are　infertile　and　the　causal　factors　have　been　not

found　except　anovulation．

（0．58±0．07ng／ml　and　163±2．8　mIU／m1，　respec－

tively，　P＜0．Ol　at　both）．　Serum　FSH　and　estradiol

levels　were　within　the　normal　range．

　　Fig．　l　shows　serum　testosterone　levels　during

the　administration　of　SHAKUYAKU－KANZ（）一
　　バ
TO　ill　each　woman　and　the　mean　of　the　per　cent

changes（，f　the　serum　testosterone　levels．　Serum

testosterone　levels　tended　to　lower　during　the

administration　in　50f　6　women．　The　mean　per

cent　of　serum　testosterone　Ievels　obviously　de－

creased　during　the　administration　and　those　at　4，

6and　8　weeks　were　significantly　lower　than　at　O

and　2　weeks．

　　Serum　FSH　levels　tended　to　descrease　at　2

weeks　and　increase　thereafter　but　within　the

normal　range（Fig．2）．　Serum　LH　levels　decreased

at　2　weeks（762±9．4％）and　remained　low　there－

after（about　80％），　but　the　decrease　was　llot　signif－

icant（Fig．2）．

　　SeruIn　estradiol　levels　did　not　change　unti18

weeks　alld　thereafter　rose　but　not　significantly

（Fig．2）．

　　Three　womell　ovulated　between　8　and　lO　weeks，

one　of　whom　conceived　as　described　previously

（Fig．1）．

　　No　side　effects　including　the　liver　function　and

electr〔〕lytes　balance　were　not　found　in　all　women．

Discussion

　　One　of　the　authors　reported　previously　that

serum　testosterone　levels　were　O．57±0．07ng／ml　in

the　early　to　middle　follicular　phase　in　normal

women　with　menstrual　intervals　of　28　to　30　days

and　the　incidence　of　women　with　serum　testoster－

one　levels　of　more　than　O．7　ng／ml　were　signifi－

cantly　higher　in　wolnen　with　menstrual　intervals

of　more　than　35　days（15　per　cent）as　compared

with　less　than　35　days（64　per　cent）（P〈0．001）．4｝
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　A
Fig．　l　Effect　of　SHAKUYAKU－KANZOTO　on　serum

　　　　　　testosterone　levels　ir1（）ligomenorrheic　womell・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Fig．2　Effect　of　SHAKUYAKU－KANZσTO　on　serum
　　　　　　FSH，　LH　and　estradiol　Ievels　in　oligomenorrheic

　　　　　　VN」0111el1．

Thus，　we　have　considered　serum　testosterone

levels　of　more　than　O．7　ng／ml　to　be　abnormal．

　　Five　of　601igomenorrheic　women　in　the　present

study　had　serum　testosterone　levels　of　more　than

O．7ng／ml（Fig．1）and　the　mean±SE　of　6　women，

0．94±0．13ng／ml　was　much　higher　than　in　the

early　to　middle　follicular　phase　of　normal　women．

　　One　of　the　authors　showed　previously　that　there

was　a　significant　correlation　between　serum　tes－

tosterone　and　LH　levels，　expressed　by　the　equa－

tion　of　LH（mlU／ml）＝43．2　T（ng／ml）十5．O　in

testosterone（T）＞0．7　ng／ml，4）Such　correlation

has　been　also　proven　by　others．5）

　　According　to　the　equation，　the　expected　serum

LH　levels　were　45．6　mlU／ml　at　the　mean　serum

testosterone　levels　of　O　week　of　the　administra一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　　　　　　　
tion　of　SHAKUYAKU－KANZO・TO，　similar　to

those　of　51．4　mIU／ml　obtained　actually　in　the

present　study．

　　These　levels　were　much　higher　than　in　the　early

to　middle　follicular　phase　of　womell　with　men－

strual　intervals　of　28　to　30　days（16．3±2．8　mlU／

ml）．

　　High　serum　testosterone　levels，　often　ac－

companied　with　high　levels　in　such　other　an－

drogens　as　△4　androstenedione，　and　high　serum

LH　levels　have　been　shown　to　cause　a　vlclous

cycle，6｝resulting　in　oligomenorrhea　and　arnenorr－

hea　and／or　anovulation，

　　Therefore，　it　is　necessary　to　break　the　vlclous

cycle　when　these　women　must　be　treated　for　such

signs　as　hirsutism　and　acne　and　allovulation　and

infertility．　Glucocorticoids，　spironolactone　and

oral　contraceptive　pills7）should　have　made　some

effect　in　breaking　the　cycle　according　to　purposes・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

The　present　SHAKUYAKU－KANZO・TO　lowered

significantly　high　serum　testosterone　levels　in

oligomenorrheic　women（Fig．1），　confirming　the
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　prevlous　reports．2・3｝The　medicine　also　appeared

　to　lower　high　serum　LH　levels　and　rise　serum

　estradiol　levels　in　those　women．

　　　Serum　FSH　Ievels　remained　within　normal

　limits　during　the　administration．（Fig．2）．　Three

　women　ovulated　between　8　and　10　weeks　of　the

　administration　and　one　of　them　conceived．

　　　These　results　suggest　that　SHAKUYAKU－
　　　　　　　　　　　　　　　　

　KANZO－TO　can　break　the　vicious　cycle　in　hyper－

androgenic，　oligomenorrheic　women，　returning

normal　hormonal　milieu．

　　　Statistical　insignificance　in　the　decrease　of

serum　LH　levels　may　be　due　to　the　small　number

of　women　in　the　presence　of　the　pulsatile　pattern

　and　　daily　　fluctuations　related　　to　　probably

preovulatory　hormonal　milieu　of　LH8）caused　or

the　direct　effect　of　SHAKUYAKU－KANZ6－T6

0n　LH　release．

　　Our　anilnal　studies　using　rats　in　progress　have

shown　that　sHAKuYAKu－KANz6－T6　acts
directly　on　steroid　metabolism　in　the　ovary　as

shown　also　by　others9〕．　In　another　in　vitro

hypothalamo－pituitary　study，　SHAKUYAKU．
　　　　　　　　　　　　　　　

KANZO・TO　was　shown　to　have　no　effect　on　the

pltultary　LH　release1の，　But　we　must　be　carefull　in

applying　animal　data　to　human　because　of　pos・

sible　species　differences　in　the　steroid　metabolism

and　LH　release　mechanism．

　　Finally，　the　present　study　confirmed　for

SHAKUYAKじKANZ（）・T6　to　be　able　to　lower

high　serum　restosterone　levels　and　showed　to

trend　to　lower　high　serum　LH　Ievels　and　rise

serum　estradiol　Ievels　in　oligomenorrheic　women

resulting　in　ovulation，　Thus，　the　medicine　will　be

expected　to　improve　hyperandrogenism　including

oligo・and　amenorrhea，　anovulation，　infertility　or

hirsutism　and　acne．The　multicentric　study　of　the

large　number　of　women　with　high　serum　testoster．

one　levels　is　progressing　further　to　clarify　the

effect　and　mechanism　of　SHAKUYAKU－
　　　　　　　　　　　　　　　

KANZO－TO　on　various　serum　hormone　levels，

showing　the　similar　results，
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葛薬甘草湯の高テストステロン血症性

　　　　　　排卵障害婦人に対する効果
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ツムラ葛薬甘草湯の1日5．0～7．59を連日10週

囑
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間，6人の高テストステロン血症性の排卵障害性，不

妊症婦人に投与した．これらの婦人の投与前の血中ホ

ルモン濃度は次の通りであった．テストステロン0．94±

0．13（SE）ng／ml，エストラジオール42．5±15．4pg／ml，

FSH7．6±1．2mIU／m1，　LH51．4±3．1mIU／ml．すべてに

プロゲスチン投与後に道退出血が生じた．テストステ

ロンとLH濃度は正常婦人よりも有意に高値であった．

　投与中，2週毎にホルモンを測定し同時に肝機能と

電解質をチェックした．

　投与中，テストステロンは次第に低下し，投与前に

対するその％は，4，6，と8週において有意に低値

（71）71

となった（P〈0．025），LHは2週に投与前の80％ま

で低下し，その後変化しなかった．FSHは2週にや
や低下し，その後やや上昇した．エストラジオールは

6週後から上昇する傾向が認められた．投与の8週と

10週の間に3人が排卵し，その中の1人が妊娠した．

どんな副作用も認められなかった．

　これらの結果は，葛薬甘草湯は高テストステロン血

症性婦人の血中テストステロン濃度を低下せしめ，か

かる婦入の排卵障害を改善せしめることを示唆する．

　　　　　　　　（受付1昭和62年9月12日特掲）
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経口避妊薬投与時における血漿antithrombin　III，

Fibrinopeptide　Aの変動および結合型estrogenの

antithrombin　III阻害作用について

　Effects　of　Plasma　Antithrombin　III，Fibrinopeptide　A
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　経［避妊薬投与時および結合型エストロゲン負荷時における血漿antithrombin　III（ATIII＞への影

響を調べるため凝固活性法，一元免疫拡散平板法にて測定し，さらに経口避妊薬投与時における凝固

能の鋭敏な指標であるFibrinopeptide　A（FPA）の変動を検討し興味ある成績を得た．

　1）経1．1避妊薬初回投与後にlflL漿ATIII活性は著明な低下を示すが，3～5回投与前後では有意の

変動はみられなくなる，さらに投与を重ねると11～12川1投与後では初ln】投与前値を比べると減少が

みとめられる．しかし，免疫活性でも同様の変化がみられるがその程度は軽度である．

　2）血漿に結合型エストロゲンを負荷すると血漿ATIII濃度（免疫活性）は結合型エストロゲン2

mg／m1添加では変化を示さないが，4mg／ml添加では73％に減少し，8mg／mlでは免疫活性がみられ

なくなる．さらに30分間incubateするとその低下は急激である．

　3）FPAは経Ll避妊薬投与時にはほとんど変動を示さず，　thrombinの産生はみられなかった．

　以上の結果より血漿ATIIIの減少はthrombinの産生による消費性低下というより，エストロゲンに

よるATIII活性そのものの低下と考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J。　Ferti1．　Steril．33（1），72－76，1988）

緒　　言

　経目避妊薬投与時において血栓栓塞症や血栓性静

脈炎の発生率が非服用者に比べ7～8倍高いと報告

され，特に経口避妊薬中のエストロゲンが問題にさ

れている．近年，欧米諸国において三相性pillやMilli

pil1が開発され，エストロゲンの量が抑えられて血栓

症などの副作用も軽減されてきているが，我国にお

いてはいまだpi11は解禁されておらず，従来のエス

トロゲンの含有量の多い薬剤が使用されている．し

かし，日本婦人においては外国女性と比べると一般

的に血栓症発生の比率が少なく，特に経口避妊薬投

与時においてはほとんどみられない．

　一方，凝固学的にはvon　Kaulla　et　al．1｝，　Fagerhol

et　aL2）により経［避妊薬投与時に凝固阻害因子

antithrombin　III（ATIII）の減少をきたす事が報告

されており，著者も日本婦人において3），ATIIIの減

少がみられる事を報告してきたが，今回，結合型工
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ストロゲン負荷によるATIIIへの影響および，凝固

能の新しい鋭敏な因子Fibrinopeptide　A（FPA＞

を測定し興味ある成績を得たのでATIIIの結果を合

せ報告する．

実験対象および方法

　21歳から33歳までの正常日本婦人30例に経rI避

妊薬としてmestranol　O，05㎎とnorethisterone　1㎎

の合剤を月経周期第5日目より連続21日間投与し，

初回投与前後，3～5回投与前後，11　一一　12回投与前

後で血漿ATIIIおよびFPAを測定した．

　さらにエストロゲンの抗thrombin作用をみるため，

機能性子宮出血にて来院した患者7例に結合型エス

トロゲン20㎎を静脈注射し，投与前，60分後，120

分後，24時間後に肘静脈より採血した．また結合型

エストロゲンを2，4，6，8，10mg／m1の割り合

いにて血漿中に加え，さらに30分37℃でincubateし，

ATIIIを一i・L元免疫拡散’F板法にて測定した．

測定方法

　ATIII測定用血漿は3．8％クエン酸ナトリウムを

用い1：9の割合で採血し，3000回転，20分間遠沈

分離し，凍結保存した．

　FPA測定用血漿はヘパリン500u／ml，トラジロ

ー
ル10，000u／m1の入ったSi化真空採血管で血液8

に対しinhibitor　2の割合にて採血し，冷却下で3000

回転，10分間遠沈分離後直ちに凍結保存した．

1．ATIII測定法
　血漿ATIII活性はvon　Kaullaの法をmodifyし，

血漿を2倍に希釈して，ATIII時間を測定，　ATIII

活性（％）を表現した．ATIII濃度は一元免疫拡散

平板法（べ一リング社製）を用いて測定した．

2．FPA測定法
　FPAの測定はIMCO社製（スウェーデン）Kitの

標識用抗原，抗血清および標準物質を用い，Nossel

eta1．4）の方法に基づき大野の変法5）によりRIA法で

行った．

実験成績

1．血漿ATIII

　a）経口避妊薬投与時おける血漿ATIII

　血漿ATIII活性は初回投与後では75％と著明な減

少（P＜0．005＞を示していたが，第3　一一5回目投与

前後では，投与前値96％と回復しており，投与後で

も全く減少がみられなかった．しかし第11　一一　12回目

投与時には前値80％と初回投与前値に比して減少傾

向を示しており，後値は72．5％とさらに有意な減少

（73）73

がみられたが（P〈O．05），前後では変動がみられな

かった（図1）．

　血漿ATIII濃度でも図2に示すごとく，初回投与

前値30．2±3．4mg／dl，後値28．5±2．5㎎／d1と軽

度低下傾向（P〈O．1）を示すが，3～5回投与時で

はATIII活性と同様投与前値と比べると変動は認め

られなかった．しかし第11・・一・12回目投与前値では

28．2±2．4㎎／d1と初回投与前値と比べ低下傾向を

示しており，後値では27．8±2．6㎎／dlと有意の低

下（P〈0．05）がみられた，

2，結合型エストロゲン負荷時における血漿A　T　III

　結合型エストロゲン20㎎静注時では投与前値

（control）30．7±2．5㎎／d1，60分後，120分後，24

AT　III

％

lOO

50

before　after　　　before　　after　　　before　after

トー一一1■　　　ト3～5－H　　　トll～12－｛

treatment

　cycles

Fig．　l　Plasma　antithrombin　III　activity　in　women

　　　taking　oral　contraceptives．

AT　III

mg／dl

3°ix－i－－N－K

20

10

before　　after　　　before　　after　　　before　after

トー一一1■　　 ト3～5－－1　　トli～12－1

treatment

　cycles

Fig．2　Plasma　antithrombin　III　antigen　in　women

　　　taking　oral　contraceptives．
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時間後ではそれぞれ29．2±2．2㎎／dl，　29．7㎎／dl，

30．1㎎／dlで．　control値と比べ変動はみられなかっ

た．（図3）．同様ATIII活性でも変化は認められな

かった．

　正常婦人血漿に結合型エストロゲンを2，4，6，

8㎎／mlの割合いで負荷してみると，負荷前値31．5

㎎／dl，2㎎／m1添加ではATIII値は30㎎／dlとほ

とんど変動はみられないが，4㎎／mlでは23㎎／dl

と低下を示し，6㎎／ml添加ではATIII値は6㎎／dl

と急激な減少を示し，8㎎／ml負荷ではATIIIの免疫

活性はほとんど認められなかった．また，30分間

incubateすると2㎎／mlでは変化がみられないが，

4㎎／ml添加ではATIII値は12．4㎎／d1と急激な低

下を示していた（図4，5）．

3．経口避妊薬投与時おけるFPA

　FPAはthrombinの産生を反映するものであるが，

表1のごとく，投与前値O．42±0．16㎎／ml，初回投

与後0．54±0．08㎎／m1と増加傾向を示すが特に有

意の変動は認められなかった．また，第3～5回目前

後，第12回目前後ともほとんど変動を示していなか

った．

日不妊会誌33巻1号

は血清ATIIIの減少を認め，とくにZuck　et　al．1i）は

偏頭痛や視力障害などの血栓症を思わせる症状のあ

る患者で高度のATIIIの減少を見る例が多いとして

いる．また，血漿A　T　IIIについてはFagerhol　et　al．12）

はradial　immunodiffusionを用い軽度の減少を認め

ており，さらにHowie　et　aLl3｝も血漿においてAT
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　合成ステロイド剤である経口避妊薬使用時に高い

頻度で血栓性静脈炎，脳栓塞などの血栓症が発生し

たというJordan6）の報告以来とくに欧米諸国におい

て注目され，Vessey　et　al．7）も血栓症の発生率が非投

与婦人に比べ9倍にも及ぶと報告している．これら

の原因として経口避妊薬による血液凝固線溶系への

影響が考えられる．Ygge　et　aL8），　Ambrus　et　aL9〕

その他の研究者によってfibrinogen，第VII，　X因子

などの増加が報告されており，線溶系の面ではplas・

minogen，　plasmin活性1°）の充進がみられ，凝固阻害

因子に関してもvon　Kaulla　et　al．i），　Fagerhol　et　al．2）

AT　III

mg、　d

30

20

2 4 6 8mgml
　　conj．estrogen

Fig．4　Effects　of　conjugated　estrogen　on　plasma

antithrombin　III

oo珂．｛繍騨
2　Wt9／ml
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摯瓢畿獣：

Fig．5　Effects　of　conjugated　estrogen　on　plasma

　　　antithrombin　III　antigen．

　　　（single　radial　immunodiffusion　plate）

Table．1 Fibrinopeptide　A　values　in　women　taking

oral　contraceptives．

control　　60　　　　120mln， 24hr，

Fig．3　Changes　of　plasma　antithrombin　III　concentra・

　　　tion　after　intravenous　injection　of　conjugated

　　　estrogen　20mg．

1n二13 3～5n＝ユ3 11～12n－ll

before after befoer after before after

FPA
ng／n11

　0．42

±0．16

　0．54

±0．08

　0．50

±0．10

　0．52

±0．06

　0．48

±0．09

　0．53

±0．06

mean±S．E．
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IIIが減少すると述べている．欧米婦入に比べて一般

的に血栓性疾患の頻度が低いとされている我国婦人

について，経口避妊薬投与時の血栓症に関する報告

は少ないが，伊藤ら14｝は経口避妊薬服用時に血栓症を

起こした症例2例を報告しており，その際第VII因子，

fibrinogenの活性上昇を認めている．また，凝固阻

害因子の面からは著者3）および当教室の宮地15｝が報告

しており，mestrano10．1㎎とnorethisterone　2㎎の

合剤およびmestranol　O．05㎎とnorethisterone　1㎎

の合剤の投与により，初回投与後で血清，血漿AT

III活性の低下が認められるが，3　一一5周期ではAT

III活性の低下が起こらないと報告している．さらに

10～12回と投与を重ねると再びA　T　III活性の減少が

みられるとしている．また，　norethisterone　5㎎を用

いた例ではATIII活性の低下は認められないとして

おり，ATIII活性の低下はエストロゲンの作用によ

るものであるとしている．今回，著者は一元免疫拡

散平板法を用いて検討したところ血漿ATIII濃度に

おいても初回投与時に減少がみとめられたが，その

程度は軽度であった．この事よりATIII活性の低下

の方が大である事が示唆された．

　さらに経口避妊薬の成分の一つであるエストロゲ

ンを用いて検討してみたところ，機能性子宮出血に

て来院した症例に結合型エストロゲン20mgを静脈注

射し，経時的に血漿ATIII濃度および活性を測定し

たが特に変動はみられなかった．しかし，藤巻ら16）は

ATIIIの増加が出血傾向を助長した症例に結合型エ

ストロゲン40㎎を静注した時にATIII濃度が20％

減少を示したとしており，ATIIIの減少にはエスト

ロゲンが関与していると思われ，結合型エストロゲ

ンの濃度を含めて今後検討しなければならないと考

える．

　結合型エストロゲンを試験管内で血漿に添加した

研究では2㎎／m1の割合いで負荷した時はATIII免疫

活性に変化はみられなかったが，4㎎／m1で23㎎／

d1とcontrol値に比べ73％と減少しており，さらに

6㎎／mlの割合いではATIIIは19％（6㎎／dl）と

急激に低下を示し，8㎎／m1添加ではATIII免疫活性

は消失していた．さらに30分incubateするとA　T　III

濃度は結合型エストロゲン4㎎／ml添加時には急激な

減少を示し，すでに6㎎／mlではATIII免疫活性はほ

　とんどみられなくなった．藤巻ら16）も同様な事を報告

　しており，同時にATIIIの抗原性も失活すると述べ

ている，これらの事は少なくともエストロゲンの作

用によりATIII免疫活性が減少するものと考えられ

　る．抗thrombin作用の主力物質であるA　T　IIIが減少

　をきたす事は何らかの影響でthrombinの産生充進が

（75）75

起きた場合，防御機構としての抗thrombin作用が低

下し血栓症をおこす傾向が高まるものと考える．

　一方，凝固能の鋭敏な指標であるFPAはfi・

brinogenに直接thrombinが作用して発生するもの

で，fibrinogenのAα鎖のNH2末側のarginy－

glycin結合がthrombinで切断されて遊離したpe－
ptideであり，正常人における値はO．5　一一　2．0　ng／m1で

あるが，血栓症疾患やDICの際には増加すると
Cronlund　et　aL17｝，村越ら18）は報告している．しか

し，経口避妊薬投与時におけるFPAの報告はいま

だみていない．今回，著者らは経口避妊薬投与時に

おけるFPAを測定したが，　ATIIIが減少を示す初

回投与時にもFPAの増加はみとめられず，また投

与期間中ほとんど変動はみられなかった．以上の事

より経口避妊薬投与時にはthrombiliの産生はほとん

ど起こらないものと思われ，ATIIIの減少はthrombin

産生充進による消費性低ドではなく，エストロゲン

によるATIIIそのものの減少と考えられる．

　近年，欧恭諸国ではエストロゲンの量をへらした

三相性pillやmini　pillが開発され，血栓症などの副

作用の減少につとめている．この様なlow　dose　pill

投与によるATIIIの影響についてはNotelovitz　et

al．’g｝が報告しており，特に有意な変動がないとして

いる．我国においてはいまだpillの解禁はみられて

いないがATIIIの面からみても早急にこの様な10w

dose　pil1が使用出来ることが必要と考える．

　本論文の要旨は第39回日本産科婦人科学会総会

にて発表した．
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日不妊会誌　33巻1号

　　Effects　of　plasma　antithrombin　III，

　　　　　fibrinopeptide　a　during　use　of

oral　contraceptives，　and　astithrombin　III

　　　　　　　　　　　inhibitory　effect　of

　　　　　　　　　　conjugated　estrogen

　　　Hisao　Ogura，Yoshiya　Katsumi，

Makike　Mishima，Motonobu　Yokoyama
　　　　　　　　　and　Akira　Iwaki

Second　Department　of　Obstetrics　and

　　　Gynecology，Toho　University

　　To　study　the　effects　of　oral　contraceptives　and

Ioading　with　conjugated　estrogen　on　the　plasma

antithrombin　III（AT　III），　aclotting　method　and　a

single　radial　immunodiffusion　flat　plate　method

were　used．　The　changes　of　fibrinopeptide　A（FPA）

which　is　a　new　sensitive　indicator　of　the　coagula－

tlon　when　oral　contraceptives　were　given　were

investlgated，　and　interesting　results　were　obtained．

　　1）After　the　first　administration　of　oral　contra－

ceptive，　the　plasma　AT　III　activity　is　markedly

lowered．　But　after　3rd－5th　series　of　administra．

tion，　no　significant　changes　are　seen．　When　the

administration　is　further　continuedt　after　the　12th

time，　the　level　becomes　lower　than　the　control

value．　The　immune　activity　changes　similarly，　but

its　degree　is　slight．

　　2）When　the　plasma　is　loaded　with　conjugated

estrogen，　the　plasma　AT　III　concentration（immune

activity）does　not　change　at　2　mg／ml　of　conjugated

estrogen，　but　it　decreases　to　73％at　4㎎／m1，　and　the

Immune　actlvlty　ls　completely　lost　at　8㎎／ml．

Furthemore，　when　incubated　for　30　minutes，　its

decrease　is　rapid．

　　3）FPA　shows　almost　no　changes　when　oral

contraceptlves　are　given　and　production　of　throm－

bin　is　not　observed．

Considering　from　the　results　summarized　abQve　it

ls　estlmated　that　the　decrease　of　plasma　AT　III　be

the　reduction　of　AT　m　activity　itself，　rather　than

exhaustive　decline　due　to　production　of　thrombin．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62．年7月28日）
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1）1971年4月から1985年4月までに当科不妊外来を初診した挙児希望患者について，その検査・治

　療成績を検討したところ，原発性不妊症患者は，870例で妊娠率24．7％，続発性不妊症患者は321

　例で妊娠率35．5％であった．

2）下腹部手術の既往を有するものが21．7％と多かった，

3）Rubin　testの結果では，卵管通過性正常群と異常を示した群の間に妊娠率の差はなかった．また，

　　HSGの結果でも，卵管の異常の有無による妊娠率の差は無かった．

4）精子濃度に関しては，1000万／ml未満の群で妊娠率が有意に低かった、

5）Huhner　testに関しては，不、良，中間，良好の各群で妊娠率に差は無かった．

6）AIHは，乏精子症などの男性因子，頚管粘液不良などの女性因子，　Huhner　test不良などの両性

　　因子，いずれの適応においても自然妊娠よりもはるかに高い妊娠率を示し，その有効性が確認さ

　　れた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1，　Steril．33（1），77－83，1988）

緒　　言

　体外受精・胚移植法（IVF－ET）1）や配偶子卵

管内移植法（GIFT）2）など，近年の不妊症に対す

る検査・治療法の発達には，めざましいものがある．

本邦においてもこれらの技術が次々と導入されてい

るが，満足すべき成績は得られていないのが現状で

ある．これらの治療成績の向上を計るためには，そ

の適応を検討することも重要と考えられる．

　一方，配偶者間人工授精（AIH）は，　IVF一

ETやGIFTに比しはるかに簡便に施行でき，かつ

一
定の妊娠率を得られることから，今日まで不妊症

治療の中心的手法として施行されてきた。しかし，

これも決して満足すべき成績が得られているとは言

い難い．

　そこで，AIHの有効性を検討し，さらに今後の

不妊症治療の基礎資料とする目的で，1971年4月か

ら1985年4月末日までに大阪大学医学部産科婦人

科（以下当科とする）不妊外来を初診した挙児希望

患者の，1985年4月末日の時点での検査・治療成績
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について集計した，

対　　象

当科不妊外来における14年間の検査・治療成績の検討

　当科不妊外来では，基礎体温（BBT）上排卵が

あると考えられるにもかかわらず不妊である挙児希

望患者を対象としている．1971年4月から1985年4

月末日までに当外来を受診した患者計1191例を今回

の検討の対象とした．

方　　法

　当外来では，これらの患者に対して，Rubin　test，

子宮卵管造影検査（HSG），精液検査，　Huhner　test

等の検査を施行し，AIHを中心とした治療を行っ
ている3）．

　Rubin　test：正常型，高緊張型および低緊張型の通

過性が正常と思われる群と，攣縮型，癒着型，狭窄

型，閉鎖型および混合型の通過性に異常の認められ

る群の2群に分類して検討した．

　HSG：卵管像に関して，両側卵管とも正常の患

者群，片側卵管のみ正常の患者群，および両側卵管

とも異常の認められる患者群の3群に分類して検討
した．

　精液検査：精子濃度に関して3群に分類して検討

した．当外来では，精子濃度4000万／m1以上を正常

としており，精子濃度4000万／m1未満の患者群をさ

らに1000万／ml以上と1000万／ml未満の2群に分

けて検討した．

　Huhner　test：当外来では，　Huhner　testの結果を

3群に分けて判定している．即ち，400倍1視野中に，

直進運動を示す精子が15匹以一ヒいる場合を「良好

群」，直進精子数が4匹以下の場合を「不良群」，そ

の中間の場合，即ち直進精子数が5匹以上15匹未満

の場合を「中間群」としている4｝．

　AIH：AIHに関しては，その適応を①男性因
子②女性因子③両性因子④その他の4つに分類して

検討した．

①男性因子：精液の性状が不良な症例，即ち乏精子

　症または無精子症，精子運動性の低い症例，精子

　奇形率の高い症例である．先に述べたように，当

　外来では，精子濃度が4000万／m1未満の患者を乏

　精子症として取り扱っている．精子運動性に関し

　ては，精子運動率50％未満の患者を精子運動能

　低下と考えて，AIHの適応としている．精子奇

　形率に関しては，20％以上を異常としてAIHの

　適応としている．

②女性因子：頸管粘液の量あるいは性状が不良な症

　例，および子宮ことに頸管に解剖学的な異常が認

日不妊会誌　33巻1号

　められる例などである．排卵期における頸管粘液

　の性状が著しく不良な患者，即ち頸管粘液量が0．

　1ml以下，あるいは牽糸性5cm以下，あるいは著

　しい混濁を認める患者を，頸管粘液不良として，

　AIHの適応としている．5｝

③両性因子：Huhner　testで中間群あるいは不良群と

　判定された患者もAIHの適応としている．その

　判定基準については先に述べたとおりである．な

　お，男性因子または女性因子の一方のみが不良な

　ためにHuhner　testの結果が良くない患者は，男

　性または女性因子の方へ入れた．従って，両性因

　子群とは，精液性状，頸管粘液ともに良好である

　にもかかわらずHuhner　testの結果の良くない患

　者，および精液性状，頸管粘液ともに不良の患者

　で構成されており，①一③の各群の間には重複は

　ない．

④その他：①一③以外の適応によるものである．患

　者が強くAIHを希望した場合などである．

　AIHの有効性の検討：AIHを反復施行中の患

者で，AIHを行わなかった月経周期に妊娠する症

例（以下自然妊娠とよぶ）が，日常臨床上ときどき

経験される．AIH療法の有効性を検討するには，

このような自然妊娠率とAIHによる妊娠率とを比

較することが一つの評価法となる．このような観点

からAIHの治療成績を検討した．なお，この場合

AIH施行月経周期にAIHと関係なく妊娠した（A

IHを行っていなくても妊娠していた）症例の存在

も考えうるが，実際上AIHによる妊娠との鑑別は

不可能であるので，AIH施行周期の妊娠はすべて

AIHによる妊娠とみなした．

結　　果

【病歴と妊娠率】　今回の検討の対象となった挙児希

望患者計1191例のうち，原発性不妊症患者は870例

（73．0％），続発性不妊症患者は321例（27．0％〉で

あった．

　これらのうち，原発性不妊症患者215例，続発性

不妊症患者ll4例，計329例の患者を妊娠に至らし

めることに成功した．各々の妊娠率は原発性24．7％，

続発性35．5％，全体としては27．6％で，続発性不

妊患者の妊娠率の方が原発性不妊患者のそれよりも

有意に高かった（P＝O．01）．

　図1に，これらの患者の初診時の年齢の分布を示

した．斜線の部分は妊娠成功例の数を表している．

原発性では28才に，続発性では30才に，それぞれ

ピークを示している．

　次に，図2に，初診時における不妊期間の分布を
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図1　不妊症患者の初診時年齢分布

Pt・・

図2　不妊症患者の初診時不妊期間の分布

表1．既往歴と妊娠率
　　　　　　　　　1971年4月一1985年4月

総数 妊娠数 妊娠率

特記すべきものなし 783（65，7瓢） 231 29．5％

下腹部手術 258（21．7器） 64 24．8％

全身性疾患 37（3．1鬼） 9 24．3％

そ　の　他 108〔9」鬼） 28 25．9％

示した．原発性，続発性，共に3年以上4年未満に

ピークを示した．

　表1には，これらの患者の既往歴について示した．

特記すべき既往歴のない患者は全体で783例（65．7

％），そのうち231例（妊娠率29．5％）が妊娠に成

功している．虫垂炎，卵巣嚢腫等，下腹部手術の既

往のある患者が258例（21．7％）と多く，不妊症と

下腹部手術の既往との関連性が示唆された．なお，

下腹部手術の既往のある患者のうち64例が妊娠に成

功しており（妊娠i＄　24．8％），適切な治療により他

の患者と変わりない治療成績を上げることができる

ことが示された．（特記すべき既往のない患者群の妊

娠率と有意差なし．）
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表2．Rubm　testと妊娠率
　　　　　　　　　1971年4月一1985年4月

総数 妊娠数 妊娠率

正常型

高緊張型 357（50．5鑑） 9／ 25．5％
低緊張型

攣縮型

癒着型
狭窄型 35Q（49．5鬼） 81 23．1％
閉鎮型

混合型

合　　計 707 172 24．3％

表3．HSGと妊娠率
1971年4月一1985年4月

総　　数 妊娠数 妊娠率

両側とも正常 687〔68．6器） 190 27．7％

片側のみ正常 227（22．6毘） 55 24．2％

両側とも異常 88（8．8落） 17 ／9．3％

合　　計 1002 262 26．1％

　糖尿病，結核，膠腹病等，全身性疾患の既往のあ

る患者は37例（3．1％），その他の疾患の既往のある

患者は108例（9．1％）であった．また，全身性疾患

の既往のある患者のうち9例（妊娠率24．3％），そ

の他の疾患の既往のある患者のうち28例（妊娠率

25．9％）がそれぞれ妊娠に成功した．

【Rubin　testと妊娠率】　表2には，　Rubin　testの成

績を示した．全体で725例（60．9％）にRubin　test

を施行した．正常型，高緊張型，および低緊張型の，

通過性正常と考えられる患者は357例（50．5％），攣i

縮型，癒着型，狭窄型，閉鎖型および混合型の，通

過性に異常を示した患者は350例（49．5％）であっ

た．また，おのおのの妊娠成功例は，卵管通過性正

常と考えられる患者群では91例（妊娠率25．5％），

卵管通過性に異常を示した患者群では81例（妊娠率

23．1％）と，両群の問に明らかな妊娠率の差は認め

られなかった．

【HSGと妊娠率】表3には，子宮卵管造影検査（H

SG＞の成績を示した．全体で1002例（84．1％）に

HSGを施行した．両側卵管とも正常の患者は687例

（68．6％），片側卵管のみ正常の患者は227例（22．7

％），両側卵管とも異常を認める患者は88例（8．8％）

であった．また，それぞれの妊娠成功例は，両側卵

管とも正常の患者群では190例（27．7％），片側卵管

のみ正常の患者群では55例（242％），両側卵管と

も異常の認められる患者群では17例（19．3％）と，

両側卵管とも異常の認められる患者群でやや低い妊

娠率を示した．

【精子濃度と妊娠率】　表4には，精子濃度について
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表4．　精子濃度と妊娠率

1971年4月一1985年4月

あった，また，精子濃度1000万／ml以1二4000万／m1

未満の患者のうち62例（妊娠率25．3％）が，精子

濃度1000万／m1未満の患者のうち12例（妊娠率

11．9％）がそれぞれ妊娠に成功した．精子濃度1000

万／m1未満の重症と考えられる乏精子症あるいは無精

子症の患者において，妊娠率が明らかに低かった（P＝

0．01＞．

【Huhner　testと妊娠率】　表3には，　Huhner　test

の成績を示している．Huhner　testを施行した患者は

合計869例（73．0％）であった．これらのうち，良：

好群202例（232％），中間群225例（25．9％），不

良群442例（50．9％）であった．また，良好群のう

ち46例（妊娠率22．8％〉，中間群のうち52例（妊

娠率23．1％），不良群のうち107例（妊娠率24．2％）

が妊娠に成功しており，妊娠率に大きな差は認めら

れなかった．これは，中間群および不良群に対して

は積極的にAIHを施行した結果と考えられる．

【AIHと妊娠率】　以上に述べたような検査成績を

示した患者に対して，当外来では，1985年以前の段

階では，薬物療法と人工受精（AIH）を中心とし

た治療を行ってきた．

　表6には，各適応別にみたAIH施行患者数を示

した．AIH施行患者は合計340例（28．5％）で，

このうち男性因子群123例（36．0％），女性因子群50

例（14．6％），両性因子群130例（38．0％）その他

表6．AIHの適応因子と妊娠率
1971年4月一1985年4月

総　　数 妊娠数 妊娠率 総数
〔％）

AIH妊娠数
〔妊娠率｝

自然妊娠数
（妊娠率）

1000万加1未満 ／01〔9．燗 12 ／1．9％ 　　　　　　乏精子症
工，男性因子　精子運動性低下

　　　　　　　　　　　　など

123
（36．醐

　17
〔13．8鬼）

　　9
（7，3毘）1000万川以卜

4000万／ml未満
245（22，9箔） 62 25．3％

4000万加1以上 726〔67．ア鬼） 177 24．4％

　　　　　　頸管粘液不良
皿．女性因子　子宮・頸管の解剖

　　　　　　学的異常　　など
　50
（14．6箔）

　　9
（18．0器）

　　2
（4，0器）

合　計 1072 251 23．4％ 　　　　　　Huhner　test不良皿．両性因子　　　　　　　　　　　　など 130
（38，0踏）

　29
（22，3器）

　　6
〔4．6鬼）

表5，Huhner　testと妊娠率　　　　　　　　　　　　　1971年4月一1985年蝟

IV．その他 　39
〔11．4罵）

　　2
〔b．欄

　　3
〔7．碕

総数 妊娠数 妊娠率

不良群 442〔50．9器） 107 24．2％ 合　計 342 　b7
（16，7駕）

　2Q
（5．8毘）

中簡群 225（25．9鬼） 52 23．1％
良好群 202〔23．2鬼） 46 22．8％

合計 869 205 23．6％
表ア．　他の合併不妊因子とAIHによる妊娠率

　　　　　　　　　　　　　　　1971年4月 1985年d月

総数
（鬼）

AIH妊娠数
〔妊娠率）

自然妊娠数
（妊娠率）

A川適応因子のみ 　95
〔42，6鬼）

　19
（20、O駕）

　／0
〔10．5駕）

り成績を示している．1191例の患者のうち1072例

90．0％）に精液検査を施行した．精子濃度4000万／

nl以上の正常範囲の患者は726例（67．7％），この
ち177例（妊娠率24．4％）が妊娠に成功した．精孔濃度4000万／ml未満の乏精子症患者のうち，1000

7／ml以上の患者が245例（22．9％），1000万／ml未
寄の極めて精子濃度の低い患者が101例（9．4％）で　　’　　　→コ．♪　　虫主　　　㌧曲

All樋応因子＋他の不妊因子1つ

　83
（37，2艶）

　／2
（14．5露）

　　3
〔3．6毘）

AIH適応因子＋他の不妊因子2つ以卜

　45
（20，2器）

　　3
〔6，7毘）

　　2
〔4．醐

合　　計 223 　34
（15．2踏）

　15
（6．6鬼）

の群39例（11．4％）であった．

　次に，AIHの有効性について各適応別に検討を
加えてみた．

　表6に示したように，男性因子によるAIH施行

患者の123例うちAIHによる妊娠は17例（妊娠率

13．8％），自然妊娠は9例（妊娠率7．3％）で，AI

Hによる妊娠の方が自然妊娠より約2倍高い妊娠率
を示した．

　女性因子によるAIH施行患者50例に関しては，

AIHによる妊娠は11例（妊娠率18．0％），自然妊

娠2例（妊娠率4．0％）であった．やはりAIHに

よる妊娠の方がはるかに高い妊娠率を示した．

　両性因子によるAIH施行患者130例のうちAI

Hによる妊娠は29例（妊娠率22．3％），自然妊娠6

例（妊娠率4．6％）で，AIHによる妊娠率の方が

有意に高く，AIHの有効性が証明された．

　次に，AIH施行患者の他の合併不妊因子とAI

Hの治療成績について検討してみた．表7に示した

ように，AIHの適応因子のみで他の不妊因子を持

たない患者95例のうちAIHによって妊娠した患者

は19例（妊娠率20．0％），AIHの適応因子以外に

一つだけ不妊因子を持つ患者83例のうちAIHによ

って妊娠した患者は12例（妊娠率14．5％），AIH

の適応因子以外に二つ以上不妊因子を持つ患者45例
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のうちAIHによって妊娠した患者は3例（妊娠率

6．7％〉であった．従って，当然のことであるが，A

IHの適応因子以外の不妊因子をできるだけ少なく

することが，AIHの治療成績の向上につながるこ

とが示唆された．

考　　察

　以上，当科不妊外来における検査・治療成績を示

した．

　既往歴に関しては，下腹部手術の既往を有するも

のが21．7％を占めていた（表1）．おそらく卵管因

子への影響が大きいものと考えられる．Rubin　testあ

るいはHSGの結果との関連については，今後検討

していきたいと考えている．

　Rubin　testでは，正常型、高緊張型および低緊張

型の卵管通過性正常と考えられる群と，攣縮型，癒

着型，狭窄型，閉鎖型および混合型の卵管通過性に

異常を示した群の間に，明らかな妊娠率の差は認め

られなかった（表2）．また，HSGでも，卵管の異

常の有無にかかわらず妊娠率に有意な差は認められ

なかった．（表3）Rubin　test，　H　S　Gおよび腹腔鏡

の検査結果に差が認められることは，最近しばしば

指摘されているところである6）－9）．卵管の通過性を判

定する方法としてのRubin　testやHSGの価値の再

評価が，今後必要であると思われる，腹腔鏡検査の

結果をくわえた検討は，現在症例を蓄積していると

ころである．

　精子濃度については（表4），1000万／ml未満の患

者群で，1000万／ml以上4000万／ml未満の患者群と

比較しても，有意に妊娠率が低かった．乏精子症に

対する治療法としては，当科では，薬物療法による

精液性状の改善とAIHを中心としている．乏精子

症に対するAIHの有効性については表6でも検討

を加えた．乏精子症など男性因子群では，AIHに

よる妊娠率の方が自然妊娠より約2倍高かったが，

妊娠率そのものは13．8％と決して満足すべきもので

はなかった．その要因として，精子濃…度1000万／ml

未満の群での妊娠率の低さも影響を与えているもの

と考えられる．従って，AIHを施行する際に精液

の性状をできるだけ改善しておくことが，AIHの

成績の向上につながるものと思われる．

　その方法としては，各種薬物治療や精液二分画採

取法1°・11）による採取精液そのものの性状の改善や，精

液遠心分離法によって採取後に精液の性状を改善す

る工夫が行われている．最近では，密度勾配遠心用

簾糖重合体（Ficoll）を用いた精子洗浄濃縮法がA　I

Hに応用されているユ2）．
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　Huhner　testの結果についてみてみると（表5），

不良，中間，良好の各群の間に妊娠率の差は認めら

れなかった．しかし，不良群および中間群に対して

行ったAIHの妊娠率は自然妊娠率より有意に高く，

その有効性が認められた．従って，これら3群の妊

娠率に差が無かったのは，AIHによって不良群お

よび中間群の妊娠率が向上しているためと考えられ

る．

　AIHが実用化されてから既にかなりの年月がた

っているにもかかわらず，その成功率は今だ不十分

と言わざるを得ないのが現状である．AIHの治療

成績を向上させるためには合併不妊因子の治療が重

要であることは，今回の結果からも明らかであるが，

なおいくつかの間題か残されている，

　その一つは，AIHを施行する際の排卵とのタイ

ミングの問題である．排卵時期の予想には，血中あ

るいは尿中のLH　surgeを知ることがもっとも有用

である．最近，我々はmonoclonal抗体を用いた尿中

LH簡易測定キット（Ovusticks，　Monoclonal　Anti－

bodies　Inc．）を，　midcycle　hLH　surgeの検出に試

用した13｝．このような方法を利用して排卵時期を正確

に予測することにより，AIHの治療成績を上げる

ことができるものと考える．

　二つめは適応の選択である．今回の結果では，男

性因子，女性因子，両性因子，いずれに関しても，

AIH妊娠率の方が自然妊娠率をはるかに上回った．

（表6）しかし，乏精子症に関しては，AIHの有効

性は認められなかったとする報告14）もあり，今後さら

に検討を要するものと考える．また，乏精子症に対

してIVF－ETあるいはGIFTを施行し好成績を
得たとの報告15）16）もあり，今後積極的にIVF－ET

やGIFTの適応としていくことも考慮していく必要

があろう．

　女性因子に関しては，頸管粘液が不良な場合，エ

ストロゲンなどの内分泌学的な異常の存在が充分に

考えられ，それが妊娠を妨げている可能性も考えら

れる．従って，ただ単にAIHによって精子の進入

を助けるだけでは妊娠に至らない場合もあるものと

思われる．

　両性因子異常に関しては，今回明らかにAIHは

有効であった．今後は，他の不妊因子を積極的に除

去して行くことにより，さらに高い妊娠率を上げる

ことができるようになるものと考える．

まとめ

1）1971年4月から1985年4月までに当科不妊外来

　　を初診した挙児希望患者について，その検査・
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　　　治療成績を検討した．

2）原発性不妊症患者は870例で妊娠率24．7％，続

　　　発性不妊症患者は321例で妊娠率35．5％であっ

　　　た．

3）下腹部手術の既往を有するものが21．7％と多か

　　　った．

4）Rubin　testの結果では，卵管通過性正常群と異

　　　常を示した群の間に妊娠率の差はなかった．

5）HSGの結果では，卵管の異常の有無による妊

　　　娠率の差は無かった。

6）精子濃度に関しては，1000万／ml未満の群で妊

　　　娠率が有意に低かった．

7）Huhner　testに関しては，不良，中間，良好の各

　　　群で妊娠率に差は無かった．

8）AIHは，乏精子症などの男性因弄，頸管粘液

　　　不良などの女性因子，Huhner　test不良などの両

　　　性因子，いずれの適応においても自然妊娠より

　　　もはるかに高い妊娠率を示し，その有効性が確

　　　認された．
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Clinical　evaluation　of　artificial

lnsemlnation　of　husband’s　semen

　　　　　　　　　　　　（AIH）

　　　　　　．Yoshihiro　Samejima，

　　Shoji　Kamiura，　Takashi　Kameda，

Kazut・m・Ohashi，　Masayasu　K・yama，

Chihiro　Azuma，　Noboru　Matsuzaki，

　　　Takao　Negoro，Fumitaka　Saji

　　　　　　and　Osamu　Tanizawa

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　Osaka　University　Medical　Schoo1，

　　　　　　　　　　Osaka　Japan

　　This　article　describes　the　clinical　evaluation　of

artificial　insemination　of　husband’s　semen（AIH）as

atreatment　for　infertility．340　patients　were　treated

with　AIH　in　Osaka　University　Hospital　since　April，

1971to　April，1985．

　Of　340　patients，123　were　with　the　diagnosis　of

male　factor（sperm　count　is　less　than　4×10ア／ml，

Group　1），50　with　female　factor（poor　cervical

mucous，　Group　2），130　with　both　male　and　female

factors（poor　Sims・Huhner　test，　Group　3）and　39

with　other　dianosis　including　unexplained　infer・
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tility（Group　4）．57　patients（16．7％）who　received

AIH　became　pregnant；pregnancy　rates　in　each

groups　were　13．8％in　group　1，18．0％in　group　2，22．

3％in　group　3　and　5，1％in　group　4　indicating　that

AIH　is　an　effective　treatment　for　infertile　patients

ingroup　l　to　3．

The　determination　of　the　accurate　time　of　ovula・

tion　and　the　collection　of　actively　motile　sperm　by

the　technique　of　swim－up　or　concentration　will　be

required　for　the　improvement　of　the　pregnancy　rate

by　AIH．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年3月24日）
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性器奇形合併妊娠・分娩例の臨床的検討

Outcome　of　Pregnancies　and　Deliveries　Associated

　　　　　　with　Congenital　Abnormalities

　　　　　of　the　Female　Reproductive　Tract

　　　　　　　　　　宮崎医科大学産科婦人科学教室
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　　　　　（Director：Prof．　Norimasa　Mori）

　宮崎医科大学産科婦人科において経験した性器奇形合併妊娠・分娩16症例，延べ妊娠回数29回、

分娩回数19回について臨床的事項を検討した．

　〔1）性器奇形合併妊娠の頻度は全外来患者のO．18％で，諸家の報告とほぼ一致した．

　（2）流産率は24．1％で，非奇形群の約4倍と高率であった．f一宮外妊娠率は6．9％で非奇形群より

　　　高頻度であった．

　（3）骨盤位の頻度は21．1％で，当科での全分娩中の骨盤位の頻度3．2％の約6．6倍であった．

　（4）帝王切開率は42．2％で，当科での帝王切開率（6．5％）の約6．5倍であった．

　（5）新生児の平均出生体重は，3104．3±114．3gで，低出生体重児は19例中3例（15．8％）であった．

　　　また，新生児の外表奇形は認められなかった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steri1．33（1），84　87，1988）

緒　　言

　性器奇形は主として胎生期初期のMtiller管の癒合

不全により発生するが，頻度は報告者により著明な

差がある．

　性器奇形を合併した妊娠・分娩の頻度は多くはな

いが，奇形の型や程度によっては妊娠の維持や分娩

経過に直接影響を及ぼすことが考えられる．

　今回，我々は当科において経験した性器奇形合併

妊娠・分娩例を検討し，若干の知見を得たので，文

献的考察を加えて報告する．

対象及び診断

　昭和52年10月1日より，昭和61年8月31日ま
でに当科において経験した性器奇形合併妊娠・分娩

16症例，延べ妊娠回数29回，分娩回数19回を対象
とした．

　性器奇形の確定診断は，1＞内診・視診　2）超

音波断層法　3）子宮卵管造影法　4）帝王切開術，

子宮外妊娠の開腹時所見などで行った．

結　　果

（1）頻度及び内訳（表1）

　性器奇形合併妊娠・分娩の頻度は全外来患者8672

名中，16名で0．18％であった．16症例の内訳は，

単角子宮3例，双角単頚子宮3例，双角双頚子宮4

例，膣中隔のみ5例，処女膜閉鎖症1例であった．

（2）年令及び既往妊娠分娩（表2）

　24歳以ドの妊娠が2例（うち分娩1例），25　一・　29歳

が11例（うち分娩9例），30～34歳が3例（うち分
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表1　性器奇形の内訳

単　角　子　宮 3

双　角　単　頸　子　宮

　　　単　　　膣
　　　膣中隔合併

321

双　角　双　頸　子　宮

　　　単　　　膣
　　　膣中隔合併

422

縢　中　隔　の　み 5

処　女　膜　閉　鎖　症
／

計 16

表2　年齢および既往妊娠分娩

検　討 項　L1 初回妊娠（分娩）

～ 24 2　（1）

年　齢 25～29 11　（9）

（歳） 30～34 3　（1）

35～ 0　（2）

既　往 未　妊 11

妊　娠 未　産 4

分　娩 経　産 1

表3　結婚から初回妊娠および分娩までの期問

期間（年） 結婚～初回妊娠 結婚～初囮分娩

～
1 9 ／

1～2 2 7

2～3 2 1

3～4 1 2

4～5 1 0

5～ 1 2

計 16 13

表4　妊娠・分娩時の合併症

種　　　類 例　数 頻　度　（％）

流　産 7 24．1

前期破水 5 17．2

切迫流早産 4 13．8

骨盤位 4 13．8

胎児切迫仮死 4 13．8

膣会陰裂傷（第2度以ヒ） 3 10．3

子宮外妊娠 2 6．9

胎児発育遅延 2 6．9

胎児仮死 2 6．9

微弱陣痛，回旋異常，

遷延分娩，産科出血， 各1 各3．4

早産，新生児死亡

表5　分娩時胎位および分娩様式

頭　位 骨　盤　位 計

経　腕　分　娩
（含吸引分娩3例）

帝　　1三　切　開

96 22 11

8

計 ／5 4 19

骨盤位の頻度　4／19（21．1％〉

帝王切開率　　8／19（422％）

表6　出　生　体　重

出生体重　（g） 例　数

～ 2，499 3

2，500～2，999 6

3，000～3，499 7

3，500～3，999 2

4，000～ 1

平均体電：3104．3±ll4．3g

低出生体乖児の頻度二3．／19（15．89∂）

娩1例），35歳以一Lが0例（分娩2例）であった．こ

のグループでは2例とも34歳で妊娠，35歳で分娩と

なった．

　また未妊婦は11例（68，8％），未産婦4例（25．0

％），経産婦1例（6．2％）であった．従って初回妊

婦・初回分娩とも25歳～29歳が圧倒的に多かった．

また高齢初産は3例（うち2例は晩婚）であった．

（3）結婚から初回妊娠及び分娩までの期間（表3）

　16例中5例（31．3％）は結婚後2年以降に初回妊

娠が成立，また初回分娩までの期間も13例中5例

（38．5％）が2年以降の分娩であった．

（4）妊娠・分娩時の合併症（表4）

　流産は24．1％にみられ最も多く，次いで前期破水

（17．2％），切迫流早産（13．8％），骨盤位（13．8％），

胎児切迫仮死（13．8％），第2度以上の腔外陰裂傷

（10．3％）の順であった．

（5）分娩時胎位及び分娩様式（表5＞

　分娩時胎位は19例中頭位15例（78．9％），骨盤位

4例（21．1％〉であった．分娩様式は，19例中吸引

分娩3例を含めた経膣分娩は11例（57．8％），帝王

切開8例（422％〉であった．骨盤位の頻度，帝王

切開術の頻度ともに，当科での頻度の約7倍と高率

であった．なお，頭位に比べ，骨盤位の帝切率がや

や高い傾向にあった．帝切時の出血量は，641．4±

141．8gであった．

（6）出生体重（表6）

　2500g未満の低出生体重児は，19例中3例（15．8

％）で，平均体重は3104．3±114．3gであった．
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表7　反復分娩例

A B C D E
奇形の種類 膣中隔 処女膜閉鎖症 双角双頸子宮 膣中隔 双角単頸子宮

年　　齢 26 22 28 27 27

胎　　位 頭　位 頭　位 頭　位 頭　位 骨盤位

第　一　回

分娩様式 経　膣 経　膣 帝　切 経　膣 経　膣ホ

児体重 3742g 2900g 2400g 3235g 730g

年　　齢 28 24 35 30 28第　二　回

胎　　位 頭　位 頭　位 骨盤位 頭　位 頭　位

分娩様式 経　膣 経　膣 帝　切 経　膣 経　膣

兇体重 3280g 3455g 3025g 3965g 2815g

年　　齢 31
第　三　回

胎　　位 頭　位

分娩様式 経　月室

現
在妊娠中

　　　　・妊娠29週で早産

であった．

　骨盤位の頻度は21．1％で，Fentonら’）の17．5％，田児体重 4005g

（7）反復分娩

　反復分娩した5例をまとめて表7に示した．性器

奇形例でも一旦分娩を経験すると，以後の妊娠・分

娩は比較的容易であり，現在までに確認し得た反復

分娩例は16例中5例（31．3％）であった、

　なお，1回目分娩と2回目分娩との間隔は1年か

ら7年であり，平均3年内に次回妊娠が成立してい
た．

考　　察

　性器奇形合併妊娠・分娩の頻度は全外来患者8672

例中16例，0．18％で，諸家の報告（五味淵らユ｝の0．24

％，Wilsonら15〕の0．2～0．3％）とほぼ一致した．

流産率は24、1％で正常子宮の約4倍の高率であった．

これはHunter11）の21．0％，　Haylo）の24．5％，

Taylori4）の25．0％，　Fentonら9〕の26．0％，　Jones13）

の27．1％に近い率であった．流産は子宮膣の不整の

強い単角子宮、双角単頚子宮に多い傾向であった．

その原因として，一側のみのMUIIer管から発育した

子宮角はその子宮筋組織の発育や血管分布などに当

初から欠陥があるため，子宮壁の拡大伸展性に欠け，

胎盤形成不全，血液循環など胎児発育に応じた子宮

壁の適応が出来にくい5にとが考えられる．特に，双

角子宮では，発育不全側に着床したものが流産を起

こしやすい2）．しかし，膣中隔のみの奇形では，流産

率は12．5％であり半減した．

　子宮外妊娠の頻度は6．9％で非奇形群より高頻度

崎ら7）の28．6％，Bakerら8）の28．7％に近かった．また当

科での全分娩中の骨盤位の頻度（3．2％）の6．6倍と高

率であった．このことは，子宮奇形に起因する子宮内膣

の変形や空間的余裕の不足により胎児の自己回転が

妨害される3・5）ためと考えられる．

分娩様式は，帝切率が42．2％で当科での帝切率（6．5％）

の約7倍であった．諸家の報告も27．3％（野口ら）5〕から，

70．0％（田崎ら）7｝まで著しい幅がみられる．帝切率の上

昇は，胎児下向部の子宮一ド部への固定障害による前期

破水の好発や膀帯脱出，子宮筋の発育不全による微弱

陣痛さらには遷延分娩への移行41，又，子宮内膣の変形、

よる回旋異常などの他に，不妊症，不育症習慣性流産の

既往歴などの因子が重複しており，一概に論ずること

はできないように思われる．

新生児の平均体重が3104gであったことから，性器奇

形合併分娩例でも，妊娠37週を過ぎれば，非奇形群と

の間に有意差はないものと考えられる．低出生体重児

の頻度は15．8％であり，田崎ら7〕の21．7％より低率であ

った．

又，新生児の外表奇形の頻度も，正常性器の場合の3

倍に達する6）と言われているが，今回の研究では新生児

の外表奇形は一例も認められなかった性器奇形例に

は，しばしばし泌尿器系の異常も合併するため，非妊時

腎孟尿管造影や膀胱鏡による検索は必須である．

結　　論

　当科開設以来の性器奇形合併妊娠・分娩16例につ

いて，臨床的検討を試みた．
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　性器奇形合併妊娠の半数以上は経膣分娩が可能で

ある．従って，分娩に際してはdouble　set　upとし，

分娩開始後，試験分娩を試み，不可能ならば時期を

失せずに帝王切開分娩に踏み切るべきである．
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Outcome　of　pregnancies　and　deliveries

associated　with　congenital

abnormalities　of　the　temale

reproductive　tract

Hiroyuki　Koike，　Isao　Miyakawa，　Hiroshi　Yasuda，

　　　　　Kyogo　Kawano　and　Norimasa　Mori

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　Miyazaki　Medical　College

　　　　（Director；Prof．　Norimasa　Mori）

　Aretrospective　study　w皐s　made　on　the　course　of

29　pregnancies　and　19　deliveries　in　16　patients

associated　with　congenital　abnormalities　of　the

female　reproCluctive　tract　in　our　clinic　froIn　Octo－

ber　1977　to　August　l986．

　The　incidence　on　the　pregnancy　and　delivery

associated　with　congenital　abnormalities　of　the

female　reproductive　tract　was　O．18％

　The　rate　of　spontaneous　abortion（24．1％），ectopic

pregnancy（6．9％），　breech　presentation（21．1％）and

the　rate　of　cesarean　section　（42．2％）　were　s19－

nificantly　higher　in　the　abnormal　group　than　in　the

normal　group．

　There　was　no　significant　difference　in　the　mean

body　weight　of　new　born　infant　between　the　two

9「oups・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年3月4日）
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　当科を受診した不妊患X‘　351名のうち，子宮筋腫が不妊原因と思われる16名を対象とし，他の不妊

患者335名と比較検討し，以一ドの結果を得た．1＞不妊患者全体のうち了一宮筋腫が不妊原因であるの

は全体の4．6％であった．2）外来初診時平均年齢は子宮筋腫群では34．1歳であり，対照群よりも約

3歳高齢であった．3）初診時不妊期間1まf宮筋腫群では3．O年で，対照群よりも0．7年長かった，

4）1㌃宮筋腫群では妊娠率は50，〔〕％であり，対照群よりも高率であった．5）筋腫核出後の妊娠率は

7（1．0％と高率であった．6）筋腫核出後の妊娠までの期間は1年以内が28．6％を占めていた．7）妊

娠経過として自然流産は28．6％と比較的高率であり，満期産のうち80．0％が帝一E切開であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Ferti1．　Steri1。33（1），88－91，1988）

緒　　言

　子宮筋腫は性成熟期婦人において最もポピュラー

な疾患であり，その治療としては手術療法が主体で

ある．また，元来子宮筋腫が不妊因子である場合や，

妊娠に筋腫を合併した場合などは筋腫核出術を必要

とすることがあるが，その是否は種々の問題がある

のが現状である．そこで，今回，我々は不妊を主訴

として来院し，内診，子宮卵管造影法（HSG），腹

腔鏡等にて子宮筋腫を認めた16症例のうち筋腫核出

術を施行した後で妊娠に成功した7症例を経験した

ので，当科における不妊因子の割合，妊娠成功率な

どと比較し，若「の文献的考察を加えて報告する．

研究対象及び方法

　昭和54年10月より，昭和60年9月までに島根医

科大学医学部附属病院産科婦人科を不妊の主訴で来

院した351名の患者のうち，子宮筋腫が不妊因子と

思われる16名を対象とし，子宮筋腫が不妊原因では

ない335名の対照群とで比較検討した．

研究成績

1）不妊症患者における子宮筋腫の頻度

　不妊症患者351名のうち，主として子宮因子が

不妊の原因と思われるのは16例，18．5％であり，そ

のうち子宮筋腫が原因と思われるのは65例，24．6％

であった．不妊症患者全体からみると子宮筋腫が不

妊原因であるのは全体の4．6％であった．

2）外来初診時年齢分布

　図1に∫一宮筋腫群及び対照群の外来初診時年齢分

布を示す．子宮筋腫群の初診時年齢をみると，26歳

から44歳までに分布し，ピークは30歳代中頃にあ

り，噛7均年齢は34．1歳であり，子宮筋腫群の方が約

3歳高齢になっていた．

3）初診時不妊期間

　子宮筋腫群の初診時不妊期間は1年から11年まで
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図1　外来初診時年齢

と広く分布し，平均は3．0年であった．対照群の不

妊期間は平均3．7年であり，子宮筋腫群とほぼ同じ

値を示した．

4）初診時年齢と妊娠率

　表1に子宮筋腫群と対照群の初診時年齢と妊娠率

を示す．全体では子宮筋腫不妊群の方が妊娠率は50．0

％と，対照群の35．0％に対して高い値を示した．各

年齢層ごとにみてみると，子宮筋腫群では年齢層が

上昇すると妊娠率が低下しており，この傾向は対照

群に比較して顕著であった．また，子宮筋腫不妊群

で，排卵障害，卵管通過障害，子宮内膜症などを合

併している症例が9例認められた．この9例のうち

妊娠症例は4例（妊娠率44．4％）であり，合併症の

ない群の妊娠率57．1％（7例中4例妊娠）より低い

値を示した，

5）妊娠例の予後

　表2の子宮筋腫群と対照群における妊娠例におけ

る予後の比較を示した．子宮筋腫群は対照群と比べ

て帝f切開術の割合が高くなっていた．

表1　初診時年齢と妊娠率

年　　齢 一 25 26－30 31・｝35 36～ 計

子宮筋腫群 『 了5』 5了．1 20』 50．0

対照群 45．1 41．5 21．4 33．3 35．0

（89）89

表2　子宮筋腫群と対照群における妊娠例の予後

妊帳経適

正常軽腺分幌 帝王切開 流　慶 早　産 その他 計

子宮職厘鮮 1（12．5） 5（62．5） 2（25』） o o 8（loo）

対　照　群 46（55．4） 15（18」） 19（22．臼） 1（L2｝ 2（2．4） 83（100）

表3　子宮筋腫核出術後の妊娠率

例数 妊娠例数 妊娠率

筋腫核出術（千） 10 了 了0．0兜

筋腫核出術（一） 6 1 16．了％

表4　核出術より妊娠までの期間

妊娠までの

　　期間 1年以内 1～2年 2～3年 3～4年 計

例　　数 2 2 2 τ 了

％ 28．6 28．6 28．6 14．3 100

平　　均 21．4ケ月

6）子宮筋腫核出術後の妊娠率

　子宮筋腫核出術を施行した10例のうち7例が妊娠

し，妊娠率は70．0％と高い率を示した．一方，子宮

筋腫を認めるも手術をしなかった症例6例中で妊娠

したのは1例（妊娠率16．7％）のみであった（表3＞．

7）筋腫核出術後妊娠までの期間

　手術後妊娠した7例での手術より妊娠成立までの

期間は，表4に示すように1年以内，1～2年，2

～ 3年がそれぞれ2例，28．6％ずつであり，平均21，4

カ月であった．

8）症例

　患者は，初診時26歳であり，24歳で結婚し，24歳

の時妊娠3カ月で自然流産の既往歴を認めた．月経

不順で某開業医を受診し，子宮内膜症の診断にて

Danazol　400mg／dayを4カ月間服用するも効果な

く，昭和59年8月22日当科を受診した．内診にて

手拳大の子宮を触知し，子宮筋腫が疑われた．HS

G（写真1）及び腹腔鏡（写真2）にて粘膜下子宮

筋腫が強く疑われ，10月18日粘膜下子宮筋腫核出術

を施行し，超鶏卵大の粘膜下筋腫を核出した．術後

のHSGでは陰影欠損は認められず，両側卵管通過

性は良好であった（写真3）．その後，昭和60年4

月22日を最終月経として妊娠し，昭和61年1月21

日腹式帝王切開術を施行し，28909　Apgar　score

8点の男児を娩出した．

（％）
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写真1　子宮筋腫核出前のHSG像

考　　察

　子宮筋腫が不妊原因の1つであるとの報告1）もある

が，絶対的な不妊因子といえないことも確かである．

また，不妊婦人にどの程度の頻度で筋腫が存在する

のかも不明確である．しかし，病理学的には性成熟

期後半以降の婦人で20％以上に筋腫が認められ，筋

腫婦人の不妊率は30～40％であると報告2）されてい

る．また，Rubin3）は既婚の筋腫患者を調査し，その

42％が妊娠の経験がなく，一般的な不妊症の頻度15

％に比較して不妊率は高率であり，また分娩した児

の総数も1人当たり0．8人にすぎず，筋腫婦人は不

妊傾向にあると報告している．当科では不妊症患者

のうち，主として子宮筋腫が不妊原因であると推定

出来る患者の比率は4．6％であり，杉本ら4）の報告よ

り高値を示した．これは，新設医科大学，大学病院

ということで，長期不妊患者，筋腫の診断，治療が

困難で他院より紹介された患者が比較的多数ある為

と思われる．実際に子宮筋腫が妊孕性をどの様に阻

害するかについては，精子上昇の阻害5｝，卵管障害6），

着床障害5），さらには内分泌学的原因などが考えられ

ている．

写真3　子宮筋腫核出後のHSG像

　子宮筋腫があり不妊を主訴として当科を受診した

患者の外来初診年齢は平均34．1歳であり，対照群の

30．8歳に比較すると高齢である．これは，子宮筋腫

があっても特に症状もなく受診の遅れた患者，ある

いは子宮筋腫が不妊原因であることがなかなか診断

されず原因不明で他院より紹介されたことなどによ

ると推定される．

　初診時不妊期間は，子宮筋腫群と対照群でほぼ同

じ値であった．一般的に子宮筋腫群が長期であると

する報告もあるが，子宮筋腫群も対照群も他の医療

機関からの紹介など大学病院の特殊性により，特に
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差を認めなかったと思われる．

　子宮筋腫群の妊娠率は50．0％と，対照群の35．0％

と比較して高率であり，特に筋腫核出術後の妊娠率

は70．0％とさらに高率で，杉本ら4）の報告よりも高

い値を示した．しかし，年齢別に分けてみると，36

歳以降では妊娠率は低く（表1），また筋腫核出術後

早期に妊娠を期待できることを考慮すると，妊孕性

向上の為，でるだけ早期に保存的手術にふみきるべ

きであると思われる．不妊症患者における筋腫核出

術の適応として，百瀬2｝らは①ほかに重大な不妊原因

かない．②過多月経，月経痛などの症状がある．③

鶏卵大以上あるいはHSGで欠損や変形が認められ

る．④35歳以下．⑤膣，子宮内膜スメアで異常を認

めないことなどを挙げている．

　しかし，筋腫核出術の妊娠例では流産率が28．6％

と高く，林7）の報告とほぼ同じ値を示しており，今後

に残された問題である．また，満期産のうち80．0％

が帝王切開であり，高い帝切率となっているが，こ

れは長い不妊期間，高年齢などに起因する貴重児と

する考え，さらに子宮手術後ということを考慮すれ

ばいたしかたのないことと推定される．

　また，子宮筋腫に子宮内膜症などを合併すること

があり，積極的に腹腔鏡を施行し，合併症の早期診

断，治療が必要であると思われる。また子宮内膜症

の鑑別診断には，当科の高橋ら8）が報告しているよう

に，卵巣癌関連抗原であるCA125による血清学的

方法も補助診断としては有用である．

　以上のことより　不妊症患者で子宮筋腫が不妊因

子として発見される率は低いが，子宮筋腫核出術の

安全性を考慮すれば，発見次第できる限り早期に保

存的手術を施行すべきと推測される．
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and　pregnancy　after　conservative

　　surgery　in　sterile　women
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Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　Shimane　Medical　University，

　　　　　　　Izumo　693

　Sixteen　infertile　women　with　uterine　myoma

were　studied　in　comparison　with　335　infertile

womerl　who　visited　on　our　clinic．　The　results　are

summarized　as　follows；1）The　frequency　of　uterine

myoma　was　4．6％in　infertile　women．2）The　aver－

age　of　age　visited　to　our　clinic　at　first　was　34．1

year－old　in　infertile　women　with　uterine　myoma

and　it　was　elder　than　that　of　other　infertile　women，

3）The　average　of　infertile　period　at　first　visit　in

infertile　women　with　uterine　mypma　was　3．O　years

and　its　was　longer　than　that　of　other　infertile

women．4）The　pregnancy　rate　in　infertile　women

with　uterine　myoma　was　50．0％5）The　pregnancy

rate　after　myomectomy　was　reached　as　high　as　70，

0％．6）About　30．0％of　women　tried　myomectomy

became　pregnant　within　a　year．7）Abortion　rate　of

pregnant　cases　was　28．6％and　cesarean　section　was

performed　at　the　rate　of　80．0％

　　　　　　　　　　（受付：昭和62年3月19日）



日本不妊学会雑誌
第33巻第1号　1988

男子不妊症患者に於ける血中ならびに精漿中
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　男子不妊症患者を中心に精漿中LH，　FSH，　prolactin，　testosterone，5α一dihydrotestosteroneをR

IA法にて測定し，血中値との比較も合わせて行った．その結果では，精漿中proIactinと5α一dihydrotes－

tosteroneが精子濃度の上昇に伴」・高値となり，しかも無精子症とiFl常者の間に有意な差が存在した．

　他のhormoneに関しては，明らかな関係を見出せなかった．

　また，精漿中と血中hormone値の比較では，両者間に相関性はなく，　L　Hとprolactinが血中より

高値を示したが，他は低値であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J，　Fertil．　Steril．33（1），92－98，1988）

緒　　言

　従来より精液中の諸成分を生化学的に分析し，男

子不妊症の病態・診断・治療を副性器機能との関係

から解明しようとする試みが行われている．

　最近ではradioimmunoassay1・2・3〕の進歩によ｝）　t精

漿中にLH，　FSH，　Prolactin，　testosterone，5α一di－

hydrotestosterone等のhormoneの存在4・5）が明らか

とされ，血中と同様，これら精漿中hormOneと精子

発生能との関係が注目されている．そこで我々も特

発性男子不妊症患者の精漿中LH，　FSH，　prolactin，

testosterone，5α一dihydrotestosterone値を測定

し，これらのhormolle　levelと精子発生能との関係

を検討したので報告する．

対象ならびに方法

　対象症例は不妊を主訴として札幌医科大学泌尿器

科外来を受診した患者，もしくは産婦人科不妊症外

来より夫側の不妊因子を検索する目的で精液検査を

依頼された患者で，年齢は26歳一一一　42歳である．精液

中prolactinは244例，　LH，　FSHは37　f列，　testoster・

oneは50　f列，5α一dihydrotestosterone　lよ29例につ

き測定をおこなった．いずれも精路通過障害，var－

icocele等の患者は除外し，特発性男子不妊症患者の
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みにつき検討した．

　精液採取にあたっては，5日間以上の禁欲後に用

手法にて採取し，精液液化後，精子数等の精液検査

を実施した．次に，採取した精液を1000×9で10分

間遠心，上澄を精漿としてhormone測定6）に供した．

精漿の保存は一70℃deep　freezerにて行なった．一

部症例については，血中hormone値と精漿中hor－

mone値の関係を検討する目的で，精液採取日に同時

に採血を行なった，

　精子濃度は40×106／ml以上の群を正常精子濃度

群，40×106／m1～20×106／m1までの群を中等度乏精

子症群，20×106／ml未満を高度乏精子症群に分け，

さらに無精子症群の計4群につき比較検討した．

　LH，　FSH，　prolactinの測定は第一ラジオアイソト

ープ社製RIAキットをもちい，　testosteroneはWien

社製RIAキットを用いた，

　5　cr　一　dihydrotestosteroneは帝国臓器研究所にて

RIA法にて測定された．

結　　果

1．精子濃度別の精漿中LH，　FsHの値（Fig．1，　Fig．

2）

　Fig．1に示す様に，精漿中LH値は各精子濃度群

間で平均値に有意の差を認めなかったが，正常精子

濃度群で45．9±9．7mIU／ml（平均値±S．　D．）と

他群に比し高い値をとる傾向があった．

　FSHについてもFig．2のごとく各精子濃度群間

に差は認められず，正常精子濃度群で5．5±1．5mlU／

mlという値であった．
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2．精子濃度別の精漿中prolactinの値（Fig．3）

　精漿中LH，　FSHの場合と同様に精子濃度別に精

漿中prolactin値を検討してみると，Fig．3の様に精

漿中prolactin値は無精子症群で7．8±3．3　ng／mlと

最も低値であり，精子数の増加に伴いその値は上昇

する傾向を認め，正常精子濃度群では12．7±3．9　ng／

m1となり，無精子症群と正常精子濃度群間には有意

な差（P≦0．05）が存在した．
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3．精子濃度別の精漿中testosteroneの値（Fig．4）

　精漿中testosterone値は無精子症群で26．7±

10．9　ng／mlと各精子濃度群間で最も低い値であった

が，各群間に有意な差は認められなかった．

4．精子濃度別の精漿中

　5α一dihydrotestosteroneの値（Fig．5）

　精漿中5α一dihydrotestosteroneの値は正常精子

濃度群でO．33±0．38ng／mlであり，　prolactin同様

に精子数の減少とともにその値も低下する傾向にあ

った．しかも，無精子症群と正常精子濃度群および

中等度乏精子症群の間には有意な差（P≦0．05）が

mlUlm2

日不妊会誌33巻1号

■　Seminnl　LH

O　Serum　LH

H畑顔±、。・Z・±旧…±・・ユ3U±・川・・±・・3・・±1α・脚・。、8±101・1±・

　　　　mIU’ml　　　畠IU’M盧　　【IU’霞頑　　　　mlU’吊’　　鱈団U’岨l　　　mlリ’mt　　　m1U’吊t　　　mlU’吊e

Fig．6　Relationship　between　serum　LH　and　LH
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Fig．7　Relationship　between　serum　FSH　and　FSH

　　　ln　seminal　plasma

存在した．

5．血中および精漿中LH，　FSH値の比較（Fig．6，

7，8）

　次にFig．6に示す様に，血中LH値と精漿中LH

値を同一症例で比較検討した．精子濃度を4群に分

け，各群ともclosed　circleを精漿中の値，　open　circle
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を血中の値で示し，同一症例を線で結んで比較した．

LHについては各精子濃度群とも血中のLH値に比

し，精漿中のLH値が著しく高い値であった．また，

血中LH値と精子濃度との関係は，無精子症群でL

（95）95

H値が他群に比し高い結果であった．

　Fig．7に示す精漿中FSH値と血中FSH値の比
較では，先に述べたLHの結果と異なり，各精子濃

度群間で血中FSH値に比し精漿中FSH値が低値
をとる傾向にあった．また，血中FSH値と精子濃

度との関係はLHと同様，造精障害の強い無精子症

例で，FSH値が上昇している例が認められた．

　ここで，精漿中LH値が血中LH値に比べて高値

であったことをすでに述べたが，この結果につき，

精漿中LHを測定するにあたりLHとcross　reaction

する物質が考えられる．文献的にもKrauseら7）が精

漿中にhCG様物質の存在を示唆しており，我々も精

漿中のhCGの測定を試みている．

　すでに報告しているように8），LHはhCG一αと

cross　reactionする．我々はLHを同時に測定しない

ために特異的に測定可能なhCG一βをCis社製RI

Aキットを用いて測定した．つまり，hCG一βを測定

することにより，純粋なhCGを測定することができ

るわけである．また，同時に精漿中LHも測定した．

　Fig．8にその結果を示したが，　open　circleの精漿

中hCG一β値は，血中の正常値である1ng／mlより

高値で，しかも精子数が多くなるにつれ，その値も

上昇している．さらに，精漿中LH値が高い例で精

漿中hCG一β値も高いと言う結果であった．

6．血中および精漿中prolactin値の比較（Fig．9）

　prolactinに関しては，　Fig．9に示す様に血中の値

と精漿中の値を比較すると，無精子症群をのぞいた

いずれの群も，精漿中prolactin値が血中の値よりも

高値を示す場合が多かった．今回の検討症例では血

中prolactinが30ng／ml以上を呈する高prolactin

血症例は存在しなかった．また，血中prolactin値と

精子濃度とは，明らかな関係はなかった．

7．血中および精漿中testosterone値の比較（Fig．

10）

　Fig．10に示す様に血中と精漿中testosterone値を

比較すると，精漿中testosterone値は各精子濃度群

とも血中の値の1／10程度の値であった．また，精漿

中，血中ともに精子濃度とtestosterone値との間に

明らかな関係は存在しなかった．

考　　察

　精漿中にLH，　FSH，hCG，　prolactin，　testosterone，

5α　一　dihydrotestosterone等のhormoneが存在する

ことはすでに知られており，これら精漿中hormone

のoriginや役割について検討されている．そこで，

我々も特発性男子不妊症患者を対象として，精漿成

分の検討と言う立場から，これらhormoneの値と精
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子濃度との関係を検討した．

　精漿中LH，　FSHについては精子濃度別にその値

を比較したが，今回の結果では各精子濃度群間に差

はみとめられなかった．精漿中LH値は，すでに述

べたようにhCGを同時に測定しているためか血中L

H値よりも高値であった，一方，精漿中FSH値は

逆に血中値より低くなっていた．しかし，精子濃度

との相関性はLH同様認められなかった．　Fossatiら9）

は血中と精漿中のLH，　FSH値を正常男子と不妊男

子で比較しているが，精漿中LH，　FSH値とも両者

に差はないと述べており，精漿中FSH値は血中F

SH値より低値で，しかもそのratioをとると有意の

差をもって，乏精子症で低かったとしている、一方，

Girgisら1°）も同様な検討にて，精漿中のLH値が血

中の値より高値であったとし，FSHについては血

中よりわずかに精漿中の値が低かったと報告してい

る．我々の結果も同様であると思われた．

　次に，精漿中prolactinについてであるが，我々の

検討では精漿中prolactin値と精子濃度との関連があ

る程度推測される結果であった．しかし，他の報告

をみると，精漿中prolactin値と精子濃度に相関を認

めると言う報告11・12）v両者は無関係であると言う報

告13・エ4），様々であり，両者の関係についての結論を出

すためにはさらなる検討が必要と思われた。

　精漿中LH，　FSH，　prolactinのoriginに関しては

現在のところ，完全に解明されたわけではない．Krause

日不妊会誌33巻1号

ら14）はLH－RH，　TRHを投与し血中のLH，　FSI｛，

prolactin　levelを上昇させた時の精漿中LH，　FSH，

prolactin値を測定しているが，血中levelの上昇に

もかかわらず精漿中では上昇しなかったと報告して

おり，これら精漿中LH，　FS　H，　prolactinは血中から

のpenetrationされたものではなく，副性器等の積極

的な分泌調節機構の存在を示唆していると述べてい

る．また，Girgisら1°）は先にも述べた様に精漿中の

FSH値が血中の値より低値であり，しかも，副性

器にはFSH　receptorが存在しないことから，　F　S

Hについては血中からの移行であろうと述べている．

さらに，prolactinについては，　prolactinが副性器の

発育に関係すること15），前立腺や精嚢腺にprolactin

のreceptorが存在すること16）から副性器を介して分

泌されたものとする考えが妥当と思われる．

　精漿中のLH，　FSH，　prolactinの果たす役割につい

ても不明な点が多く，Shethら17）はspermatozoaの

fructose　utilization，　glucose　oxidation等の代謝に

LHが関与していると述べている他，　prolactinにつ

いてReyesら18｝が精子のCa－billding　and／or　trans－

portに関与していると述べているにすぎない．今回

の我々の検討では精漿中hormoneのmechanismま

で言及できないが，精漿中prolactin　levelが副性器

の機能を反映する可能性が示唆されたといえよう．

　最後に精漿中testosterone　f直と5α一dihydrotes・

tosterone値についてであるが，　testosteroneは我々

の結果でも諸家の報告と同様に，精漿中の値は血中

の値の1／10程度であり，精子濃度との関係も認めら

れなかった．Lannoul9）らは我々と同様に精漿中5α一

dihydrotestosteroneとtestosteroneを測定し，　tes・

tosterone値は不妊症例と正常例で差を認めなかった

が，5　cr　－dihydrotestosteroneの濃度が乏精子症や無

精子症で低」・ことから，精漿中のtestosteroneは副

性器由来であり，dihydrotestosteroneは睾丸もしく

は副睾丸由来であると述べている．

　そしてtestosteroneは前立腺や副睾丸で代謝され

ることが知られており，そのために精漿中の1eve1が

低値であろうと考えられる．

　よって，睾丸における造精能の指標として精漿中

のsteroid　hormone　levelを検討する場合，　testoster－

oneより，むしろ5α一dihydrotestosterone等の代謝

物の測定か望ましいと推測される．

結　　語

　特発性男子不妊症患者の精漿中LH，　FSH，

prolactin，　testosterone，　5α一dihydrotestosterone

levelと精子濃度との関係につき検討した．精漿中
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prolactinと5α一dihydrotestosteroneが，精子濃度

の上昇に伴い高値をとる傾向が認められた．他の

hormone値は精子濃度と無関係であった．また，こ

れらhormoneの血中levelと精漿中levelを比較し

たところ，両者に相関はなく，精漿中1eve1が，血中

Ievelより高い値を呈したのは，　LHとprolactinであ

り，LHについてはhCGを同時に測定したためと推

測された．

　　精漿中steroid　hormone　levelを精子発生能の立

場から検討する場合，testosteroneより，むしろ5α一

dihydrotestosterone等の代謝物の測定検討が望まし

いと推測された．
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　　The　levels　of　LH，　FSH，　prolactin，　testosterone

and　5α一dihydrotestosterone　in　seminal　plasma

were　determined　in　both　infertile　male　patients　and

healthy　controls．　The　levels　of　these　hormones　were

also　compared　with　their　corresponding　blood
levels．　The　results　showed　that　the　seminal　Ievels　of

prolactin　and　5α一dihydrotestosterone　were　in－

creased　when　the　concentration　of　spermatozoa

was　high　showing　a　significant　difference　between

patients　with　azoospermia　and　healthy　men．

　　No　particular　relationships　were　observed　with

regard　to　the　other　hormones．

　　No　correlation　was　found　between　the　levels　of

hormones　in　seminal　plasma　and　those　in　the　blood；

the　levels　of　LH　and　prolactin　were　higher　in　semi－

nal　plasma　than　in　the　blood，　and　other　hormonal

levels　were　lower　in　seminal　plasma．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年4月15日）
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低ゴナドトロピン性性腺不全症に対するLH－RHの間歌的投与

　　　Pulsatile　Luteinizing　Hormone－Releasing　Hormone

Treatment　in　Patients　with　Hypogonadotropic　Hypogonadism

　　　　　千葉大学医学部泌尿器科学教室（主任：島崎　淳教授）

布施秀樹　角谷秀典　石井弘之
Hideki　FUSE　　　Hidenori　SUMIYA　　　Hiroyuki　ISHII

　　　　　　　高原正信　　　　島崎淳
　　　　Masanobu　TAKAHARA　Jun　SHIMAZAKI

　　Department　of　Urology，　School　of　Medicine，

Chiba　University，　Chiba（Director：Prof．　J．　Shimazaki）

司

低ゴナドトロピン性性腺不全症および思春期遅発症，それぞれにポータブルの自動注入器によるLH－

RHの間歌的投与を行なった．
　前者は，hCGおよびhMG投与より開始したが，血中テストステロン値の上昇をみないため，　LH－

RHの間歌的投与とした．血中テストステロン値が正常成人男子値となり，二次性徴の発現をみたが，

7ヵ月経過した現在，精液中に精子の出現をみていない．

　後者の思春期遅発症の例は，LH－RH間欺的投与により，二次性徴の発現および造精機能の導入を

みたため，本療法4ヵ月後，中止とした．中止後3ヵ月で，二次性徴の脱落をみとめず，造精機能も

維持されている．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1。　SteriL　33（1），99－104，1988）

緒　　言

　低ゴナドトロピン性性腺不全症に対して，従来hCG

投与ないしhCGおよびhMGの投与が行なわれてき
たが，必ずしも十分な成績とはいえなかった1｝．一・方，

1979年Jacobsonら2）が，　Kallmann症候群にlutein－

izing　hormone－releasing　hormone（LH－RH）を間

歌的に投与し，その有効性を報告して以来，欧米で

は，本法の検討が数多くなされてきたが，本邦では，

その報告は少ない3）．そこでLH－RHの間欺的投与

を2例の男子に施行し，その成績を検討した．

者（症例2）は，睾丸容積が比較的大であること，

TSH　releasing　hormone（TRH）試験5）でプロラクチ

ンの反応が良好であったことより（図1），思春期遅

発性を疑った．LH－RH試験6）では，両者とも反応

が良好といえた（図2）．hCG試験6）は，症例1は，

血中テストステロン値が負荷後100ng／dlに達しなか

った．症例2は，1400ng／d1と正常成人男子値を超え

た（図3）

　LH－RH（LH　－RH注射薬タナベ⑭）をニプロ社

製SP－31－Tポンプを用い，1回25　ng／kg体重，す

なわち，症例1は，1．4μg，症例2は，1．8μgを120

分ごとに，一日12回間欺的に皮下注射した．
対象および方法

結　　果
　性器発育不全を主訴とした36歳および16歳8ヵ

月の男子を対象とした．両者とも性成熟はみられず

Tanner4｝1度であった（表1）．前者（症例1）は，

LH，　FSH低値，テストステロン低値であり，低

ゴナドトロピン性性腺不全症と診断した（表2）．後

1）症例1の治療経過：hCG（ゴナドトロピン⑪

帝国臓器）1000単位およびhMG（ヒュメゴン⑪

，オルガノン・三共）75単位を週2回投与より開始

した．3ヵ月投与後の血中テストステロン値が低値
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表1　症例概要 血中LH，　FSH値

　　　mlU／me

日不妊会誌　33巻1号

症例1 症例2 ●一→LH

年令

主訴

身長（・m）

体重（kg）

指極（cm）

恥毛

腋毛

睾丸容積左
　（me）

　　　　　右

染色体型

嗅覚試験

睾丸組織像

手根骨レ線

　　36才

性器発育不全

　　175．5

　　56．5

　　184．5

　　なし

　　なし

3

3

　46，XY

　　正常

精細管細く，

精細胞の減少

　両側10個

16才8ヵ月

性器発育不全

　　158

70．5

1650

なし

なし

8

8

46，XY

正常

両側10個

o－oFSH

　　　　　　　　　　　　　　　　　　症例1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　症例2

0」－F－〒r＿r
表2　内分泌学的検査成績

前 30

症例1 症例2

60 90

図2　LH－RH試験

LH（mlU／m2）

FSH（mlU／me）

プロラクチン（ng／mの

テストステロン（ng／dの

エストラジオール（pg／me）

　4．3

　4．7

　9．3

　24

〈10

　6．6

　3．7

　25．4

　77

〈10

血中テストステロン値

　　ng／de⊥

血中プロラクチン値

120分

14署2

ng／me

　50

40

30

20

10

0
月1」　　　　30　　　　60　　　　　90

　　　図1　TRH試験（症f列2）

120分

0

國’成人男子

　　正常値

症例1

症例2

剛

図3　hCG試験

4日目
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　　血中LH，　FSH値
　　　（●一●）（〇－D）

　　　　mlU／me
　　　　　10

　　　　　8

　　　　　6

　　　　　4

　　　　　　X一

布施　他

　　　　　　　ク

X＿一一一一．X

／x

　　　　　　　　　（101）101

　　　血中テストステロン値

1441360（X－X）
　　　　　n9／de
NN　　　饗　　1000

　　　　　　800

　　　　　　600

　　　　　　400

　　　　　　200

1［薯

轡
　　　恥毛

1隈

3me

3m2

8me

8me

12me

lOme

12m8

12m2

ふれず

そらず

十数本

そらず

小くるみ大

　数十本

　　　　　くるみ大

1回／2週，そる　　1回／2週，そる

くるみ大

女性型

とれす
O．1me

Ox104／me

　　　　　0．5m2

　　　　0×104／me

hCG　2000単位

　　2回／週

　O．5me　O．7m9　　　1．4me　　　　1．5me

OxlO・／meO×104／me　O×10“／me　O×10‘／me

hCG　IOOO単位2回／週

hMG　75単位2回／週

hMG　150単位

　2回／週
LH－RH　1，4μg，1回／2時間，皮下注（自動注入ポンプ）

　　　1986．5　　6

血中LH、　FSH値
（←●）（・一一（））

　　　mju／me

　　　竃

　　　　2

7 8 9 10　　　　11　　　　12　　 1987．1　　2

図4　治療経過（症例1）

3 4 5

血中テストステロン値
　　　　（x－x）

　　　　n9／de

　　　　　1000

　　　　　800

600

400

200

1［嘉

　　　前立腺

　　　ヒゲ

　　　恥毛

　　　その他

1際

8me

8me

10m2

10me

13m2

13me

13m2

13m2

ふれず

そらず

（一）

小くるみ大

1回／週，そる

　数本

　　　　　　くるみ大

　　　　　1回／週，そる1回／週，そる

　　　　　　数十本

変声あり　　腋毛（＋）

くるみ大

1回／週，そる

　数十本

とれず

　O．2me　　　O．5m2　　0．5me　　O．5me　　O．5m2

7×106／m230×106／me43x106／me45×106／me　68×106／me

　　2400　　　　　　349．”0　　　　　　449も　　　　　　309・b　　　　　46％

LH－RH　1．8μg，1回／2時間，皮下注（自動注入ポンプ）中止

　0．5m2

53x106／me

　54％

1986．12　　　　1987．1 2 3　　　　4　　　　　5

図5　治療経過（症例2）

6 7 8
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のため，hCG　2000単位およびhMG150単位とした．

2ヵ月投与後の血中テストステロン値は，77ng／d1と

去勢レベルであったが，前立腺を小くるみ大に触知

し，恥毛の増加をみ，ある程度の二次性徴の発現を

みた．また射精可能となったが，精液中に精子をみ

とめなかった．LH－RHの間欺的投与を開始し，1

ヵ月後の血中テストステロン値は，356ng／dlと上昇

し，2ヵ月後には，成人男子正常値に達した．さら

に二次性徴がすすみ，LH－RH投与7ヵ月後には，

恥毛が女性型となり，睾丸容積が，左右とも12mlと

なった．精液量が1．5m1と増加したが，精子の出現

をみなかった（図4）．

2）症例2の治療経過：LH－RHの間歌的投与後，

1ヵ月で，血中テストステロン値が，正常成人男子

の正常値となった．2ヵ月後，ヒゲ，恥毛の出現を

み，前立腺が触知可能となった．射精可能となり，

精液量は少なかったが，精子の出現をみ，精子濃度

は，7×106／m1であった．4ヵ月経過後，二次性徴

の発現が，ほぼ年齢相応となったため，LH－RH投

与を中止した．中止後，3ヵ月の現在，血中テスト

ステロン値は，正常成人男子値であり，二次性徴の

脱落もみなかった．精液所見も，良好であった（図
5）．

考　　案

　低ゴナドトロピン性性腺不全症は，脳下垂体前葉

よりのゴナドトロピンすなわちLHおよびFSHの

分泌低下により，ひきおこされるものであり，その

病因の多くは，間脳よりのLH－RH分泌障害に帰せ

られる7）．本症の治療として①テストステロン補充②

ゴナドトロピン投与および③LH－RH投与があげら

れるが，造精機能導入には，FSHおよびテストス

テロンの両者が必要とされることより8｝，妊孕性をう

るためには，②ないし③が適応となる．②について

は，LH作用をもつhCGとLHおよびFSHを含む
hMGの併用が行なわれるが，それぞれの投与量，投

与間敏および両者の量的比率等，検討する余地があ

り，その成績も報告者により差がある9）．奥山ら1°｝は，

その理由のひとつとして，対象とした例の重症度の

差をあげている．われわれも以前，本症のゴナドト

ロピンによる治療でhCG試験の反応がよい例に造精

機能が導入されることをみた11）．ちなみに自験の症例

1は，hCG試験に低反応であり，造精機能の導入を

みなかった．

　LH－RH投与は，本症の多くがLH－RH分泌障
害と思われるので合目的的といえる．LH　－RHの半

減期が短いことよりIz），長時間作用型のanalogが応

日不妊会誌　33巻1号

用されたが，はじめLHおよびFSHの分泌が高ま

るが，down　regulationにより，両ゴナドトロピン

は抑制されるので13），その投与法に工夫が必要だろう．

　血中LHおよびFSHが正確に測定できるように
なり，これらが持続的に分泌されるのでなく，間欺

的に分泌されることが判明した14）．一方，Nakai15）ら

は，視床下部を破壊して内因性LH－RHを除去した

サルに外因性LH－RHを連続的に投与すると，はじ

め上昇したゴナドトロピンは，その後，抑制される

が，間歌的投与では，ゴナドトロピンの正常分泌が

維持できたとした．

　したがって，本症に対してLH－RHを自然分泌の

リズムに沿って間歌的に投与すれば，効果が期待で

きると考えられ，Valk16）は，　LH－RH25ng／kg体重

を2時間ごとに5日間投与し，思春期と同様のLH

およびFSHの分泌パターンをみたという．その後，

Hoffmannら17）は，ポータブルの自動注入器により

LH－RHを2時間に1回，25　ng／kg体重，皮下投与

し，良好な二次性徴の発現および造精機能の導入を

みている．LH－RHの1回投与量は，1～20　ngと
大きな幅があるが，18・19・2°）自験例は，Hoffmannら17）

の投与量に従った．血中テストステロン値を指標に

投与量を決めるのが望ましいだろう．自験の症例1

で，血中テストステロン値がhCGおよびhMG投与

では，去勢レベルであったのが，LH－RHの間歌的

投与により成人男子正常値となったことは，前者に

比し，後者がライデッヒ細胞に対しても，良い影響

を与えたと考えられる．

　LH－RHの間歌的投与で注目すべきことに，本症

に伴う下垂体性小人症では，身長予後も重要である

が，ゴナドトロピン投与では，少量投与でも骨年齢

の促進をみるとされるが21），このLH－RH間敏的投

与では，性成熟が徐々にすすむため，骨端線の閉鎖

が緩徐であり，身長予後に良い効果が期待できると

いう3）．ゴナドトロピン投与では，血中テストステロ

ン値が投与後，一時的に高値をとることが一因かも

しれない．またLH－RH間歌的投与では，ゴナドト

ロピン投与ではみられない夢精をみるという17）．これ

は思春期にはみられることなので，前者が，より生

理的な治療法であることを裏付けている．ちなみに

症例2で夢精をみた．

　思春期遅発症は，患者の精神的ストレスより加療

が望ましく22），従来よりゴナドトロピンないしテスト

ステロン投与が施行されてきた．LH－RHの間歌的

投与により，生理的に近い状態で，二次性徴の発現

および造精機能の導入が期待される．自験，症例2

でも，両者とも，ほぼ満足すべき結果をえた．
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　最近，思春期のゴナドトロピン分泌にあわせて，

まず夜間のみLH－RHを間欺的に投与し，思春期が

すすんでから，昼間も投与する方法が報告された19）．

今後，さらにLH－RHの投与法に工夫がなされると

ともに，本法が低ゴナドトロピン性性腺不全症の治

療の主流を占めることになるだろう．

結 語

　低ゴナドトロピン性性腺不全症および思春期遅発

症それぞれの例にLH－RHをポータブルの自動注入

器により問歌的に投与し，両者に二次性徴の発現を

み，後者は，造精機能の導入もみた．今後，期待で

きる治療法といえる．
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　　　　　　　　　　Pulsatile　luteinizing

hormone－releasing　hormone　treatment

　　　　　　　　　　　　in　patients　with

　　　hypogonadotropic　hypogonadism

」

　　Hideki　Fuse，Hidenori　Sumiya，

HiroyukHshii，　Masanobu　Takahara
　　　　　　　and　Jun　Shimazaki

Department　of　Urology，　School　of　Medicine，

　　　　　　　　Chiba　University，　Chiba

　　　　　　（Director：Prof．　J．　Shimazaki）

　　Luteinizing　hormone－releasing　hormone（LH－

RH）of　25ng／kg　body　weight　was　injected　every　120

mlnutes　uslng　portable　infusion　pump　for　treatment

of　one　of　each　hypogonadotropic　hypogonadism（

case　1）and　delayed　puberty（case　2）、

　　In　case　1，　human　chorionic　gonadotropin（hCG）

and　human　menopausa】gonadotropin（hMG）were
administered，　but　the　testosterone　level　in　blood

was　not　elevated．　After　the　administration　of　LH－

RH，　the　testosterone　level　ill　b］ooCl　reached　normaI

range　and　secondary　sexual　characteristics　apPear・

ed．　However，　no　sperm　was　found　in　the　semen

after　7　months，

　　Case　2　had　secondary　sexual　characteristics　and

was　found　to　have　sperms　in　the　semen　after　the

administratjon　of　LH－RH．　Four　rnonths　later，　the

treatment　was　stopped．　Three　months　after　the

cessation　of　treatment，　the　secondary　sexual　char－

acteristics　and　the　findings　of　semen　were　reserved．

　　　　　　　　　　　　　　　（受付：唱和62年8月31日特掲）
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活性酸素の精子運動に及ぼす影響

ヒト精子・精漿中の過酸化脂質とsuperoxide　dismutase

　　Adverse　Effects　of　Oxygen　Radicals　on

　　　　Human　Spermatozoal　Motility

　Lipid　Peroxides　and　Superoxide　Dismutase　in

Human　Spermatozoa　and　Seminal　Plasma

慶応義塾大学医学部産婦人科学教室（主任二飯塚理八教授）

　　　　　　　　宮　崎　豊　彦

　　　　　　Toyohiko　MIYAZAKI

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

School　of　Medicine，　Keio　University，　Tokyo

　　（Director：Prof．　Rihachi　Iizuka）

　ヒト精巣から受精に至るまでの精子通過経路における活性酸素の精子に対する影響に着目し，活性

酸素によって生成される過酸化脂質とsuperoxide　anion　radical（0牙）を除去するsuperoxide　dismutase

（SOD）のヒト射精精子，精漿における濃度及び活性を測定し，精子の運動能との関連を検討した．

　1）精漿中SOD活性は366．8±164．6U／ml（mean±S．D．）であり，精子濃度，運動率，1mlあた

りの運動精子数との問に相関を認めなかった．

　2）精子SOD活性は総運動精子数との間に有意な相関（P＜0．001＞を示した．

　3＞精漿中過酸化脂質は6．22±2．81nrnol／ml（mean±SD．）であり，精漿中に過酸化脂質の存在が判

明したが，精子濃度，運動率，1mlあたりの非運動精子数との間に相関を認めなかった．

　4）精子中の過酸化脂質は非運動精子数との問に有意の相関（P＜0．001）を示した．

　5）精漿除去精子における過酸化脂質生成量と運動率の経時的変化を検討したところ，時間と共に

過酸化脂質は増加し，運動率は減少した．しかし，これにSODを添加することにより過酸化脂質の

生成量の増加，運動率の減少が抑制された．

　6）白血球の精子貧食をin　vitroで観察し負食白血球の活性酸素の発生ばかりでなく，その周囲の

白血球の活性酸素の発生も証明した，

以上により，精子運動能の低下に過酸化脂質生成，ひいては活性酸素の関与が考えられ，さらに，S

ODの存在により精子運動能保持が確認され，　SODの臨床応用の可能性が示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．33（1），105－113，1988）

緒　　言

　不妊症の原因における男性側因子の占める割合は

およそ50％でありD，さらに，約10％を占める原因

不明の不妊すなわち機能性不妊のうち精子が関係す

ると考えられている部分も少なくない．無精子症，

乏精子症には造精機能障害，精路閉塞など原因が明

らかなものもある．しかしながら，受精という現象

が成立するためには精子が精巣において作られ輸精

管を経て膣内に射精され，さらに子宮頸管，子宮腔，

卵管を通過し卵に到達しなければならず，これらの

経路の様々な段階で精子に対する障害が発生すると
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考えられる．

　本研究では精子がその通過経路において受ける障

害の原因の一つとして活性酸素に着目した．

　酸素より生じる活性酸素（Oi・OH，102）は生

体内においてはミクロゾームやミトコンドリア内の

電子伝達系中で発生し，また，感染，炎症の場にお

いては好中球，マクロファージより放出されている．

この漕性酸素が生体内で脂質を過酸化して生体膜を

破壊し，細胞障害をきたすことが知られており，哺

乳類の精子は脂質の過酸化を受けやすいことも知ら

れている1°）．酸素は生体にとり必須のものであり，そ

のため活性酸素の発生は避けることができない．こ

れに対し生体は種々の防御酵素を持ち対応している．

本研究では活性酸素のうちのsuperoxide　anion　radi－

ca1（Oi）を除去する酵素であるsuperoxide　dis－

mutase（SOD）活性ならびに活性酸素により生成

される過酸化脂質のヒト射精精子，精漿中濃度を測

定した。さらにSODの存在下における精子過酸化

脂質の生成を検討し，その運動率との関連を求めた．

また，性管内におけ活性酸素の影響を証明する目的

で，白血球の精子貧食をin　vitroで行わせ，活性酸

素の発生を観察した．

対象及び研究方法

　対象は，慶応義塾大学病院産婦人科を受診した不

妊カップル及び非配偶者間人工授精に供する健常成

人の用手法にて採取した精液を用いた（表1）．採取

精液は，液化の後，精子濃度・精子運動率をマクラ

ー精子分析カウントチェンバー15）にて測定し，各実験

に供した．

1）superoxide　dismutase活性測定（表2）

　精液を1800×9，10分間遠心分離し，精漿と精子

に分離した後，10mM　K－Pi　bufferを溶媒とした

0．25M　sucrose液にて精子を3回洗浄，得られた

精子を低張液である10mMK－Pi　buffer　2m1に懸

濁し，1800×g，10分間遠心後，得られた上清中

のSOD活性を精子SOD活性として測定した．
SOD活性は　xanthine－xanthine　　oxidase－

nitrobluetetrazorium（NBT）法3｝にて測定した．本法

は，xanthine－xanthine　oxidase系で生成された

superoxide　anion　radicalによるNBTの還元を50

％阻害する酵素活性をSOD1単位と定めたもので

ある．NBTの還元は560nmにおけるdiformazan
の吸光度の増加によって測定した．精子の破壊には

超音波破砕も行ったが，低張液処理と同様か，ある

いは低いSOD活性が測定されたため，超音波破砕

表1　測定に供した精液の精子濃度と運動率

measurement n sperm　concentration　（range）

mean±S．D．×104／ml

mOtility　（range）

mean±S．D．％

SOD
LPO
seminal　plasma

SpermatOzoa

62

38

51

4893±3501　　（0－17000）

7058±6170　　（50－26000）

8182±6050　　（1000－27000）

53．5±28　　（0－90）

42．8±19　　（5－90）

40．0±24　　（0－85）

SOD：superoxide　dismutase LPO：lipid　peroxide

表2　SOD測定法

xanthine・xanthine　oxidase・nitrobluetetrazolium　method

xanthineπu「ic　acid
40，　　　　40，－

　　NBT

402

　　　diformazan
　　　　　　（560nm）

　　SOD
XOD：xanthine　OXidase

NBT：nitrobluetetrazollum

SOD：superoxide　dismutase

0．05M　　炭酸ナトリウム緩衝液（pH　102）

3mM　　キサンチン

3mM　　EDTA
O．15％w／vBSA

O．75mM　NBT
　　試料溶液

　　キサンチンオキシダーゼ溶液

2．4ml

O．1ml

O．Iml

O．1ml

O．1ml

O．1ml

O．1ml

560nmにおける吸光度の増加を測定し対照の増加を

50％阻害するSOD活性を1Uとする
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によるSODに対する熱の影響を考慮し，低張液処

理を採用した．さらに，SOD活性がCu，　Zn－SODあ

るいはMn・SODいずれによるものかを知るために，

活性測定系に1mM　KCN　50μ1を加えて測定した．

2）過酸化脂質測定

　精液を1800×9，10分間遠心分離し，精漿と精子

に分離した後，精漿中過酸化脂質は測定キット（協

和メデイクス，デタミナーLPO⑭）によって測定

した13）．分離した精子はphosphate－buffered　saline

（PBS）1．5mlに懸濁し測定に供した．精子過酸化脂質

は同キットにての測定を試みたが，吸光度測定にあ

たり，試料の濁度の与える影響が大きいため，Buege

ら7）の方法によるthiobarbituri　cacid（TBA）法を用

いた（表3）．本法は過酸化脂質の分解で生じる

malondialdehyde（MDA）が酸性条件下で2分子のT

BAと結合して生じる赤色物質を535nmの吸光度で

SOD
u！me

500

250

0
　　≦5000

n n

＝29 ＝
33
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測定するもので，MDAの濃度は分子吸光係数1．56×

105から求めた．

3）精子運動率と精子過酸化脂質生成の経時的変化

　単層percoll精子洗浄法4）により精子を分離しPBS

4mlに再懸濁し，室温に放置し120，180，240分毎に

運動率，過酸化脂質を測定した．また，SOD添加

による運動率，過酸化脂質の変化の違いを調べる目

的でbovine　erythrocytes　SOD（Sigma　Chemical

Co．）をPBSに溶解し400u／mlとしたものと，対照

としてSOD無添加のPBSを用いて，精子濃度を約

6000×104／mlとし，室温に放置し120，180，240，

300分毎に運動率，過酸化脂質を測定した．

4）ヒト白血球の精子貧食と活性酸素発生

　白血球の貧食による活性酸素の発生をみるため

Giffordらの方法9）を用いて精子が貧食され，白血球

が活性酸素を発生する状態を観察した．Gifford法で

5000＜　　 x10　　mE　　　　　　　　　　≦50　　　　　　　　　50＜　　　 ∂　　　　　　　　　　　　　　≦3000

　sperm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　motility

　concenヒratlon

図1　精漿中SOD活性と精子濃度，運動率，運動精子数
　　　との関係SOD：superoxide　dismutase（mean＋S．D．）

3000＜　×10　me

　　moヒIIe

　　sperm

s8D

3

2

D 』

0　　　　　25　　　　　5　　　　　75　　　　　10　　x10E

　　　　　　　　　　　　　　　　　motlle　sperm
　図2　精子SOD活性と運動精子数
　　　　（r＝0．854，　n＝＝38）

表3　精子過酸化脂質測定法

1．試料溶液1，0mlにTBA試薬2．Om1を加える

2。沸騰水浴中15分加熱

3．遠心分離1000×gIOmin

4．吸光度測定535nm

F

TBA試薬
　15％w／v

　O．375％w／v

　O．25N

trichloroacetic　acid

tiobarbituric　acid

hydrochloric　acid
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は白血球がlatexを貧食する際に発生する活性酸素が

NBTを還元して青色のformazanが生成されるのを

観察するものであるが，今回はlatexのかわりに，単

層percoll法にて得られた精子をtest　mediumに加

え，medium中の精子濃度を約20000×10ヴm1として

用いた．

　測定結果はStudent’s　t　testにより統計学的検討を

おこなった．

結　　果

1）superoxide　dismutase活性

i）精漿中sOD活性（図1）

　精漿中SOD活性は，精子濃度との間に0，274，運

動率との間に0．048，精液1mlあたりの運動精子数

日不妊会誌33巻1号

との問に0．200の相関係数を示し，いずれとも有意

の相関を認めなかった．精漿中SOD活性は0から
800U／mlの範囲にあり，その平均値は366．8±164．6U／

ml（mean±S．D．）であった．azoospermiaの症例にも

活性は認められ，精漿中SOD活性が精子由来のも

のではないと考えられた．KCN添加にて活性は阻

害され精漿中SOD活性はそのほとんどがCu，　Zn・

SODによることが示唆された．

ii）精子sOD活性（図2）

　総運動精子数と精子SOD活性の問には相関係数

O．854と有意の相関（P〈O．001）が認められた．す

なわち，運動精子はSOD活性をもち，非運動精子

は活性がないことが示唆された，なお，3回目の洗

浄液中のSOD活性を測定したが活性は認められず，

LPO
nmol／me

贈＿1
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32

o

5000く　　 XIO4！me

　sperm
　concentratlon

＝50 50・　・o

　　rnotlllty
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図3　精漿中過酸化脂質と精∫一濃度，運動率，運動精f’

　　数との関係LPO；lipid　peroxide　（mean＋S．D．）

．
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図5　精漿除去精f一運動率の経時的変化
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3回の洗浄で精漿成分は除かれたと考えられた．さ

らに，低張液処理後の沈渣を再度洗浄液に懸濁し，

遠心後の上清のSOD活性を測定したが活性は認め

られなかった．KCN添加にてその活性は精漿と同

様に阻害され，精子SOD活性もCu，　Zn－SODによ

ることが示唆された．

2）　過酸イヒ月旨質

i）精漿中過酸化脂質（図3）

　精漿中過酸化脂質は0から13．5　nmol／mlの範囲

にあり，その平均値は6．22±2．81　nmol／ml（mean±

SD．）であった．また精漿中過酸化脂質は精子濃度，

運動率，精液1mlあたりの非運動精子数との間に相

関を認めなかった．このことは，この量の過酸化脂

質では精子の運動には大きな影響を与えることはな

いということを示すとともに，精漿中過酸化脂質は

精子由来のものではないということが考えられた．

ii）精子過酸化脂質（図4＞

　精子過酸化脂質は非運動精子数との間に相関係数

0．800と有意の相関を（P〈0．001）認めた．これは，

非運動精子においては膜の過酸化が生じていること

を示しており，精子の運動障害に膜の過酸化脂質生

成が関与していることが示唆された．

3）精子運動率と過酸化脂質生成の経時的変化

　0分における運動率を100として120，180，240分

後の運動率を％motilityと表し，また0分での吸光

度に対する各時間の吸光度の増加率を％absorbance

としてその経時的変化を観察したところ，時間と共

に運動率は減少し（図5），過酸化脂質は増加した（図

6）．すなわち，過酸化脂質の増加と共に精子の運動

率は減少した（図7）．以上の事実は過酸化脂質生成

が精子の運動能あるいは生存性に深く関わっている

ことを示唆するものと考えられた．さらに，SOD

添加群と非添加群との比較では，添加群においては

運動率の減少および過酸化脂質の増加が非添加群に
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比し緩徐であった（図8，9）．これは精子外部のS

ODの存在により精子運動能が保たれることを示す

ものと思われた．本実験では単層percoll法にて精漿

成分を殆ど除去した精子を用い，既述の精漿中SO

D活性のおよそ平均である400U／m1のSODを添加

しているところから，精漿中SODの存在は精子運

動能保持あるいは，精子の生存にあたり必要である

と思われた．

4）白血球の精子貧食と活性酸素発生（写真1）

　ヒト白血球が精子を貧食し，活性酸素発生の証拠

として貧食された精子周囲が青色に染色された状態

が観察された．貧食白血球は全体の10％弱であった

が，その周囲の白血球内部も青色に染まり，貧食し

ていない白血球も活性酸素を放出していることが示

された．

考　　察

　酸素が精子に対して毒性があるという報告は40年

以上前よりある16）．これに対し酸素の毒性が過酸化脂

質の生成にあるとしたのはJonesら1°）である．生体

内の脂質酸化には主なものとしてべ一タ酸化と過酸

化の2種類がある．べ一タ酸化は生体にとり不可欠

なもので，エネルギー（ATP）獲得のための反応

である．一方，過酸化は過酸化脂質を生成する反応

である．in　vivoにおける過酸化脂質生成の原因とし

て，superoxide　radical（Oi），　hydroxyl　radical（・

OH），一重項酸素（102）などの活性酸素が考えら

れている．生体膜の主な構成成分である多価不飽和

脂肪酸，リン脂質は，この活性酸素によって過酸化

物を作り，これによる膜構造の障害等によって，一

旦生じた過酸化反応は非酵素的な自動酸化により連

鎖反応的にひろがってゆく性格を持っている．その

結果，細胞内の器官の変性をもたらし，細胞機能を

障害してゆく，

　哺乳類の精子のmitochondrial　sheethの主成分は

脂質で，さらにその脂質は過酸化を受けやすいこと

が知らされており10），過酸化脂質生成による精子の不

動化の報告もある5・IL12），今回の実験で，ヒト射精精

子において，非運動精子は膜の過酸化を受けている

こと，さらに，時間経過によるmotilityの減少に伴

い過酸化脂質の増加が認められることを初めて明ら

かにした．これは，過酸化脂質生成により精子の運

動能が減少することを示唆し，精子運動能低下の原

因の一つとして活性酸素の関与が考えられた．精漿

中過酸化脂質に関する報告は未だないが，Jonesら12）

は30から60nmol／mlの過酸化脂質を精子に投与す

鋳　　／

写真1　ヒト白血球の精子貧食と活性酸素発生

　　A　精子を貧食しNBTが青色に染まっている．→

　　　周囲白血球中にもNBTの青変が認められる．
　　　　D　　　　　　　　　　　　　　　　（×400）
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ることにより5分以内に精子は不動化したとしてい

る．今回得られた結果からは精漿中に過酸化脂質は

存在するものの，その量は精子の運動を阻害するほ

どではないと考えられた．

　次に，過酸化脂質生成の原因となる活性酸素の発

生に関し，精子内部および外部からの活性酸素の影

響といった観点にたち考察を加える．酸素を利用す

る好気性生物は　ミトコンドリアの電子伝達系など

において活性酸素を生成している．精子も好気性代

謝を行い，ATPをエネルギー源としていると考え

られており，従って当然活性酸素を産生していると

考えられる2｝．Alvarezら5・6）はウサギの精子の活性酸

素産生を証明し，自身の発生する活性酸素によって

膜が過酸化を受けるとしている．本研究ではヒト精

子の活性酸素発生は直接証明はされていないが，特

に高濃度の酸素にさらさなくとも精漿除去精子にお

ける過酸化脂質の増加が認められたところから，精

子自身が発生する活性酸素の存在も考えられた．一

方，精子の外部で発生する活性酸素については，白

血球が産生する活性酸素がまず考えられる．すなわ

ち，白血球やマクロファージが細菌などの異物を処

理する際に細胞内外に放出する活性酸素が精子を標

的とするのではないかということである．射精され

た精子が子宮腔内へ入ると子宮腔内の白血球数が増

加し，精子が白血球の食作用を受けることが知られ

ているIS・20）．しかしたんに貧食のみであれば多数の精

子に対しそれほど大きな影響を与えることはできな

いと考えられる．しかしながら白血球は負食だけで

なく種々の物質の刺激によっても外部へ活性酸素を

放出するため，負食された精子以外に，白血球の周

囲に存在した精子もその影響を受け，膜の過酸化が

生じると考えられる．今回の実験によりin　vitroで

精子の負食と活性酸素の発生を証明したわけである

が，貧食のみられた白血球は全体の10％弱であった．

しかし，負食白血球周囲の白血球の活性酸素放出も

確認され，これらの事実から性管内における白血球

が貧食のみならず外部へ活性酸素を放出し，貧食さ

れなかった精子にも影響を与えていると考えられた．

従って，女性性管内において白血球の増加をきたす

ような状態すなわち感染，炎症などが存在すること

により精子の運動が阻害されることが十分考えられ

る．

　このような活性酸素の攻撃，それに続く膜の過酸

化に対し生体が持つ防御機構には，Oiに対するsuper・

oxide　dismutase，　H　202に対するcatalase，有機過

酸化物に対するglutathione　peroxidase等のラジカ

ルスカベンジャー酵素がある．今回はこれらのうち，

宮崎 （111）111

過酸化脂質生成と特に関係の深いOiの消去酵素であ

るSODについて検討を加えたのであるが，ヒト精

漿中SOD活性と精子評価の各パラメーターとの関

係については1983年のNissenら19）の，精漿中のS

OD活性は運動精子数と相関がみられるという報告

があるのみである．しかし今回の実験では彼等の報

告と異なり精子濃度，運動精子数，運動率いずれと

も相関を認めなかった．しかしながら，精漿中のS

ODは活性酸素から精子を保護し運動能を保持する

役目を持つと考えられる．これは，精子運動率と過

酸化脂質生成の経時的変化をみる実験において，精

漿を除いた精子に対しSOD添加群が非添加群と比

較し運動率の減少ならびに過酸化脂質の増加いずれ

も緩徐であったことからも明らかである．ヒト射精

精子SOD活性に関しては，いままでにMennella
ら17），Nissenら19）の報告があるのみであるが，　Mennel－

laらの報告は4例のみの測定で，精子中にSOD活

性の存在することは記載しているが運動精子との関

連については言及しておらず，Nissenらは精子中に

SOD活性を認めなかったとしている．これに対し

今回の実験では運動精子中にSOD活性が存在する

事が確認された．Jonesら12）は非運動精子のほうが過

酸化をうけやすいとしているが，その理由について

は論じていない．今回の結果からその理由を推測す

ると，ヒト射精精子中の非運動精子ははじめからS

OD活性がないか，または少ないために脂質が過酸

化を受けやすいのではないかと考えられた．

　子宮頸管内を精子が通過する際には精漿の大部分

は除かれ子宮内へは精漿はほとんど進入しないとい

われている．従って子宮以降の女性性管内において

活性酸素に対する精子の持つ防御機構と考えられる

ものは精子内のSODであり，子宮頸管での精子の

生存性はSOD活性ならびに活性酸素による過酸化

脂質の生成に依存している部分があると推測される．

　活性酸素の精子に与える影響の検討により，臨床

的には人工授精，体外授精に際しての精子の保存に

あたりSODを添加することが有効であることが示

唆された．特にpercoll等を用いた洗浄濃縮法4）によ

り精漿を除去した精子の保存には効果的であろう．

さらに，人工授精にあたり，精漿の子宮内注入は感

染の原因となる可能性を持つが，精漿中SODの存

在は精子保護の意味では重要なことである．したが

って，洗浄濃縮法を用いた人工授精において精子希

釈液中にSODを加えることは子宮内における精子

保護に有効な手段と考えられる．

　白血球の活性酸素発生という点からは，従来，女

性下部性器の感染，炎症が不妊の原因といわれてい
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るが，その本態の一つに活性酸素が考えられ，さら

に，機能性不妊における関与も否定はできず，SO

Dがこの方面においても応用される可能性が推測さ

れる．

　　以上のように活性酸素，過酸化脂質の精子に与え

る影響さらには不妊症への関与につき考察をくわえ

てきたが，精子のcapacitation，あるいは受精の場

においても活性酸素の関与が考えられ8・夏4），SOD，

catalaseなどの酵素以外の生体内抗酸化物質である

ビタミンC，E，B，，ユビキノンなども精子運動に種々

の影響を与えていると考えられ今後さらに検討を加

えていく必要があると考えられる．

　　稿を終わるに臨み，御懇篤なる御指導，御校閲を

賜りました恩師飯塚理八教授に深甚なる謝意を捧げ

ますとともに，本研究に直接御指導御鞭健を頂きま

した名取道也講師に深く感謝致します．また，実験

の場を提供していただき，さらに貴重な御助言をい

ただいた石村巽教授をはじめとする医化学教室の皆

様に深く感謝致します．

　本論文の一部は第5回日本アンドロロジー学会，

5th　International　symposium　on　spermatologyに

おいて発表した．
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Adverse　effects　of　oxygen　radicals　on

　　　　human　spermatozoal　motility

　　　　　Lipid　peroxides　and　superoxide

　　dismutase　in　human　spermatozoa

　　　　　　　and　seminal　plasma

Toyohiko　IM【iyazaki

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　School

　　　of　Medicine，　Keio　University，　Tokyo，　Japan

　　　　　　　　　　（Director：Prof．　R．　Iizuka）

　It　is　thought　that　lipid　peroxidation　is

caused　by　active　oxygens　and　that　superoxide

dismutase　（SOD）serves　a　protective　role

against　oxygen　radical．　And　it　has　been　known

that　mammalian　spermatozoa　are　highly　sus・

ceptible　to　lipid　peroxidation．　In　this　study，　for

宮崎
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the　purpose　of　examining　the　effect　of　oxygen

radicals　on　human　spermatozoa，　Lipid　perox－

ide（LPO）and　SOD　activity　in　seminal　plasma

and　spermatozoa　were　measured，　and　the　rela・

tion　beween　sperm　motility　and　them　was

investigated．　SOD　activity　and　LPO　existed　in

seminal　plasma．　But　there　is　no　relation

between　both　and　sperm　motility．　In　spermat－

ozoa，1inear　relationship　was　observed　between

SOD　activity　and　the　number　of　motile　sperm，

and　between　LPO　and　the　number　of　immotile

ones．　Moreover，　LPO　was　increasing　as　incuba・

tion　time，　and　SOD　inhibited　lipid　peroxidation

and　loss　of　sperm　motility．　In　vitro　production

of　oxygen　radical　from　leukocytes　was　shown

at　phagocytosis　toward　spermatozoa．　These

results　indicated　that　the　lipid　peroxidation，　as

aresult　of　the　effect　of　oxygen　radical，　on　the

pathway　of　spermatozoa　induced　loss　of
motility　and　sperm　motility　preserved　by　SOD．

　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年7月27日特掲）
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薬剤による精巣障害時の精巣内酵素の変動

Enzymes　as　Markers　of　Testicular　Damage

　Induced　by　Dibutyl　Phthalate　in　the　Rat
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　可塑剤であるフタール酸エステルによる精巣障害を生化学的に検討する目的で，dibutyl　phthalate

（DBP）を成熟雄ラットに1週間投与し，投与後経時的に精巣内の4種の酵素sorbitol　dehydrogenase

（SDH），β一glucuronidase（β一g1），　lactate　dehydrogenase－X（LDH－X），　ornithine　decarboxylase

（ODC）の活性を測定した．光顕的には精巣障害は精細管内，特に精細胞を中心に認められ，且つ経時的

に回復を示したが，LDH－X活性はこうした組織学的変化とよく相関した変動を示し，　ODC活性

は組織学的変化に先立つ形で変動し，SDH活性は低下したまま回復が遅れるものと思われた．またβ一

gl活性は精巣障害に伴ってかなり上昇した．組織学的にはDBPによる実験的精巣障害はヒト特発性

男子不妊症における精巣障害と多々類似点を有するので，これら4種の精巣酵素がDBP投与後上記

のような変動を示すことは臨床的不妊精巣の病態生理を理解する上でも極めて興味深い．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Fertil．　SteriL　33（1），114－119，1988）

緒　　言

　精巣内の酵素の変動については既に古くから多く

の研究がみられるが，そのほとんどは精巣の成熟過

程における酵素の変動についてのものであった1’3）．

一方精巣障害においては，障害精巣の評価が形態診

断でよく観察されるため，個々の障害の詳細を生化

学的に評価することは比較的少なかった．しかし最

近，薬剤性実験的精巣障害において，精巣内酵素の

変動を検討することによりその障害メカニズムや障

害部位を推定する試みが行われ始めている4－8）．今回

我々はフタール酸エステルによる実験的精巣障害に

おいて精巣内酵素の変動について検討したので報告

する．

対象および方法

　対象は生後70日令（体重約2009）のWistar系

雄ラットで，これらのラットに代表的可塑剤である

フタール酸エステルの1種dibutyl　phthalate（DB

Pと略）を2．4g／kg連続7日間経口的に投与し，投与

終了後1日目，7日目，14日目，21日目に各々5匹

ずつ断頭屠殺した．対照群には同様に生理食塩水の

みを投与し，各時期で5匹ずつ屠殺した．屠殺後，

精巣を摘出して精巣重量を測定し，1側の精巣は

Bouin液にて固定し，常法に従って脱水，包埋，薄

切し，PAS－Hematoxylene染色して光顕的に観察
した．

　他側の精巣はテフロンホモジェナイザーにてホモ

ジェナイズ後，次の4種の酵素活性測定に供した．
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即ちsorbitol　dehydrogenase　（SDH），β一glucur－

onidase　（β一gl），1actate　dehydrogenase－X

（LDH－X），　ornithine　decarboxylase（ODC）の4種

で，先のホモジェネートを105，0009，60分冷却遠

沈し，得られた上清を一60℃で凍結保存し，1週間

以内に各酵素活性を測定した．

　SDHの活性測定は全量3mlとし，基質として
150mM　d－fructose，補酵素として0．2mM　NADH，

緩衝液として83．3　rnM　triethanolamine　me衝液，試

料O．05　mlを加え，酵素反応で消費されたNADHの

吸光度の変化を25℃，波長340nmで分光光度計（日

立spectrophotometer200－20）にて測定した．

　β一g1の活性測定は全量3mlとし，基質としてO．

IM　p－nitrophenyl　glucuronide，緩衝液としてPH4．

O，O．IM酢酸緩衝液，試料O．2　mlを加え37℃4時間

反応後，アルカリ試薬で反応停止し，反応で生じた

黄色の変化を波長400nmで測定した．

　LDH－Xの活性測定は基質としてα一keto－
valarate　O．15mM，補酵素としてNADH　O．15mM，

試料100μ1，PH7．4，0．05Mリン酸緩衝液を全量

3mlになるように加え，酵素反応で消費された

NADHの吸光度の変化を同様に測定し，　LDH－X

活性とした．

　ODCの測定は全量2．5mlとして，試料lml，40
mM　tris　HCI　buffer，20μM　pyridoxal　phosphate，

1，4mM　dithiothreitol，0，25μCi－DL－1－i4C－or・

nithine，0．4mM　L－ornithineを加えた反応系におい

て，37℃，60分で生じた14CO2を液体シンチレーシ

ョンカウンターで測定し，ODC活性とした．

　なお各精巣組織の蛋白定量はLowryら9）の方法に

準じ，検量線は牛アルブミンを用いて作成した．但

しODC活性測定の精巣の蛋臼定量はBiuret法1°）に

よった．

　またデータのバラツキによる有意差の検定はt一

検定によった．

結　　果

（1）精巣重量の変化（図1）

　DBP投与群の精巣重量は投与終了1日目で対照

群の約2／3に低下し，投与終了14日目，28日目と

も同様に対照群に比べ低下したままで，精巣重量の

点からはこの精巣障害の回復は望めない様であった．

（2）精巣組織像の変化

　図2にDBP1週間投与終了1日目の精巣組織像
を示した．この組織像の特徴は精巣障害が精細管に

のみ極めて強い点であり，すなわち精細管内ではセ

ルトリ細胞はおおむねその数を保っているが，成熟

糖巣重量

2

1
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［コ対照群

囮DBP投与

D日P投与終了　　1週間後　　　2週間後　　　3週間後

　　lk

図l　DBP投与後の精巣重量変化

図2　DBP投与終了直後の精巣光顕像
　　　精細管は明らかに萎縮し，成熟精細胞は消失，多

　　　．くの精細管の精上皮はセルトリ細胞と精祖細胞の

　　　みから形成される．一方間質組織には著変を認め

　　　ない．

図3　DBP投与終了1週間後の精巣光顕像
　　　1部の精細管では成熟精細胞がみられるが，多く

　　　の精細管は萎縮著明で，この時期には障害の回復

　　　はほとんど認められない．

精細胞はほとんど消失し，精祖細胞と一部精母細胞

を認めるのみで，精細管の萎縮も顕著であった．し

かし間質組織には光顕上変化を認めず，間質血管も

障害所見を認めなかった．

　一方投与終了7日後，14日後，21日後の精巣光顕
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図4　DBP投与終r2週間後の精巣光顕像
　　多くの精細管で成熟精細胞の再出現が認められる

　　が，未だ精子はほとんどみられず，1部の精細管

　　では依然として強い1；1，害所見が認められる．

図5　DBP投’j一終J’3週間後の精巣光顕像

　　　ほとんどすべての精細管で一応spermatogenesis

　　　が認められるが，1部の精細管の精E皮に空胞形
　　　成（矢印）が認められ，障害の残存所見と思われる．

像を各々図3，4，5に示したが，DBP投与終了

1週，2週と順次精細管は回復傾向を示し，21日後

では精細管も十分拡大して，勿論マウスやラットで

一般に認められる精細管のspermatogenesisの各

stageによるバラツキはある程度存在するものの，成

熟精細胞も多数再出現して，活発なspermatogenesis

が再開していた．

（3）精巣内酵素活性の変動

　sorbitol　dehydrogenase（SDH）；SDH活性は図6

に示した如く投与終了直後で対照群の約1／2に低下し，

この低下は今回の実験観察期間中では持続しており，

回復する兆しは見られなかった．

　β一glucuronidase（β一gl）；β一gl活性は図7に示

したが，投与終了直後では対照群の約6倍と著明に

上昇し，かなりの個体差は認めるものの，各時期で

有意差を以て上昇し，かつ時間の経過とともに一ド降

して，投与終了3週間後では対照群との問で有意差

mU／mg　proteln

100

80

60

40

20

日不妊会誌33巻1号’

囮DBP

　　　　DBP投与　1週後　2週後　3週後
　　　　終了直後

　　図6　精巣SDH活性

　　＊対照群との聞に有意差あり　（P＜0．01）

mu！mg　proreln

120 a

Z2DB
［コ対貝

100

80 a

60

a

40

b
20

0

DBP痘与　　1週後　2週後　3週後
終了直後

図7　精巣β一glucuronidase　l舌性

a対照群との間に有意差あり（P〈0．05）

b対照群との間に有意差なし

を認めなくなった．

　lactate　dehydrogenase　一　X（LDH－X）；LDH－X
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a

b

C

d

DBP投与終了　　1遇間後　　　2遇間俊

　直後

口対照群

囮DBP投与群

DBP投与後のODC活性の変動

対照群との有意差あり　（P＜O．05）

対照群との間に有意差なし

対照群との問に有意差あり（P＜O．05）

同　上

活性は投与終了直後で対照群の約％に低下し，その

後組織学的回復に並行するように再上昇して投与終

了3週間後では対照群と有意差を認めないまでに回

復した（図8＞．

　ornithine　decarboxylase（ODC）；精巣内ODC

活性は投与終了直後で対照群の約1／2弱に低下し，そ

の後再上昇して投与2週間後では逆に対照群の約2

倍強に上昇して，結局3週間後には対照群との問で

有意差を認めなかった（図9）．

考　　案

　我々は既に今回使用したDBPを用いてラット実

験的精巣障害について詳細な発表を行ってきたが，

特にDBPによる障害精巣組織像がヒト精巣障害例

（男子不妊症）の精巣組織像と多々類似点を有するこ

と，またこの精巣障害は組織学的には約1ケ月で回

復するであろうことを指摘してきたla　13）．今回はこ

のような特徴を有する実験的精巣障害を単に形態的

に検討するばかりでなく，生化学（酵素学）的にも

検討することは現在治療困難な特発性男子不妊症の

病態解明や臨床上でも，その基礎的実験事実として

極めて有意義と考えて実験をおこなった．

　その結果，先の4種の精巣内酵素はそれぞれに特

徴的な変動を示すことが判明した．これらひとつひ

とつについて考察を加えると，まずSDHは精巣内

においては一般に成熟精細胞，特に減数分裂後の精

母細胞に局在する7）とされているが，今回の形態的観

察でみられた所見では成熟精細胞は投与終了直後で

かなり消失していたことから，この時期の精巣内S

DH活性の低下は組織障害の所見から当然であるが，

投与終了3週間後の精巣組織像では精細胞の再出現

が認められたにもかかわらず，この時期の精巣内S

DH活性は依然低下したままであった．これは投与

終了3週間後における精細胞は光顕レベルでは回復

していても，細胞内の酵素活性などの機能的回復は

まだ完全ではないのかもしれない．

　精巣内β一gl活性についてはβ一glは精巣セルト

リ細胞の特異的酵素であるのでセルトリ細胞の障害

を来すような薬剤投与ではこの酵素活性も低ドする

とする報告3・6・s）が多い．しかしSethら4）は，　DBPと

同じフタール酸エステルの一種であるDiethylhexyl

phthalate（DEHP）のラット性腺に対する影響につい

ての検討で，精巣内β一g1活性はDEHPの投与で上

昇すると述べている．これは今回の我々の成績と同

　じ結果である．

　　ところでDBPは対象動物により種特異性を有す

る精巣障害を起す13〕とされ，この原因は各動物で精巣

内においてDBPの生体内主代謝物である
monobutyl　phthalate（MBP）のグルクロン酸抱合体

を加水分解する時必要となるβ一gl活性の差による14）

　ものとされている．即ち精巣内β一gl活性の高い動

物種ほど精巣障害が強いとされている点である．わ

　れわれも既にDBPによる精巣障害はその生体内主

　代謝物であるMBPによる精巣に対する直接的障害

　によるものと推察してきたが11），本来その加水分解作

　用により薬物代謝酵素とも考えられるβ一g1はDB
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P投与によっても多くの臓器でその酵素誘導が起こ

っているものと思われ，生体にとっては合目的であ

るこの酵素誘導も精巣にとってはむしろその障害を

増強している可能性が考えられる．

　精巣内LDH－X活性であるが，　LDH－Xは哺乳

類および鳥類の精液および精巣内にのみ存在するL

DHの特異なアイソザイムであり15），その局在はやは

り成熟精細胞および精子16）といわれている．したがっ

て今回のように形態的に精細胞の消失と再出現を主

体とするような精巣障害においては，精巣内LDH－

X活性も予想された通り，投与終了直後では著名な

低値となり，その後精細胞の回復と並行する形で

LDH－Xも回復していた．このことは形態像をみな

くても精巣内LDH－X活性を測定することでこの種

の精巣障害およびその回復の程度が評価できると思

われる．

　前述のSDHもこのLDH－Xもともに精細胞に局

在するといわれるのに，LDH－Xの活性値は組織学

的回復とおおむね並行して回復するのに対し，SD

H活性は組織学的回復が見られた時期でも依然低下

したままであった．この理由を推察すると，LDH－

Xはラット精子細胞の主要なエネルギー源であると

考えられる乳酸’7）の代謝に関係する酵素のため，五炭

糖の代謝に関係するSDHよりもその回復が生体に

とって優先されているのかも知れない．

　最後にODCはポリアミン生合成の律速酵素の一

つであり，一般にポリアミンが蛋白合成のみならず

DNA，　RNAの構i造および機i能に重要な役割を果

たすことから，ODC活性の低下は細胞および組織

の崩壊や成長の停止の早期のシグナルとして，また

その上昇は細胞，組織の増殖，成長に先駆けて認め

られる18）と考えられている．

　われわれの今回の実験結果でも投与終了直後で精

巣内ODC活性は対照群の約1／2弱に低下したが，組

織学的回復がいまだ不充分な投与終了2週間後の時

期ですでにODC活性は対照群を大きく上回って最

高値を示し，さらに3週間後では再び対照群レベル

まで下降した．つまり精巣回復過程におけるODC

の変動は組織学的回復に先立って起こると思われ，

精巣においてもODCは組織障害とその回復の早期

のマーカーとなりうることを示していると思われる．

　以上精巣内の4種の酵素をとりあげ，フタール酸

エステルによるラット実験的精巣障害におけるこれ

らの4種の酵素活性の変動を検討したが，SDH，

LDH－X，　ODCの3種の酵素活性は精巣障害とと

もにいったん低下したが，ODCは組織学的回復に

先立って回復し，LDH－Xは精細胞の回復と並行し
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て回復し，SDHは今回の実験期間中では回復がみ

られなかった．また，β一gl活性はDBP投与により

著明に上昇し，このことが本来のDBPによる精巣

障害をより増強していることが考えられた．

結　　語

　フタール酸エステルの1種DBPによるラット精

巣障害を形態学的のみならず生化学的にも検討する

目的で，精巣内に存在するSDH，β一gl，　LDH－X，

ODCの4種の酵素の活性を投与終了直後から経時
的に測定した．

（1）SDH活性は投与後いずれの時期でも低下して

おり，今回の実験期間中では回復はみられなかった．

（2）β一gl活性は投与終了直後から著明に上昇し，

この精巣内β一g1活性の上昇がDBPによる精巣障

害をより増強させていることが疑われた．

（3）LDH－X活性は精細胞の障害程度と良く相関

し，投与終了直後で低下し，その後段階的に上昇し
た，

（4）ODC活性はDBP投与によ1）低下するものの，

投与終了2週間後の精細胞の回復がいまだ不充分な

時期にむしろピークとなる．よって精巣においても

ODC活性は組織障害とその回復の早期のマーカー

になりうると思われた．

　なお本論文の要旨は第5回日本アンドロロジー学

会（1986年6月）および第31回日本不妊学会総会

（1986年10月）で発表した．また本研究の一部は昭

和58年度文部省科学研究費（58771044）の援助によ

りおこなわれたものである．
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Enzymes　as　markers　of　testicular

　　　damage　induced　by　dibutyl

　　　　　　　　　phthalate　in　rat

　　　　Isao　Ikemoto，　Akira　Tanaka，

　Toyohei　Machida，　Makoto　Tanino，

Shigeyuki　Kotera，　Hiroharu　Mikuriya，

　　　Takesi　Shirai　and　Hirosi　Mitani

Jikei　University　School　of　Medicine

　　　　　Department　of　Urology

（Director；Prof．　Toyohei　Machida）

　In　order　to　study　biochemical　changes　of　tes－

ticular　damage　induced　by　phthalate　ester　plastic・

izers，　dibutyl　phthalate（DBP），　a　representative　of

them　was　orally　administered　to　mature　male　rats

for　one　week．　The　rats　were　sequently　killed　at　1，8，

15，22，days　after　the　administration．　One　half　of

testis　was　examined　histologically　and　the　other

was　subjected　to　assey　of　some　testicular　enzyme

activities，　i．　e，　sorbitol　dehydrogenase（SDH），β一

glucuronidase（β一gl），　lactate　dehydrogenase－X

（LDH－X），　and　ornithine　decarboxylase（ODC），

　　On　day　1，　the　testes　were　clearly　atrophied，　his・

tologically　germ　cells　had　almost　disappeared　in

seminiferous　tubuIes．　On　day　22　after　the　adminis・

tration，　testicular　damage　had　mostly　recovered

but　in　a　part　of　these　seminiferous　tubules　vacuola－

tion　of　germinal　epithelium　was　recognized．

Enzyme　assey　showed　that　SDH　activity　was
depressed　through　all　periods．　The　recovery　of　SDH

activity　seemed　to　be　delayed　after　histological

normalization．β一gl　activity　was　elevated　on　day　l

and　8，　and　Iater　returned　to　the　level　of　the　contrQl

group．　The　reinforcement　of　the　effect　of　DBP　to

rat　testis　might　be　induced　by　the　activation　ofβ一

gl　which　was　responsible　for　hydrolysis　of

monobutyl　phthalate　glucuronide，　a　metabolite　of

DBP．　LDH－X　activity　was　depressed　severely　on

day　1，　but　recovered　with　time．　So，　its　activity

showed　a　good　correlation　with　testicular　his－

tological　changes．　ODC　activity　was　depressed　on

day　l　and　elevated　on　day　15．　It　indicated　that　the

recovery　of　ODC　activity　preceded　before　the　his－

tological　recovery　was　observed．

　　As　the　pathological　findings　of　these　damaged

testis　resemble　to　that　of　human　idiopathic　male

infertility，　it　would　be　a　clue　to　understand　the

pathophysiological　phenomena　of　clinical　infertile

testis　that　the　activities　of　4　testicular　enzymes

showed　the　above　changes　after　DBP　treatment。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年2月19日）
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FUNDAMENTAL STUDIES ON CYCLOPHOSPHAMIDE一
INDUCED　TESTICULAR　DISORDER　AND　ON　THE

FUNCTIONAL　RECOVERY　OF　THE　IMPAIRED　TESTIS

　　Isao　IKEMOTO，　Toyohei　MACHIDA，　Shigeyuki　KOTERA，

Hiroharu　MIKURIYA　Takashi　SHIRAI　and　Hiroshi　MITANI
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　　　　　　　　　　　　（Director：Prof．　Toyohei　MACHIDA）

　　　　　　　　　Akira　TANAKA

　　Division　of　Biological　Chemistry，

National　Institute　of　Hygienic　Sciences

　　Abstract：The　effect　of　cyclophosphamide（CPM）on　male　genital　system　“・as　studied　in　mice．

CPM（150mg／kg，　3×once　a　week，　i．　p．　inj．）induced　severe　testicular　darnage　in　10　week　old　male

mice，　and　the　damage　of　seminiferous　tubules　were　recognized　in　all　of　germ　cells，　Sertoli　cells

and　basement　membrane　of　the　tubules．　However，　the　damage　of　spermatogenesis　was　recovered

in　about　6　weeks　after　the　ternlination　of　CPM　treatmellt．　In　the　group　treated　with　both　CPM

and　luteinizing　hormone－releasing　hormone（LHRII）analogue（20μg／kg，　for　22　days，　s．　c．　inj．），　the

degree　of　the　testicular　damage　at　defferent　periods　was　similar　to　that　in　the　group　treated　with

CPM　alone．

　　The　following　conclusions　were　obtained；first，　CPM　gave　severe　and　widely　spread　damage　to

seminiferous　tubules　of　mouse　testis，　but　the　spermatogenesis　was　almost　recovered　spontaneous・

ly　under　above　conditi（m，　second，　the　co－treatment（）f　LHRH　analogue　with　CPM　induced　no

protection　effect　on　mouse　testicular　damage．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1．　Steril．33（1），120－126，1988）

Introduction

　　With　the　recellt　progress　ill　chemotherapy　for

malignant　turnors，　a　variety　of　anticancer　drugs

have　come　into　clinical　use，　regardless　of　the

patient’s　age，　and　substantial　improvements　in

prognosis　have　been　achieved　in　cancer　cases

among　young　people．　At　the　same　time，　however，

warnillgs　have　been　voiced　against　the　adverse

effects　of　such　chemotherapeutic　agents　on　the

male　gonad．　Cyclophosphanユide（CPM）is　a　drug

which　have　been　widely　used　in　recent　years　in

various　department　of　rnedicine，　not　only　in　the

chemotherapy　of　malignant　tumors　but　also　in　the

treatment　of　nephrotic　syndrome　even　in　compar－

atively　young　patierlts．　The　review　of　the　effects

of　CPM　oll　the　male　gonad　in　clinical　cases

revealed　that　the　post　treatment　fertility　ia　invari－

ably　poor　and　there　is　no　agreement　of　views　on

the　recovery　of　fertility　after　discontinuation　of

CPM　treatmentl－3｝．

　　In　the　present　study，　we　conducted　a　his・

tological　investigation　of　testicular　disorder　and

lts　recovery　Ill　mlce　at　varlous　stages　and，　at　the

same　time，　a　fundamental　inquisition　as　to

whether，　as　proposed　by　Grode　et　al．4），　the　concur－

rent　administration　of　a　luteinizing　hormone－

releasing　hormone（LHRH）analogue，　is　effective
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in　preventing　the　toxic　effect　of　CPM　on　the　male

gonad．

　　　　　　　　　　　Materials　and　Methods

　　Ten－weekっ1d　male　Balb／C　mice　were　used　as

test　animals．　The　mice　were　maintained　in　an

SPF　room　with　a　12－hour　light／12－hour　dark　cycle

and　submitted　to　the　studies　in　4　groups　of　12

animals　each：control　group，　LHRH　group，　CPM

group，　and　CPM　plus　LHRH　group。　The　mice　in

the　control　group　were　subcutaneouslydosed　with

O．2ml　per　animal　of　phisiological　saline　for　22

consequtive　days，　and　mice　ill　the　LHRH　group

similarly　recieved　20μg／kg　of　an　LHRH　ana・

logue　for　22　days．　Mice　in　the　CPM　group　were

intraperitoneally　dosed　with　150mg／kg　of　CPM

on　days　8，15　and　22．　Mice　in　the　CPM　plus　LHRH

group　received　LHRH　analogue　in　the　same

manner　as　mice　in　the　LHRH　group　and　CPM　on

days　8，15　and　22．　All　the　treatments　were　perfor－

med　in　the　morning　hours．　The　mice　treated　as

above　were　sacrificed　on　the　day　following　com－

pletion　of　each　treatment　and　days　14，28　and　42

after　completion　of　treatmemt，3animals　per

group　at　a　time，　and　the　testis　were　examined

（Table　1）．　For　each　group　and　at　each　sacrifice，

the　testis　was　isolated，　weighed　and　immediately

fixed　in　Bouin　solution，　staind　with　PAS－

hematoxylir1，　and　observed　light－microscopically．

Some　of　the　testes　were　fixed　with　glutaralde・

hyde，　embedded　in　Epon，　double－stained　with　lead

citrate　　and　　urarlyl　acetate，　and　　observed

electoron－microscopically．　The　LHRH　analQgue

administered　was　a　decapeptide　corresponding　to

LHRH　whose　6－and　10－positions　have　been　sub－

stituted　by　serine　and　azaglycille　（Zoladex），

respectively．　This　analogue　was　dissolved

together　with　albumin　in　phosphate　buffered　nor－

mal　saline　and　the　solution　was　subcutaneously

administered　in　a　dose　of　O．5μg／0．2ml／day／ani－

mal　daily．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Results
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control　group　by　day　l　after　completion　of　treat－

ment　and　to　about　one－half　by　week　2，　followed　by

atendency　of　recovery．　At　any　stage，　no　signifi－

cant　difference　was　found　between　the　CPM

group　and　the　CPM　plus　LHRH　group．

2＞Change　in　the　diameter　of　the　seminiferous

tubule（Fig．2）

　　For　assessment　Qf　the　diameter　of　the　seminifer－

ous　tubule，　50　seminiferous　tubules　having

apProximately　true－round　sections　were　selected

Table．1　Experimental　schedule

1　Control

　group

Saline，22days

　　　畢

　I

　t

Day

Sacrifice

［　1

2　LHRH

　grouP

LHRH，　22days

畢

1

　　　　　　　　　　1

　，　　7　　亨
Day　　　Day　　　Day

　l4　　　28　　　42

3 CPM

9「oup

Saline，　22days

　　　畢

Day　　　Day　　　Day　　　Day

　1　　　　14　　　28　　　42

Day

　　　　　　　　　　　d。y8▲d。y15

　　　　CPH150ロg，once　veekly　for

　　　　　　　　　　しHRH，　22days

4CP阿・田RH　　・畢

dayZ2　1

a　total　of

　Day　　　Day　　　Day

　　14　　　2呂　　　42

three　ti團es

1）Change　in　testis　weight（Fig．1）

　　As　shown　in　Fig．1，　il沁oth　the　CPM　group　and

the　CPM　plus　LHRH　group，　testis　weight　de－

creased　to　about　two－thirds　as　compared　with　the

　9roup　　　　　　　day8

　　　CPM150m9，0nce

g／lOO　g　B，W．

O，4

O．2

　　d。y15▲

ueekly　for

　　　　　Day　　　Day　　　Day　　　D昌y

day22　　1　　　　　14　　　　28　　　　42

a　total　of　three　ti旧es

g／100　gB．W．

O，4

O，2

Fig．1

　工

Σ≡

o
1day 2weeks

4weeks 6weeks

Changes　of　testicular　weight　treated　with　CPM

and／／or　LHRH　analogue

Values　are　the　mean±S．D．

’Significantly　different　from　the　control，

P〈0．01
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Fig．2　Changes　of　tubular　diameter　treated　with　CPM　and／or

　　　　　　LHRH　analogue．

　　　　　　Values　are　the　mean±S．D．

　　　　　　＊Significantly　different　from　the　control，　Pく0．01

and　their　mean　diameter　were　compared．　While

the　tubules　showed　the　most　remarkable　atrophy

at　week　2　after　treatment，　no　difference　was

found　between　the　CPM　group　and　the　LHRH

plus　CPM　group．

3）Histological　changes

　　The　photomicrograph　of　a　typical　testis　in　the

CPM　group　on　day　l　after　completion　of　treat－

ment　is　shown　in　Fig．3－a．　No　remarkable　changes

were　found　in　the　interstitial　cells　and　Sertoli　cells

but　characteristically，　in　many　seminiferous

tubules，　spermatocytes　and　spermatogonia　were

not　in　evidence　but，　instead，　spermatids　only　were

promlnent，　suggestmg　that　immature　germ　cells

have　been　Iost　due　to　repeated　administration　of

CPM．　On　the　other　hand，　Fig．4shows　and　elec－

tron　micrograph　of　the　testis　at　this　stage．　The

basement　membrane　of　the　seminiferous　tubules

was　tortuous　at　various　sites　and　in　Sertoli　cells，

large　lipid　droplets　staining　deep　with　osmium

and　vacuoles　varying　in　size　were　observed．

　　Fig．3－b　show　a　photomicrograph　of　a　testis　in

the　CPM　group　as　taken　on　day　14　after　comple－

tion　of　treatment．　Since　germ　cells　naturally

become　differenciated　and　mature，　spermatids

which　had　been　found　in　Iarge　numbers　two　weeks

before　were　to　longer　seen　while　the　recovery　of

spermatocytes　and　spermatogonia　remained　yet

Fig　3　Microscopic　section鼻of　the　testis　treated　with　CPM．

　　　　　a；1day　after　termination　of　CPM　administration

　　　　　b；2weeks　after　termination　of　CPM　adrninistration

to　begin，　with　the　result　that　the　seminiferous

tubule　at　this　stage　showed　the　severest　impair－

ment．

　　Fig．5－a　shows　a　photomicrograph　of　the　testis

in　the　CPM　group　on　day　28　after　completion　of

treatment．　The　seminiferous　tubule　was　seen　fair一
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Fig．4　Electron　micrograph　of　the　testis　treated　with　CPM　at　l　day　after　termination　of　CPM　admlnlstratlon，

　　　　　　（Arrow　shows　the　Vacuolation　in　seminal　epithelium　and　white　arrows　show　irregularity　of　basement

　　　　　　memorane．）

ly　enlarged　and　differentiated　spermatogonia　and

large　number　of　spermatids　had　reappeared　but

spermatozoa　were　not　in　evidellce　as　yet・

　　Fig．5－b　is　a　photomicrograph　taken　on　day　42

after　completion　of　CPM　treatment．　The

seminiferous　tubule　was　enlarged　to　the　extent

that　it　was　not　different　from　the　control　tubule．

However，　sonle　senliniferous　tubules　showed

vacuolation　in　the　epitheliurn　close　to　the　tubular

wa1L
　　Fig．6is　an　electron　micrograph　of　a　seminifer－

ous　tubule　in　the　CPM　group　as　taken　on　day　42

after　completion　of　treatmellt．　The　germ　cells

showed　a　good　recovery　electron－nユicroscopically

but　large　lipid　droplets　in　Sertoli　cells　were　still

noted．

　　In　the　CPM　plus　LHRH　group，　photomicro－

graphs　of　testes　taken　at　various　periods　showed

morphologically　no　difference　from　the　CPM

group（Fig．7－a，　b）．

　　Fig．8is　a　photomicrograph　of　a　typical　testis　in

Fig．5　Microscopic　sections　of　the　testis　treated　with　CPM．

　　　　　a；4weeks　after　termination　of　CPM　administration

　　　　　b；6weeks　after　termination　of　CPM　administration
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Fig．6　Electron　micrograph　of　the　testis　treated　with　CPM　at　6　weeks　after　tremination　of　treatment

the　LHRH　group　as　taken　on　day　l　after　3－week

treatment．　The　histological　picture　is　substantial－

ly　identical　to　that　in　the　colltrol　group，　suggest－

illg　that　with　the　dosage　and　duration　of　adminis－

tration　used　ill　the　present　study，　Ilo　rernarkable

inhibition　of　spermatogenesis　was　actualized．

Discussion

　　There　are　Man｝r　reports　on　the　influence　of

CPM　oll　the　human　male　gonad　and　it　is　acknow・

1edged　that　a　total　does　ill　excess〔，f　109givell

over　a　period　of　12　weeks　is　very　likely　to　induce

male　gonadal　dysfunction5）．　With　regard　to　the

functional　recovery　of　the　impaired　gonad，　some

are　pessimistic　while　others　report　that　a　substan－

tial　recovery　of　fertility　can　be　expected五・3－5｝．　Oll

the　other　hand，　Lu　and　Meistrich6）who　studied

the　toxic　effects　of　7　different　anticancer　drugs

including　CPM　on　the　mouse　testis　reported　that

computing　from　the　time　in　days　of　differentiation

of　germ　cells，　the　target　cells　of　many、　alkylating

潔

聾

　Σ

、殖　　瀕1

　1

、毛

Fig．7　Microscopic　sections　of　the　testis　treated　with

　　　　　　CPM　and　LHRH　analogue．

　　　　　　a；2weeks　after　termination　of　treatment

　　　　　　b；4weeks　after　termination　of　treatment
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agents　including　CPM　are　probably　immature

germ　cells，　particularly　differentiated　sper－

matogonia．　The　photomicrographs　of　the　testes

taken　on　day　l　after　competition　of　treatmerlt　in

the　present　study　also　showed　the　defect　of　sper－

matogonia　and　spermatocytes　and　the　presence　of

the　intact　spermatids，　and　this　finding　seems　to

endorse　the　above－quoted　report　that　the　target

cells　of　CPM　are　differentiated　spermatogonla．

The　present　electron－microscopic　study　revealed，

too，　that　the　toxic　effect　of　CPM　is　not　limited　to

germ　cells　but　extends　to　Sertoli　cells　and　base－

ment　membrane　of　seminiferous　tubules．　These

findings　are　in　common　with　those　reported　ilユthe

experimental　cryptorchidism7〕and　drug－induced

testicular　disorder8）and　it　is　clear　that　in　acute

disorder　of　the　testis　after　maturation，　all　the

constituent　cells　of　the　selniniferous　tubule　are

affected．

　　Regarding　the　fundamental　studies　on　the

recovery　of　CPM－induced　testicular　disorder，

Grode　et　a1．4）conducted　an　experiment　similar　to

our　present　investigation　in　male　mice　and　report・

ed　that　although　a　marked　atrophy　of　the　testis

occured　once　in　mice　given　CPM　alone，　it　recover・

ed　with　time　and　that　such　testicular　disorder

could　be　prevented　by　administrating　an　LHRH

analogue　in　combination　with　CPM．　Based　on　a

study　conducted　using　dogs　in　1985，　Nseyo　et　aL9）

reported　that　the　toxic　effect　of　CPM，　CDDP，

radiation，　etc．　on　the　testis　could　be　prevented　by

the　concurrent　administration　of　an　LHRH　ana－

logue．　Moreover，　recently　Ward　et　a1．10）treated

rat　with　depot　form　of　as　sarrle　LHRH　agonist

（Zoladex）as　we　administered，　and　reported　that

rat　testicular　damage　induced　by　procarbazine　or

　hydroxyurea　could　be　alleviated　by　Zoladex

pretreatment．　On　the　other　hand，　Cunha　et　al．11）

who　duplicated　the　experiment　of　Grode　et　a1．

reported　that　the　concurrent　use　of　an　LHRH

　analogue　had　no　prophylactic　effect　on　testicular

impairment　in　mice．　In　the　present　experimental

study，　too，　the　concurrent　use　of　LHRH　analogue

　failed　to　produce　alleviations　in　the　toxic　effects

on　the　testis　in　terms　of　testis　weight，　diameter　of

seminiferous　tubule　and　light－microscopic　find－

ingS，
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　　These　conflicting　results　may　have　been　oc－

casioned　by　the　fact　that　Grode　et　aL　and　Nseyo

et　al．　placed　too　much　emphasis　on　morphological

findings　only　and，　in　the　evaluation　of　toxic

effects　on　the　seminiferous　tubules，　did　not　take

into　account　the　variation　of　cross－section　of　the

seminiferous　tubule　at　various　stages．

　　The　failure　of　an　LHRH　analogue　to　prevent

CPM－induced　testicular　disorder　in　mice　may　be

explained　on　the　basis　of　the　findirlg　that　a　3－week

administration　of　LHRH　anologue　did　not　pro－

duce　a　strong　inhibition　of　spermatogenesis（Fig．

7）．Thus，　the　idea　of　preventing　testicular　disorder

with　an　LHRH　analogue　is　inherently　predicated

on　the　fact　that　an　immature　testis　is　less　suscep・

tible　to　the　toxic　effect　of　anticancer　agents，　and

an　LHRH　analogue　is，　therefore，　primarily

intended　to　arrest　spermatogenesis　in　the　testis．

Whlie　only　a　few　reports　are　available　on　the

effect　of　LHRH　analogues　on　the　human　testis，

these　analogues　have　already　been　used　tentative－

ly　in　the　treatment　of　human　prostatlc　cancer　ln

Japan，　too．　Moreover，　in　a　study　of　the　effect　of

LHRH　analogues　in　patients　with　prostatlc　can－

cer，　it　has　been　reported　that　the　testicular　dis－

order　due　to　LHRH　analogues　is　long・sustainedl2｝。

Since　it　is　possible　that　the　influence　of　LHRH

analogues　on　the　human　testis　is　greater　and　more

prolonged　than　on　the　rnice　testis，　it　seems　that　we

need　further　investigations．

Conclusion

　　Cyclophosphamide，　an　immunosuppressant
used　widely　in　clinical　practice　today，　was　ad一

Fig．8 Microscopic　sections　of　the　testis　treated　with

LHRH　analogue　alone．
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ministered　to　adult　male　mice．　The　results　are

summarized　below．

1）Three　doses　of　CPM，150　mg／kg　each，

　　　produced　severe　testicular　atrophy．

2）In　the　seminiferous　tしible，　both　Sertoli　and

　　　germ　cells　were　affected　and　the　primary

　　　target　cells　seemed　to　be　immature　germ

　　　cells．

3）Histologically，　this　disorder　was　recovered

　　　spontaneously　ill　about　6　weeks．

4＞The　prophylactic　effect　of　LHRH　analogues

　　　on　testicular　disorder　as　alleged　by　Glode　et

　　　a1．　could　not　be　verified．

　　In　concluding　this　paper，　the　authors　thank

ICI－Pharma，　Ltd．　for　their　generous　supply　of　the

LHRH　analogue（Zoladex）．　The　gist　of　this　paper

was　presented　at　the　443rd　Tokyo　Regional

Meeting　of　the　Japanese　Urological　Association．
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サイクロフォスファマイドによる精巣障害

　　　とその機能回復に関する基礎的検討

池本　庸　町田一豊平　小寺重行

御厨裕治　白井　尚　三谷比呂志

東京慈恵会医科．大学泌尿器科教室G三任　町田豊平教

授）

田中　彰

国立衛生試験所生物化学部

　　臨床的に広く使用されている免疫抑制剤サイクロフォ

ファマイド（CPM）の雄性性腺に対する作用を成熟マ
ウスを用いて検討した．

　　CPM150　mg／kg，3　liil投与は10週令雄マウスに強い精

巣萎縮を起こし，その精細管障害は精細胞，セルトリ細

胞，．基底膜のいずれにも認められた．しかし．精巣重量，

精細管直径，精巣光顕像のいずれも概ね投与終∫6週間

後には回復した．LHRHマナログ（20μg／kg，22　Fl問連

日）をCPMと併用投与した群ではCPMの精巣障害は
軽減されず，また，その回復も早められることはなかっ
た．

　従ってCPMはマウス精巣に強く，かつ広汎な造精障
害を来すものの，今回の投’ア量では明らかに自然回復が

期待できる．さらにLHPHアナログの併用投与はCP
Mによるマウス精巣障害に予防効果を’ノえないと考えら
れた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’受f寸：【1召和6211三3月26日）
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　昭和55年から60年までの6年間に千葉大学医学部附属病院において，精液検査で運動率10％以下

は41名（4，9％），精子はあるが運動性の消失しているものは11名（1．3％）であった．これら52名

中電顕的検索をしたものは，Kartagener症候群精査の運動率22％のものを含め9例である．うち4例

は特異な異常をみとめず，のこり5例に異常をみとめ，dynein　arm欠損1例，　microtublesの数・配置の

乱れ＋inner　dynein　armの欠損1例，　central　microtublesの欠損2例，精子尾部形成不全1例であ

った．精子生存率からNecrospermiaと考えられたもの2例であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL　33（1），127－132，1988）

緒　　言

　男子不妊症患者で，運動率の著しい減少・消失を

しめす患者に対して精子の電顕的検索が行なわれた

結果，精子の形態異常が見出されるようになり，か

かる範疇に入るものを従来より我々は報告してき

た1・2・3）．今回，昭和55年より60年までの6年問に経

験した不妊症例の精液検査において運動率の低いか

欠く精子のうち，一・部を電顕的に検索し，既報告を

含む5例の異常をみたことになるので，これらを一

括して考察した，

症　　例

昭和55年から60年までの千葉大学医学部附属病

院泌尿器科不妊外来の新患数は839名であり，運動

率10％以下41名（4．9％），精子はあるが運動性の

消失しているもの11名（1．3％）であった（表1）．

表1

昭和

　55年

　56年

　57年

　58年

　59年

　60年

　合計

不妊外来新患数　運動率30％以下（うち10％以下｝　運動率0

133

139

136

140

152

139

36

4D

27

30

25

25

（9｝

（10）

（6）

（6｝

（7）

（3）

2

2

2

1

2

2

839 183

（21。8％）

｛41）　　　11

〔4．9％）　　　　〔1．3％）
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自験例のまとめ田

年齢　主訴

　　　　　　　　　　　　　血清ホルモン

家族歴　既往歴　合併症　　LH　　　FSH　テストステロン染色体

症例1　KG　33　不妊　　特teし　呼fi＃fl　　右胸心　　14．9　　6．7 410

2・・16K繍望「・枷欄・内・逆位 9．9　　6．3 309

3TK　31不妊　特になし　特になし左精索静脈瘤　9．16 8．　53　164

4FS　36不妊　特になし
甲ttRN

能元髄
特肱し 15．75　　　11．23　　　　1217

5　KS　33　不妊
　　　呼鰻器感染
特になし　　　　　　　特になし
　　　M鼻腔炎

　　　　　　　　　　46XYinv9．81　　　　6．99　　　　　449

　　　　　　　　　　9P’q一

精子の電顕的検索を行なったのは，運動率0の11例

中7例，10％以下の1例，　Kartagener症候群精査日

的の運動率22％の1例の計9例である．電顕用検体

は，精漿を除くためHanks液で精液をうすめ，遠沈

を2回行なった．沈澱した精子を2，5％グルタール

アルデヒド（カコヂル酸緩衝液，pH　7．2）で30分間

室温にて固定した．後固定はOsO、で行ない，エタノ

ー ルで脱水した後，エポキシ樹脂に包埋し薄切し，

ウラン・鉛2重染色を施行した．

結　　果

　電顕検査をおこなった9例のうち4例には特異な

異常をみとめなかったので，異常のある5例につい

て表2にまとめた．年齢は16才から36才であり，

Kartagener症候群精査目的の1例をのぞき，他の4

例は不妊を主訴としている．呼吸器感染の既往は3

例に，右胸心・内蔵逆位の合併を2例にみとめた．

同胞には不妊症をみとめていない．全例とも，睾丸

自験例のまとめ（2）

量 　　　　　　0．5％エオジン
濃度　　運動率
　　　　　　　生存率

症例1　52m2　88xlor／m2　0 64％

精子鞭毛の電顕所見

9＋2　0uter　dynein　arm（一）

inner　dyneln　arm一都←｝

鼻粘膜の電顕所見

inner　dynein　arm

　一部（一｝

22．e　35Xlor　22％ 74％ 2！3　致（9＋0．7十2，5十2）配置の乱れ（

113‘inner　dynein　arm一部〔一）

不明

33A　lfixlor o 82％ 9＋o

41．0　28xlor 0 91％ 1＋o

5　6．6 8XIOl 0 58％ 精子尾部　球状，桿棒状

〔9＋2）

特に異常なし
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外傷・睾丸炎・尿路感染症の既往はなかった．睾丸

容積は全例正常であり，左精索静脈瘤を1例にみと

めた．血清LH・FSH・テストステロン値は全例正

常であった．染色体分析は1例に施行し，9番染色

体の長腕と短腕の逆位（46XYgP＋q　）をみとめ

たが，これは正常変異と考えられた．O．5％エオジン

染色による生存率は，58％一一一　9　1％であった．精子鞭

毛の微細構造は，症例1ではouter　dynein　armの欠

損とinner　dynein　armの部分欠損をみとめ，運動性

は消失しておi），鼻粘膜でもinner　dynein　armの一

部欠損をみとめた1）．症例2は，9＋0，7＋2，5＋

ご

，

ぼ∴

嫁r

図1

図2

図3
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2というようなmicrotublesの数の乱礼microtubles

の配置の乱れを2／3の精子に，のこりの1／3にinner

dynein　armの部分欠損をみとめた2）．症例3および

4では，central　microtublesを欠き9＋0の構造で

あった3）．症例5ではdynein　armを欠き，その他の

構成要素は存在していたが配置の乱れが著明であっ

た．走査電顕法では精子の頭部は正常であるが，尾

部は径7μの球状のものと2～4μのこん棒状のも

のに大別され，光顕上でもその形態異常は確認しえ

た（図1－4）．鼻粘膜線毛には異常をみとめなかっ

た（図5）．睾丸生検を施行したのは，症例5のみで

図4

∵攣篠　。∴
鰯複薦ゼ蕪鞭
　　　濃転1》　囎撫．

図5

図6
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図7

図8

あり，症例5は光顕では，精fまでの精f形成像を

みとめるが，spermatidの精細管内での一定の方向性

はなく，一部の精細管ではごく軽度のperitubular

fibrosisをみとめ，問質は増加し，Leydig　cellは4－

5個が集籏していた（図6）．電顕所見は，後期精f一

細胞は射精精子と同様だが，前期精r細胞ではman－

chetteの形成異常をみとめ，その無形成・位置異常

がみられた（図7）．精管・精のう腺造影は症例5の

みに行なったが，異常所見はなかった（図8）．

考　　察

　Immotile　spermatozoaは，精子がnon－livingか

livingかで，k別され，前者は精子死滅症Necrosper－

miaと呼ばれる．我々は，0，5％エオジンによる超生

体染色による生存率をみて両者を分類している4）．自

験例では，839名中2名（0．2％）が，Necrospermia

と考えられた．Necrospermiaの不妊男子中の頻度は

0．2　一一　O．48％といわれており5），自験例の頻度も同様

であった．Necrospermiaでは精漿中の果糖の濃度が

有意に低Fしていると報告されており，その原因と

しては副性器の炎症が考えられている5）．livingのも

のとしては，1）Immotile－cilia　syndrome等の精子

鞭毛の構成要素の欠損，2）Round・headed　spermat－

ozoa，3）sperm　tailの異常，4）sperm　head十sperm

taliの異常，5）その他の異常が報告されている．

Immc）tile－cilia　syndromeは，1977年にEliassonら

により発表され，気道粘膜線毛にも精子鞭毛同様の

異常をみた．その後Afzeliusらは，5型に分類し6），

Escalierらは精子鞭毛異常を6型に分類した7）．

Immotile－cilia　syndromeの病因は、先天性と後天性

のものに大別され，先天性のものは常染色体劣性遺

伝をしめし9），ciliary　polypeptideの約200のgene

のうちのいくつかに欠陥があると生じると考えられ

ている1°）．後天性のものとしては，Williamsonらli）

が睾丸外傷・尿路感染症・抗精子抗体の関与による

症例を報告している．本症の睾丸生検像についての

報告はなく，精子形成の段階毎の変化についての観

察はなされていない。Hunterら12）は，　lmmotile－cilia

sylldrome等の精子鞭毛の異常が一般男子20名で
は，各検体の精f・の8－一　35％（平均24．4％）にみと

めたと報告しており，そのaxonemeの異常を，1）

peripheral　microtublesの過剰，2）microtublesの

欠損・位置異常，3）doubletsの形成異常の3型に

分け，1）2）型で95％以一ヒを占め，これら以外に

axoneme　matrixの空胞化，全dynein　armsの欠損，

celltral　microtublesの形成異常がみられたとしてい

る．なお，これら20例の運動率は13～62％（平均

41．6％）であった．一般男子で約20％のaxoneme

に異常をみとめることから，これらの異常が大多数

の精子にみとめられた場合，Immotile・cilia　syndrome

あるいはImmotile　spermatozoaと考えるべきであ

ろう．本症の治療としては，artificial　insemination

with　donor’s　semen（AID）しかないと考えられた1｝．

しかし，Aitkenら13｝は本症は形態的に精子頭部の

acrosomal　regionは正常であり，Zona－free　hamster

oocytes　testでpenetrationがみられacrosome

reactionが電顕で確認されたと報告している．した

がって，配偶子卯管内移植（GIFT）の適応となる可

能性がある．Round　headed　spermatozoaは

acrosomeless　spermatozoaともよばれ，　acrosome

は欠損しており4），同胞例の報告もあることから

geneticな原因によると考えられている．また，　Gerloff
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ら15）は，acrosinとouter　acrosomal　membrane

（OAM）を免疫組織化学的に調べ，本症同胞例の父親

の精子は94％は形態的に正常だが，acrosinの陽性

率は10％，OAMの陽性率30％であり，polygenic

な原因ではないかと述べている．Round　headed　sper－

matozoaでは，・acrosomeは欠損しており，　Zona－free

hamster　oocytes　testで，　penetrationはみられな

い16）．またheroinの投与により本症がみられたとい

う報告もある17）．sperm　tailの異常については，自

験例5のような球状の尾部をもつ例の他に，Nistal

ら18）のmulti－tailed　spermatozoaの報告がある．自

験例5と同様にNistalらの例も精子尾部のcoiling

がみられる．自験例5は，睾丸生検所見からman－

chetteの異常によるものと考えるが，男子同胞に不

妊をみとめず，その病因は不明である．sperm　head＋

sperm　tailの異常としては，　Pedersenら19）は24才

の不妊男子例を報告している．精子頭部はchromatin

分布が不規則でacrosomeにも異常をみとめ，精子尾

部は短く，太くなっており，axoneme，　coarse　fiber

及びfibrous　sheathは不規則な配列をしめす．　Peder－

senらは，　manchette及びspindle　shaped　bodyの

機能的異常によると考えている．自験例5は，Peder－

sonらの例と似ているが，　acrosome等の精子頭部に

異常をみとめなかった．functionalに精子の運動性を

低下・消失させる原因としては，protein－carboxyl

methylaseの活性低下が報告されている2°）．また，　Ca

イオンも精子の運動性に重要であり，副睾丸では未

熟精子の運動を促進し，射精精子ではそれを抑制し，

acrosome　reactrionのtriggerとなっている21）．そ

の他，in　vitroで精子の運動性を促進する物質として

は，caffein，　cyclic　AMR　carnitine，arginine，kalli－

kreinなど22）が知られているので，この関与も考えら

れよう．

　以上より運動性のないか乏しい精子の分類は次の

ものが考えられる．

a）Non－living；Necrospermia

b）Living
　　1）Immotile　cilia　syndrome　（dynein　arms，

　　　　spoke　heads，　central　microtubles，　central

　　　　sheathの欠損）等の精子鞭毛の構成要素の欠

　　　　損

　　2）Round－headed　spermatozoa

　　3）sperm　tai1の異常

　　4＞sperm　head十sperm　tailの異常

　　5）その他

　　　　ex）supernumerary　microtubles　and　pro・

　　　　longation　of　the　middle　spiece23）

（131）　131

　6）　functional

このうち本論文での症例は，a）2例，　b）－1）4例，　b）－

1）と3）の合併1例であった、今後，さらに症例を重ねる

ことにより，複雑な精子異常の解明が可能となること

が考えられる．
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　　　mia　and　teratospermia．　Virchows　Arch．　B　Cell

　　　Path．26：111，1977

19）Pedersen，　H．，　Hammen，　R．；Ultrastructure　of

　　　human　spermatozoa　with　complete　subcellular

　　　derangement．　Arch。　Andro1．9：251，1982

20）Gagnon，　C，　Sherins，　R．　J．，　Phillips，　D．　M．βardin，

　　　C．W．；Deficiency　of　protein－carboxyl　Ineth－

　　　ylase　in　immotile　spermatozoa　of　infertile　men．

　　　New　Eng1．　J．　Med．306：821，1982

21）Hong，　C．　Y．，　Chiang，　B．　N．：Calcium　ion　is　the

　　　key　regulator　of　human　sperm　function．　The

　　　Lancet，22／29，1449，1984

22）Amelar，　R．，　Dubin，　L，　Schoenfeld，　C．l　Sperrn

　　　motility．　Ferti1．　Steri1．34：197，1980

Immotile　spermatozoa

Hidenori　Sumiya，　Masanobu　Takahara，　Hiroyuki

　　　　　Ishii，　Hideki　Fuse　and　Jun　Shimazaki

Departrnent　of　Urology，　School　of

　　　Medicine，　Chiba　University

（Director：Prof、　Jun　Shimazaki）

Yoshiro　Toyama　and　Toshio　Nagano

Department　of　2nd　Anatomy，　School　of

　　　　　Medicine，　Chiba　University

　　　（Director：Prof，　Tpshio　Nagano）

　　We　herein　reported　7　cases　of　immotile　spermat－

ozoa．　From　January　1980　to　December　1985，839

cases　of　male　infertility　were　performed　semen

analysis　at　Chjba　University　Hospita1．　In　those

cases　41　cases（4．9％）revealed　low　sperm　motility

（below　lO％）and　ll　cases　〔1，3％）revealed　no

motility．　Nine　cases　of　semen　sample　were　further

analyzed　by　E．　M．，　and　specific　anomalies　of　sperm

in　5　cases　were　found：one　defect　of　dynein　arms，

one　irregular　arrangement　and　number　of　microtu－

bles＋defect　of　inner　dynein　arms，　two　defect　of

central　microtubles，　and　one　round　or　club　sperm

tail　with　defect　of　dynein　arnユs．　Two　cases　were

regarded　as　necrospermia　for　viability．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年3月110）
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AIHにて妊娠に成功した逆行性射精の3例

Three　Cases　of　Retrograde　Ejaculation

　　Whose　Wife　Conceived　by　AIH

　　　　　　　　　　　東邦大学医学部泌尿器科学教室

　三浦一陽　 田中貞雅　松橋　求
Kazukiyo　MIURA　　　Teiga　TANAKA　　Motomu　MATUHASHI

牧　昭夫　高波真佐治　藤尾幸司
　Akio　MAKI　　Masaharu　TAKANAMI　　Kouji　FUJIO

　　　　　　　臼井将文　安藤　弘
　　　　　　Masafumi　SHIRAI　　　　Ko　ANDO

　　　　　Department　of　Urology，

　　Toho　University　School　of　Medicine

　　　　　　同・第…産婦人科学教室

平川　舜　百瀬和夫
Syun　HIRAKAWA　　Kazuo　MOMOSE

First　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　Toho　University　School　of　Medicine

　逆行性射精の原因となった6例の不妊症患者に，膀胱より回収した精子を用いた配偶者間人工授精

（AIH）を試みた．このうち3例に妊娠が成功し，2例に正常児を得たが，1例は死産であった．

　精子回収方法は，著者らが精子培養に使用している0．3％HSA・TMPA　mediumを使用した．ま

ずmedium　80mlにて数回膀胱洗浄後に，20　mlを膀胱に注入しておき，自慰行為後の尿を採取し，遠

沈回収する方法である．

本邦における逆行性射精症例のAIHによる妊娠成功例は，自験例を加え18例と考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．33（1），133－137，1988）

緒　　言

　射精障害には種々なタイプのものがみられるが，

木村ら1）は射精障害を，A群；ejaculation，　orgasmと

もにないもの，B群；orgasmはあるがejaculation

のないもの，C群；ejaculation，　orgasmともにある

が射精に対する時間に異常があるもの，D群；ejacula－

tionは正常にあるがorgasmのないものに分類して

いる．これら射精障害のうちB群はdry　ejaculation

とも呼ばれ，その多くは逆行性射精症例であり，男

性不妊症の原因として重要である．今回逆行性射精

の6例を経験したが，これら症例に対し，著者らが

考案した方法で精子を回収し，AIHを行った結果，

3例に妊娠の成立をみ，うち2例に正常男児を得た

ので，若干の文献的考察を加え報告する．なお症例

1についてはすでに第48回日本泌尿器科学会東部連

合総会（1983年，旭川市）において発表した．

症　　例

〔症例1〕

患者：－34歳，
　初診：昭和54年5月2日．

　主訴：射精障害に伴う男性不妊症．

　家族歴，既往歴：特記すべきことなし．
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　現病歴：結婚後，1年6ヵ月経過しているが子供

ができない．妻は某国立病院，婦人科で正常と診断

されている．患者は性欲，勃起ともに正常で，性交

時にorgasmには達するが射精がみられない．性交後

の尿の混濁を認めている．

　現症：体格中等度，栄養良好，胸部，腹部ともに

異常所見は認められない．両側睾丸は15mlで硬度は

正常．睾丸生検では造精機能に異常なく，副性器の

視診，触診でも異常はない．

　諸検査成績：知覚および運動機能障害はなく，肛

門反射，球海綿体反射，腱反射はともに正常であっ

た．血圧120　一一　70　mm　Hgで起立性低血圧もない．血液

検査では異常なく，血糖値も正常であった．梅毒血

清反応陰性．尿検査正常．肝・腎機能も正常．尿道・

膀胱機能検査，EEG，性格テストにも異常はなか

った．voiding　urethrocystographyで多少内尿道口

の開大が認められた（図1，A）．

　治療：自律神経薬剤や各種ビタミン剤の投与で，

膀胱頚部の閉鎖を試みたが効果を認めなかった，そ

表1　精子回収方法

0．3％HSA・TMPA　medium
　　　　　　　　　■

mediumで膀胱洗浄（数回）
　　　　　　　　　匿

medium　20m2膀胱内注入
　　　　　　　　　璽

Masturbation
　　　　　　　　　　　■

　　排尿（残尿ある場合は導尿）
　　　　　　　　　　　1

排尿液を1，500回転10分間遠沈
　　　　　　　　　　　1

　　　　最下層1m2を採取
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　　↓

こで膀胱内に射出された精子を回収してAIHを試

みた．精子の回収方法（表1）は，妻の排卵日にあ

わせて夫に5日前より禁欲と，重曹を6g／day服用さ

せ，当日は飲水を制限して来院させ，表1に示すよ

うに，0．3％HSA・TMPA　medium2）80　mlを使用

し，数回膀胱洗浄後20m1のmediumを膀胱内に注

入したまま，直ちにmasturbationさせorgasmに達

っした後に排尿させ（この時，残尿のある症例では

導尿する），精液とmediumの混入した排尿液を

1，500回転，10分間遠沈し，最下層より約lmlの沈

殿液を回収し，可急的速やかにAIHに共した．

　本症例は15回目のAIHで妊娠に成功し1■■■■

■3，6809の男児を満期正常分娩した，

妊娠時の精液所見は，精子濃度111×IO6／ml，精子

運動率56％，精子運動能指数3｝79．3（70以上正常），

精子形態65％iE常型，精子凝集（一）であった．

〔症例2〕

　患者：－35歳
　初診：

　主訴：射精障害に伴う男性不妊症，

　家族歴：特記すべきことなし．

　既往歴：外傷，骨盤内手術，糖尿病などはない．

　現病歴：結婚後4年6ヵ月経過しているが子供が

できない．結婚前より，性交時に勃起は正常にみら

れorgasmもあったが，射精がないことに気付いてい

た．妻が某大学病院婦人科を受診し，夫の射精障害

を相談した結果，当院リプロダクションセンターを

紹介されて来院した．

　現症：体格中等度，栄養良好，胸部，腹部ともに

異常所見は認められない．両側睾丸は15mlで硬度は

正常．睾丸生検では造精機能正常で，副性器の視診，

触診でも異常は認められなかった．

　諸検査成績：血液・生化学検査に異常はなかった

が，膀胱造影でpine　tree型を呈し，膀胱機能検査で

は神経因性膀胱の所見を呈したが，残尿はなかった．

voiding　urethrocystographyで内尿道口の開大著明

であった（図LB）．

　治療1各種自律神経薬剤，ビタミン剤の投与を試

みたが効果はみられず．膀胱内精子を回収してAI

Hを試みた．精子の回収法は症例1と同じである．

　昭和61年2月21日の6回目のAIHで妊娠に成
功した．初期の経過は順調であったが，6ヵ月目に

死産（女児）した．妊娠成功時の精液所見は，精子

濃度104×106／mL精子運動率80％，精子運動能指

数111．5，精子形態69％正常型，精子凝集（一）で

あった．

〔症例3〕



●

昭和63年1月1日 三浦　他

患者：－28歳
　初診：

　主訴：射精障害に伴う男性不妊症．

　家族歴：父親（54歳〉は糖尿病で加療中．

　既往歴：14歳より糖尿病の治療を受けている．

　現病歴：結婚の1年前までは射精はあったが，そ

の後は勃起，orgasmは正常であるにもかかわらず射

精がみられなくなった．静岡県の某病院で逆行性射

精と診断され，当センターを紹介された．

　現症：体格中等度，胸部，腹部ともに異常所見は

認められない．両側睾丸は20mlで硬度は正常．睾丸

生検では，造精機能に異常なく，副性器の視診・触

診も異常を認めない，

　諸検査成績：血液検査に異常なく，生化学検査で

は血糖値異常の他は正常であった，尿道，膀胱機能

検査に異常なく，voiding　urethrocystographyでも

内尿道口の開大はみられず（図1，C＞，残尿もなか

った．

　治療：薬物療法では効果が認められなかったので，

膀胱内に射出された精子を回収してAIHを試みた．

昭和61年3月17日の13回目のAIHで妊娠に成功

し，　　　　　　　　　　帝王切開で3，2609の男

児を得た．妊娠成功時の精液所見は，精子濃度156×

106／ml精子運動率45％，精子運動能指数37．2，精

子形態65％正常型，精子凝集（一）であった．

考　　察

　射精はseminal　emission（精液の後部尿道への排

出）とprojective　ejaculation（精液の外尿道口から

の射出）から成っておりprojective　ejaculationは内

（135）　135

尿道口の閉鎖によって起る．この閉鎖は下腹神経線

維のうち下部腰髄由来の神経線維の働きによるとさ

れてお1）　‘），この神経の障害が発生すれば，当然内尿

道［の閉鎖不全を起こし逆行性射精となる．一方局

所の筋組織の障害によっても逆行性射精が発生する．

このほかに原因の不明な特発性逆行性射精がある．

　支配神経異常をきたす原因としては，胸腰部交感

神経切除術，Cotteの手術，骨盤腔内手術，糖尿病性

神経障害，脊髄損傷などが知られている．

　男性不妊症の原因の一つとして，逆行性射精が最

初に報告されたのは1947年Swaabによるもので，

その後多くの報告がみられるようになり，不妊との

関係で種々の治療法が研究されて来た．今日本症に

対する一般的な治療法としては，基礎疾患や各種検

査結果を勘案して検討されるが，現在のところ薬物

療法（塩酸イミプラミン，COMT阻害剤，　LDOPA，

抗ヒスタミン剤，抗コリン剤，各種ビタミン剤など）

や，器械的療法（尿道ブジー法，硝酸銀尿道内注入

法など）や，手術療法（膀胱頚部縫縮術〉などが試

みられており，妊娠成功例も報告されている5）．

　これらの方法で成功しない症例に対しては膀胱内

に射出された精子を回収し，この精子を利用してA

IHを試み，本邦では，1986年までに18例が妊娠に

成功している6・7・8）（表2）．膀胱内の逆行性射精精子

回収法として，本邦においては白石（1971）以来，

Hotchkiss法9）（生食と5％glucoseで膀胱洗浄した

後，メイロンで膀胱洗浄を行ない，メイロンを膀胱

内に少量注入してこの中に射精する）が大部分の施

設において行なわれて来た，著者らもこの方法で数

回，精子回収を試みたが，運動率のよい精子の回収

A・症例1．■（34才） B：症例2．一（35才）

図1　排尿時尿道膀胱撮影

C：症例3．一（28才）
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表2　逆行性射精のAIHによる妊娠成功例（本邦）

Nα 報告者 年度 年令 基礎疾患
AIH

成功周期
半占　　　f　　［lil　巧又　　ソ∫　　2去

1 白　石 1971 30 特記事項なし 4週期 Hotchkiss法
2 勝　岡 1973 34 特記事項なし 5　〃 Hotchkiss法十遠沈
3 遠　藤 1975 33 特記事項なし 7　〃 Hotchkiss法＋遠沈
4 藤　原 1978 28 特記事項なし 5　〃 Hotchkiss法＋遠沈
5 布　施 1980 36 椎間板ヘルニア手術 3　〃 Hotchkiss法
6 遠　藤 1980 31 特記事項なし 6　〃 Hotchkiss法十遠沈
7 対　木 1983 28 特記事項なし 3　〃 精子浮遊液精製（遠沈）後，精液静置法

8 鎌　田 1983 44 糖尿病 1　〃 Hotchkiss準法十遠沈
9 内　藤 1983 29 腰椎前方固定術 4　〃 Hotchkiss法十遠沈
10 兼　松 1984 ＊ 骨盤骨折 ＊ ＊

11 浜　口 1984 31 糖尿病 23〃 Hotchkiss法＋遠沈
12 寺　田 1984 ＊ ＊ ＊ ＊

13 瀧　原 1984 39 神経因性膀胱 1　〃 ＊

14 藤　井 1985 36 特記事項なし 13〃 Hotchkiss　l去十」宝わ七

15 布　施8｝ 1986 ＊ ＊ ＊ Hotchkiss法
16 自験例 1983 34 特記事項なし 15　〃 0．3％HSA・TMPAmedium＋遠沈
17 〃 1986 35 神経因性膀胱 6　〃 〃

18 〃 1986 28 糖尿病 13　〃 〃

＊抄録のみにより譜細不明

ができず妊娠の成立をみなかった．そこで著者らは，

以前より精子培養や濃縮洗浄精子作製に使用してい

る0．3％HSA・TMPA　mediumを，膀胱内に注入
しておき，射出された精子の回収に使用したところ，

運動率の良い精子の回収が可能であることが判明し

たので，その後はこのmediumを専ら使用すること

にした．6例の逆行性射精症例中3例に妊娠の成立

をみたが，いまだ妊娠に至っていない3症例も十分

妊孕性のある精子が回収されているので，近々妊娠

するものと期待している．

結　　語

　6例の逆行性射精患者の膀胱より回収した精子を

用いたAIHにより，妊娠に成功した3症例を報告

した．また精子回収液には0．3％HSA・TMPA
mediumが有用と思われた．（本論文の要旨は，第5

回日本アンドロロジー学会において発表した，）
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Three　cases　of　retrograde　ejaculation

　　　　whose　wife　conceived　by　AIH

「

　　　　　　　　Kazukiyo　Miura，

Teiga　Tanaka，　Motomu　Matuhashi，

Akio　Maki，　Masaharu　Takanami，

　　Kouji　Fujio，　Masafumi　Shirai

　　　　　　　　　and　Ko　Ando

　　　　　Department　of　Urology，

Toho　University　School　of　Medicine

二

Syun　Hirakawa　and　Kazuo　Momose

First　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　Toho　University　School　of　Medicine

噸

　AIH　with　spermatozoa　collected　from　the　urlne

was　tried　in　6　sterile　couples　due　to　retrograde

ejaculation．
C。ncepti・n　w・・a・hi・v・d　i・3・f　th・m・Tw・c・・pl・・

had　babies　born　healthy　but　the　last　had　a　baby

born　dead．

Before　collection　of　spermatozoa，　the　bladder　was

rinsed　3　times　with　80　ml　of　O．3％HSA・TMPA

medium　and　then　filled　with　20　ml　of　the　same

medium．
The　urine　was　collected　immediately　after　manu・

ally　induced　ejaculation　and　centrifuged　to　collect

spermatozoa・
　　Atotal　number　of　18　cases　of　successful　artifitial

insemination　in　retrograde　ejaculation　including　3

cases　of　ours　have　been　reported　in　japan・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付昭和62年4月28日）
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Ab・t・a・t・Th・high　i・・id・・ece・・f　t・・ti・u1・・t・m・rs　i・dy・g・n・ti・m・1・p・eud。h，，maph，。diti、m

・nd　lni・・d　g・n・d・l　dy・g・n・・is　h・v・been　d・cum・nt・d，　while　i・th・mal。、ubject　with。ut，，u、　th。

incidence　is　not　significant．　To　discuss　whether　the　testis　in　the　subject　with　a　uterus　is　tenable

t°m・lignan・y，　we　evaluat・d　a　ca・e　with　t・m・・in　a・c・・t・1　t・・ti・and　high　pl・・ma　and，。gen　lev，1．

　　Since　dysgenetic　characteristics　of　either　intra－abdominal　or　scrotal　testis　in　the　disease　could

n・tb・ig…ed　by　th・・t・dy，　th・・e　p・ti・・ts　sh・uld　b・f・11・w・d・p・a・ef・lly　f。，　th。　p。ssibl。

development　of　tumor．

（Jpn．　J．　Ferti1．　Steril．33（1），138－143，1988）

Introduction

　　Either　sporadic　or　familial　occurrence　of　per－

sistence　of　mUllerian　structures　in　oth6rwise　nor－

mal　males　has　been　well　known　as　a　form　of　male

pseudohermaphroditism　and　it　is　considered　to　be

a　disorder　of　sexual　differentiation　during　em．

bryogenesis．　Though　classification　of　the　dis－

orders　of　intersexuality　is　controversial，　male

pseudohermaphroditism　due　to　mUllerian　struc－

ture　regression　defect　has　been　classified　into

three　entities：1）dysgenetic　male　pseudoherma－

phroditism（bilateral　testicular　dysgenesis），2）

mixed　gonadal　dysgenesis　（1　testis　and　a

contralateraI　streak　and　3）persistent　mUllerian

duct　syndrome（male　subject　with　a　uterus）’，2｝．

The　high　incidences　of　testicular　tumors　in　the

first　two　entities　have　been　documented，　while　in

the　male　subject　with　a　uterus　the　incidence　is　not

＊Present　address：Department　of　Urology，
　Tochigi　Cancer　Center，　Tochigi，　Japan．

significant3・4・5｝，　Recently　Nista16）described　the

first　case　with　tumor　ill　a　scrotal　testis　in　a　male

subject　with　a　uterus　and　suggested　a　possibility

that　the　seminiferous　tubules　in　this　disorder　were

inherently　dysgenetic．

　　We　believe　it　is　noteworthy　to　discuss　whether

the　testis　in　this　disorder　is　dysgenetic，　presenting

our　case　with　tumor　in　a　scrotal　testis　and　high

plasma　androgen　level．

Case　report

　　A15－year－old　boy　with　phenotypically　normal

appearance　was　referred　for　evaluation　of　the　Ieft

vacant　scrotum　on　Nov．4，1977．

He　was　born　after　an　uneventful　fu1Lterm　preg－

nancy　and　delivery．　Right　inguinal　hernia　and　left

vacant　scrotum　had　been　pointed　out　since　his

birth．　No　mass　was　palpated　in　either　the　left

scrotum　or　groin．　The　right　testis　located　irl

normal　position　and　its　size　and　consistency

seemed　to　be　within　normal　range．　The　right

epididymis　and　sperlnatic　cord　could　be　identified
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clearly．　The　clinical　diagnosis　was　left　undescend－

ed　testis．　His　family　refused　operative　treatment

for　the　left　undescent　but　he　visited　our　out

patient　clinic　again　in　Aug・

excision　of　the　left　undescended　testis　was　carried

out．　Pathological　study　disclosed　hypoplastic　tes・

tis　with　diffuse　tubular　hypoplasia　and　epididymis

could　be　identified　clearly（Fig．1），　The　convales－

cence　was　uneventful．　Gradual　increase　of　the

right　testis　in　size　and　consistency　had　been　reco9－

nized　for　these　three　years．　No　evaluation　had

been　done　until　Nov，24，1983　when　severe　paln　ln

the　right　groin　and　edema　of　the　right　scrotal　skin

developed．　He　was　admitted　in　a　nearby　hospital

under　diagnosis　of　torsion　of　the　right　spermatlc

cord　with　inguinal　herrlia．　Emergency　operation

for　the　torsion　and　hernioplasty　were　carried　out

in　that　hospital．　The　cord　was　turned　counter

clookwise　to　270°and　the　testis　enlarged　up　to　a

hen　egg　size　with　hard　consistency，　In　hernia　sac，

（139）　139

was　found　a　hypoplastic　uterus　with　a　unilateral

Fallopian　tube　and　vagina．　Teratoma　was　patho－

logical　diagnosis　based　on　the　biopsied　specimen．

He　was　referred　to　us　for　management　of　the

tumor　one　week　after　the　operation．　The　testis

with　slight　tenderness　and　hard　consistency　was

Fig．1　Pathological　findings　of　the　left　undescended

　　　　　　testis；tubular　hypoplasia　is　dominant．
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Table　1

Hormonal　profile

Serum

　　or

Plasma

Urine

HCG：
LH：

FSH：

DHEA・

HCG
HCG－B

LH
FSH
Testosterone

DHEA
Estro．El

　　　　　E2

　　　　　E3

Prolactine

Serotonln

AFP
CEG
HCG
HCG－B

　　　Preope
（Dec．7＆8，’83）

mean　value
　186．9　1U／1．

　　4．8ng／ml．

　62．9mIU／ml．

　　6．8mIU／mj．

2000　ng／ml．

　　10．9ng／ml．

185　pg／ml．

201　pg／m1．

＜10　P9／ml．

　　16．4ng／mL

101　ng／mL
　　16　　ng／rnl．

　　　1．3　ng／1nl．

　226．7　1U／1．

　　　4．8ng／ml．

Estro．　E1：

Estro．　E2：

Estro．　E3：

Operation　was　performed　on　Dec．12，’83．

Human　Chorionic　Gonadotrophin

Luteinizing　Hormone
Follicle－Stimulating　Hormone
Dehydroepiandrosterone
Estrone
Estradiol

EstrioI

　　Postope
（Dec．16，’83）

37．0

く0．2

15．5

　3．1

43．0

　5．03

11

14

く10

　9．3

62

　　2．7

6．5

〈O．2

　　Postope
（Jan．17，’84）

　3．8

〈0．2

64．2

41．8

43．0

　5．03

11

14

＜10

　9．3

62

　　1

6．5

く0．2

も



140　（140） PERSISTENT　MULLERIAN　DUCT　SYNDROME 日不妊会誌33巻1号

7×6．5×5cm　in　size．　The　phallus　and　distribution

of　pubic　hair　were　seemed　to　be　normal　for　a

male．　No　pathological　lymphnodes　were　found　in

the　Virchow，　the　bilateral　axillas　and　the　groins．

Blood　and　blood　chemistry　at　admission　were

within　normal　ranges　but　slight　elevation　of

serum　LAP（275　GR、　W．）．　Serum　AFP，　hCG，　and

hCG・βwere　16　ng／ml，186．91U／l　and　4．8　ng／mL，

respectively．　Hormonal　study　of　blood　and　urine

including　FSH，　LH，　and　testosterone，　were　perfor－

med．　The　data　were　summarized　in　Table　1．

Serum　hCG，　testosterone，　gonadotrophin　E、，　and

E2　disclosed　remarkably　high　Ievels．　On　the　con－

trary，　FSH，　prolactine　and　serotonin　were　within

normal　ranges．　Lymphocyte　culture　showed　a　46

XY　karyotype．　Under　the　diagnosis　of　testicular

tumor　containing　choriocarcinoma　element，　right

orchiectomy　and　retroperitoneal　lymphnode　dis－

section　were　performed　together　with　excision　of

the　hypoplastic　uterus　and　vagina　which　opened

to　the　prostatic　urethra．　The　convalescence　was

uneventfuL　Two　courses　of　adjunct　chemotherapy

with　Vincristine，　Actinomycin　D，　Bleomycin　and

cis－platinum，　were　performed　postoperatively．

　　Histological　findings．

　　Most　of　the　cancer　nest　was　composed　of　rela－

tively　large　cancer　cells　with　very　clear　cytoplas－

ma　lined　in　cords，　or　ducts　and　occasionally　in

sheets。（Fig2－A），　Arnong　these　cancer　cells，

syncytiotrophoblastic　giant　cells　were　observed　in

Fig．2－A

Most　of　the　cancer　nest　was　composed　of　relatively

large　cancer　cells　with　very　clear　cytoplasrna

lined　in　cords，　or　ducts　and　occasionally　in　sheets，

H・Estain×150

relatively　large　number　in　hemorrhagic　area．（Fig．

2－B）．Tissue　resembled　matured　intestine，　im－

matured　squamous　epithelium　and　chondromaI

tissue　also　were　observed　in　peripheral　area　of　the

tumor．（Fig．3）．　Based　on　these　findings　pathologi－

cal　diagnosis　was　adult　type　mixed　embryonal

carcinoma、　With　histochemical　procedure

placental　alkaline　phosphatase　was　stained　in

most　of　the　infiltrated　cancer　cells．　In　relatively

flat　immatured　endodamal　cells，　AFP　was

identified　in　a　lirnited　number　of　cells．（Fig．4）．

Both　hCG　and　hCG一β　were　noted　in　the

syncytiotrophoblastic　giant　cells．　（Fig．　5）．　In

intestine・like　tissue　among　the　matured　teratoma

CEA　was　identified．　Remarkable　proliferation　of

hypoplastic　Leydig　cells　were　observed　in　the

Fig．2－B

Syncytiotrophoblastic　giant　cells　were　observed

in　relatively　large　number．　H－E　stain×150

Fig．3

Cancer　nest　and　matured　teratoma．｝1－E　stain×90
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Fig．4

In　relatively　flat　immatured　endodamal　cells，

AFP　was　identified　in　a　limited　number　of　cells．

×300

Fig．5

hCG　was　noted　in　the　syncytiotrophoblastic　giant

cells．　×　90

remaining　testicular　tissue　but　no　sper－

matogenesis　could　be　confirmed．

Discussion

secreted　durirlg　differentiation　of　the　wolffian

duct　resulting　in　well　developed　epididymis　and

vas　deference．

e

　　Persistent　mUllerian　duct　syndrome，　male　sub－

ject　with　persistent　mUllerian　structures　in　other－

wise　normal　man，　is　a　rare　form　of　male　pseudo・

hemaphroditism．　Of　the　more　than　80　previous

reports　of　this　disorder，　the　majority　have　been

sporadic　occurrences　and　8　pairs　of　siblings7・8）and

one　identical　twins9｝have　been　described．　The

most　frequent　clinical　manifestations　include　uni－

lateral　cryptorchism　with　a　contralateral　inguinal

hernia　containing　mUllerian　structures　in　a

phenotypically　masculine　sublect．　It　is　assumed

that　the　disorder　is　owing　to　lack　of　production　of

mtillerian　inhibiting　substace　by　the　fetal　testis，

poor　timing　of　the　release　of　substance　during

embryological　development　or　target　organ　resls－

tance　to　the　action　of　the　substance．　The　mUller－

ian　inhibiting　substace　is　a　poorly　characterized

polypeptide　hormone　that　acts　locaUy，　exerting

its　effect　on　the　ipsilateral　side　of　the　testis　and　it

can　not　be　influenced　with　existence　of　androgen，

　On　the　other　hand，　differentiation　of　the　wolf－

fian　duct　is　promoted　by　androgen　in　form　of

testosterone　resulting　in　virilization　of　the　urogen－

ital　sinus　and　external　genitalia．　In　the　present

case，　a　sufficient　amount　of　testosterone　might　be

　Attention　has　been　directed　to　the　high　inci・

dences　of　testicular　tumors　in　dysgenetic　male

pseudohermaphroditism　and　mixed　gonadal
dysgenesis　and　they　are　15％and　25％respective・

ly．　In　persistent　mUllerian　duct　syndrome，　it　is　not

significant．　The　cause　of　the　incidences　has　been

considered　to　be　presence　of　the　intra－abdominal

dysgenetic　gonads．　Aarskoglo）　reviewing　43

patients　with　these　two　disorders　concluded　that

the　only　exception　to　immediate　gonadectomy　in

the　disorders　is　the　testis　that　is　within　the　scro－

tum．　Consequently，　all　intraabdominal　testes　ln

these　patients　should　be　removed　unless　they　can

be　brought　down　easily．　In　normal　male　subject

with　mUllerian　duct　structures，　however，　the

intra・abdominal　testes　are　not　dysgenetic　and

they　are　not　predisposed　to　malignancies．　There－

fore，　some　investigators　recommend　that　the

intra－abdominal　testes　should　be　preserved．　These

testes　can　be　brought　down　into　the　scrotum　and

those　desendents　should　be　left　in　order　to　pre－

serve　possible　fertility2・7・8）．　On　the　contrary，

Jirasek11｝reported　that　there　is　more　indication

than　is　usual　in　cryporchid　subjects　to　remove　the

testis　of　these　individuals．　According　to

Melman12），　it　is　difficult　to　determine　whether　the
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testis　in　the　disorder　should　be　considered

dysgenetic　and　therefore　predisposed　to　develoP－

ing　tumors　despite　early　orchiopexy　or　they　are

comparable　to　those　tests　in　which　maldescent　is

the　only　abnormality．　As　scrotal　testis　in　this

disorder，　Nista16），　evaluating　a　case　of　bilateral

undifferentiated　testicular　tumors，　suggested　a

possibility　that　the　orchiopexied　testis　could　have

dysgenetic　characteristics，　namely　presence　of

atypical　germ　cell，　absence　of　spermatogenesis

and　presence　of　maturative　abnormality　ill　the

Sertoli　cells．　We　believe　this　is　the　most　important

point　whether　either　scrotal　or　cryptorchid　testis

in　this　disorder　has　dysgerletic　characteristics　and

which　can　pronlote　the　testis　to　malignancy　or

not．　Out　of　80　cases　reported　in　the　literature，8

patients　and　9　tumors　were　reported．　One　of　8

patients　had　bilateral　tumors　and　one　of　which

developed　in　all　orchiopexied　scrotal　testis．　So

that，　the　incidence　is　approximately　10％in　this

disorder．　Histological　t｝・pes　of　the　reported

tumors　were　seminoma（2），　embryonal　carcinoma

（2），teratonユa　（2），　undifferentiated　（2），　and　chor－

iocarcinoma｛1）．　Our　case　had　tumor　in　a　scrotal

testis　and　it　was　composed　of　embryonal　car・

cinoma，　choriocarcinoma　and　teratoma．　Placing

these　documents　in　logic，　in　this　disorder，　removal

of　intra・abdominal　testes　canりe　justified　and　it　is

difficult　to　agree　completely　with　the　opinion　that

scrotal　testes　are　not　predisposed　to　tumor．

Though　the　number　is　limited，　we　can　not　ignore

the　incidence　of　tumor　in　this　disorder　and　these

patients　should　be　followed　up　carefully　for　the

possible　development　of　tumor．　A　large　number　of

lnvestlgatlons　on　hormonal　aspects　of　dysgenetic，

mixed　gonadal　and　true　hermaphroditism13・14・15）

have　been　accumulated　in　the　literature　but　only

afew　studies　were　performed　on　this　disorder．

PotashnikI6〕performed　an　endocrinological　study

post－operatively　in　a　case　with　the　disease　and

reported　no　pathological　values　of　serum　LH，

FSH，　but　plasma　testosterone　which　was　signifi・

cantly　low　23　ng／ml．　Pre－operative　high　serum

LH　level　was　due　to　technical　failure．　RIA　kit　we

used　could　Ilot　avoid　cross　reaction　to　hCG．　Real

value　of　serum　LH　before　operation　was　esti－

mated　approximately　15　mIU／ml．　The　reason

日不妊会誌　33巻1号

why　secretion　of　testosterone　was　increased，

could　not　be　clarified．　But　partial　androgen　resis－

tance　（a　deficient　cellular　response　to　testoster－

one）of　these　testes　might　have　some　relationships

with　increased　testosterone　secretion．17・18）

Conclusion

　　We　evaluated　a　case　with　persistent　mUllerian

duct　syndrome　based　on　histochemical　and　hor－

monal　findings．

　　Since　dysgenetic　characteristics　of　either　intra．

abdominal　or　scrotal　testis　in　the　disease　could

not　be　ignored，　removal　of　intra－abdominal　testis

can　be　justified　and　it　is　difficult　to　agree　com・

pIetely　with　the　opinion　that　scrotal　testis　is　not

predisposed　to　tumor．

　　Apossibility　that　these　testes　have　partial　resis－

tance　to　androgen　and　which　might　have　relation－

ship　with　a　disorder　of　sexual　differentiation

during　embryogenesis．
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陰嚢内睾丸に睾丸腫瘍の発症を認めた

Persistent　mUllerian　duct症候群の1例

琉球大学医学部泌尿器科学教室

　国立小児医学研究センター

中薗昌明　柴山太郎　仲山　実

　　大沢　炬1秦　順一＊

　Dysgenetic　male　pseudohermaphroditismや
mixed　gonadal　dysgellesisでは睾丸腫瘍の発症頻度が

高く，　Mulleerian　duct遺残として子宮を認める以外は

特記すべきことがないPersistent　mUllerian　duct症候

群ではその頻度が低いとされている．血漿アルドステ

ロン高値を示した右陰嚢内睾丸から腫瘍が発症した

Persistent　mUIIerian　duct症候群の1例に検討を加え

る期会を得た．我々は腹腔内であれ陰嚢迄下降しえた

睾丸であってもmUllerian　ductの遺残を認める症例で

は，睾丸のdysgeneticな性質は本質的に不変であって，

その経過観察にあたっては常に悪性腫瘍の発症に留意

すべきであると考えた．

　　　　　　　　　　　　（受付昭和62年1月8日）
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EFFECTS　OF　PRETREATMENT　WITH　STEROID

HORMONES　ON　THE　OVULATION　INDUCED

BY　GONADOTROPINS　IN　MIDDLE　AGED　MICE

　　　　　　Masataka　YUHARA，　Takao　MATSUOKA＊and　Koji　NIWA

Deparment　of　Allimal　Science，　Faculty　of　Agriculture，　Okayama　Univerity．

　　　　　　　　　＊Okayama　Prefectural　Takamatsu　Agricultural　High　SchooI

　　Abstract：ICR　mice　from　10　to　12　months　old　emerged　irregular　estrous　cycles　were　pretretreat－

ed　with　steroid　horrnones　before　inducing　ovulation　by　gonadotropins．The　mice　pretreated　with

carrler　as　a　control　showed　very　low　response　to　gonadotropills　for　inducing　ovulation：only　33－

50％of　the　Inice　ovulated　and　mean　number　of　eggs　ovulated　per　an　ovulated　mice　was　smal1（4．

5－8．7eggs），　However，83％of　the　mice　pretreaed　with　O．2mg　progesterone／mouse　given　twice　24

hours　apart　were　ovulated．　The　proportion　further　increased（100％）when　the　mice　pretreated

with　progesterone　after　estradio1（0．02ug／mouse）priming．　The　mean　number　of　eggs　ovulated　per

an　ovulated　mouse　also　illcreased（11．6－14．6　eggs）when　they　were　pretreated　with　the　steroid

hormones．　All　of　the　mice　ovulated　in　the　control　mice　were　at　metaphase　of　the　second

maturation　division（M－II）．　Although　the　proportion　of　the　eggs　ovulated　at　M－II　slightly

decreased（90％）in　the　Inice　pretreated　with　progesterone　alone，　very　high　proportions（98－100％）

of　the　eggs　were　ovulated　at　M－II　when　the　mice　were　treated　with　estradiol　before　progester・

one、　The　present　results　suggest　that　in　the　critical　aged　mice　showing　irregular　estrous　cycles，

response　to　the　exogenous　gonadotropins　for　ilユducing　ovulation　recover　when　the　mice　were

pretreated　with　progesterone．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Fertil．　Steril．33（1），144－148，1988）

i

Introduction

　　Manifestation　of　irregular　estrous　cycles　or

cessation　of　the　cyclicity　is　associated　with　aging

and　a　relatively　early　events　in　ratsl）and　Mice2・3）．

The　irregular　estrous　cycles　are　usually　followed

by　persistent　estrus，　which　in　turn　are　succeeded

by　repeated　pseudopregnancy，　and　finally　result

ln　perslstent　diestrus　characterized　by　atrophic

ovary，　Their　age－related　irregular　estrous　cycles

and　decline　in　fecundity　begin　as　early　as　8　to　lO

month　olds，　but　th　events　vary　greatly　with　colony

or　strain　of　the　species3）．　Several　investigators

demonstrated　　the　hormonal　changes　in

＊Present　adress

hypothalamus－pituitary－ovarian　system　with

aging　in　rats4・5〕and　mice6・7｝．　Flurkey　et　al．

documented　the　impared　secretion　of　plasma　LH，

prolactin　and　progesterone　at　proestrus　in　12

months　old　mice8）．　The　restoration　of　estrous

cyclicity　in　aged　rats　by　progesterone　treatment

has　been　reported　by　Everett9川．　It　was　also

suggested　that　progesterone　augmented　the　level

of　LHRH　irl　hypothalamus　and　enhanced　the

positive　feed　back　of　estrogen　to　gonadotropin

secretionli）。　ICR　mouse　colony　bred　in　our　labora－

tory　began　to　show　the　irregular　estrous　cycles

from　8　to　10　months　old，　followed　by　the　acyclity

at　15　to　20　months　olds．　Since，　in　the　mice　of　the

cololly，　the　respollse　to　gonadotropins　for　induc－

ing　superovulation　decreased　with　advancing　of

ご
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the　age，　the　present　study　was　to　examine　the

effect　of　pretreatment　of　progesterone　with　or

without　estrogen　priming　on　the　ovulation　in－

duced　by　gonadotropins　in　middle　aged　mice

showed　prolonged　diestrus．

Materials　and　Methods

　ICR　female　mice，　from　10　to　l2　months　old，　kept

in　a　air－conditioned（22±2℃）room　urlder　artifi－

cial　light｛light　on　O800　and　light　off　2200）and

provided　commercial　rodent　chow　and　tap　water

ad　libitum　were　used．　The　vaginal　smear　of　the

animals　was　examined　daily　for　3　weeks．　Only　the

mice　exhibited　diestrous　smears　consecutively　at

least　for　6　days　were　first　selected．　A　given　dose

of　progesterone　（Sigma　Chemical　Co．）and

estradiol（Sigma　Chemical　Co，）dissolved　in　O．1　ml

of　olive　oil（carrier）were　injected　subcutaneous－

ly．　The　first　injection　of　progesterone　or　estradiol

was　at　12000n　the　third　day　in　the　mice　which

showed　again　consecutive　diestrous　smears．

　　The　lnice　in　Group　l　were　injected　twice　with　O．

2mg　progesterone／mouse　at　intervals　of　24　hours．

In　Group　2，　the　mice　were　first　injected　with　O．02

μgestradiol／mouse　and　then　followed　by　injec－

tions　of　O．2　mg　progesterone／mouse　24　and　48

hours　later．　The　mice　in　Group　3　were　also　inject－

ed　with　O．02　ug　estradiol／mouse，　but　followed　by

injections　each　O、2　mg　progesterone／mouse　24，72

and　96　hours　later．　All　the　pretreated　mice　were

induced　to　ovulate　by　intraperitoneal　injections　of

51U　PMSG（Serotropin；Teikokuzoki　Seiyaku

Co，）on　the　day　of　final　progesterone　treatment

（1400）and　51U　hCG（Gonatropin；Teikokuzoki

Seiyaku　Co．）given　48　hours　apart．　As　a　control，

the　mice　were　injected　with　the　same　volurne　of

　carrier　and　induced　to　ovulate　by　injections　of

PMSG　and　hGC　in　the　same　manner　as　described

above，　At　14　to　16　hours　after　hCG　injection，　the

animals　were　slaughtered　and　the　ampullar　por－

tion　of　the　oviducts　was　put　in　saline　solution

containing　15％inactivated　rat　serum　and　O．1％

hyaluronidase（Sigma　Chemical　Co，），　The　eggs　ln

cumulus　mass　were　dissected　out　of　the　oviducts

and　the　number　of　eggs　shed　was　counted　under　a

microscope．　A　part　of　the　eggs　was　fixed　with

10％neutral　formalin　for　five　hours，　stained　with
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0．25％　aceto－1acmoid　in　45％　acetic　acid　and

examined　their　maturation　stage　by　a　phase・

contrast　mlCroscope．

Results

　As　shown　in　Table　1，　the　rate　of　ovulated　mice

increased　remarkably　when　they　were　pretreated

with　progeterone　alone（83％）compared　with

control　mice（33％）．　The　mice　in　Group　2　and　3

which　were　pretreated　with　a　combination　of

estradiol　and　progesterone　ovulated　perfectly

（100％），whereas　lower　proportions　of　the　cotrol

mice　in　Group　2（47％）and　3（50％）were　induced

ovulation．　Mean　number　of　eggs　ovulated　per　an

ovulated　mouse　significantly　increased　in　the

mice　in　all　groups　when　they　were　pretreated　with

steroid　hormones．　Thus　the　total　number　of　eggs

ovulated　in　the　steroid　hormone　pretreated　mice

Table　l．　Effects　of　progesterone（P）pretreatment

　　　　　　　　with　or　without　estradiol（E）priming　on

　　　　　　　　the　rate　of　induced　ovulation　by　PMSG

　　　　　　　　and　hCG　in　middle　aged　mice．

Group Pretreated
with噸

No．　of　No，　of

mice　　mlce
used　　　ovulated
　　　　　　　（％）

Total　No．　Mean　No．　of　eggs　ovulated

of　eggs　　per皿ouse（Mean±SEM）
ovulated

Used　　Ovulated

1

2

3

Control

P
｛twice）

Co！ltrol

EandP
｛t㍉vice｝

Control

EandP
（thrice｝

6

6

15

15

6

7

2〔33）

5（83）

7　（47）

15　（100）

3（5⑪）

7　（100）

9

73

55

174

26

85

1．5±0．5　　　4，5±⑪．5a

l2。2±3，0b　l4．6±2．1

3，7土1．1　　　7．9土1．1

11．6：ヒ1，2c　11．6±1．2

4，3±2．8　　8，7土4，6

12．1±3，3a　l2．1±3，3

　Values　indicated　by　superscripts　are　significantly　different　from　those　of

　control　in　each　group：aPくO．05；bP〈O．01；cP〈0、　OO1．

＊For　details　of　pretreatment，　see　text・

Table　2．　Effect　of　progesterone（P）pretreatment

　　　　　　　　with　or　without　estradio1（E）priming　on

　　　　　　　　the　maturation　stage　of　eggs　induced　to

　　　　　　　　ovulate　by　gonadotropins　in　middle　aged

　　　　　　　　mice．

Group Pretreated
with宰

No．　of　eggs

examined
塁゜繍辮

1

2

3

ControI

P（twice〕

Contro】

Eand　P（twice）

Control

Eand　P（thrice）

6

51

18

63

9

15

6（100）

46（90）

18（100）

62（98）

9（100）

15（100）

Abbreviations：M・II＝metaphase　of　second　maturation　divisien．

＊For　details　of　pretreatment，　see　text・
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in　each　group　increased　more　than　three　times

compared　with　that　in　the　respective　control　mice．

　　From　the　results　presented　in　Table　2，　it　can　be

seen　that　all　of　the　eggs　ovulted　in　the　control

mice　have　showed　metaphase　of　the　second　matu－

ration　division（M－II）．　The　proportion　of　eggs　at

M・II　slightly　decreased（90％）in　the　mice

pretreated　with　progesterone　alone，　but　estrogen

priming　before　progesterone　affected　favorably

on　the　completion　of　the　second　maturation　divi・

sion　of　the　eggs　and　very　high　proportions　（98－

100％）of　the　eggs　were　ovulated　at　M　II．

Discussion

　　The　present　results　clearly　demonstrate　that

progesterone　pretreatment　made　the　middle　aged

mice　showing　prolonged　diestrus　restore　their

ability　in　response　to　exogenous　gonadotropins

for　inducing　ovulation　and　ovulate　increased　num－

ber　of　eggs．　The　priming　of　estradiol　before

progesterone　pretreatment　seems　to　facilitate　the

effect　of　progesterone　by　which　the　rate　of　ovulat－

ed　mice　increased．　Although　it　has　been　well

recognized　that　the　administration　of　progester－

one　and／or　estrogen　induce　ovulation　in　regularly

cycling　mice12－14｝and　rats15），　the　results　obtained

in　our　previous　study（unpublisged）had　shown

that　none　of　the　aged　mice　showing　prolonged

diestrus　ovulated　after　administration　of　the　ster－

oid　hormone（s）．

　　Collins　et　aL　reported　that，　when　the　mice　were

induced　to　superovulate　by　the　injections　of　51U

PMSG　and　hCG，　the　number　of　eggs　ovulated

from　aged（12　to　16　months　olds）was　about　one

third　or　one　fifth　of　that　ovulated　from　the

younger　femalsユ6）．　This　result　was　guite　similar　to

that　obtained　from　the　present　study．　Although，　in

the　presnt　study，　the　number　of　eggs　ovulated

after　injecctions　of　gonadotropins　increased　to　l　l，

6－14．6eggs／an　ovulated　female　when　the　mice

were　pretreated　with　steroid　hormones，　it　was

almost　the　same　as　normal　females　ovulate　natu－

rally．

　　Transplantation　of　ovaries　from　acycling　old

rats　into　cycling　young　females　did　not　obstruct

normal　cyclicity　and　corpora　Iutea　formation　in

the　young　females，　but　cyclicity　of　the　old　rats
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was　not　resume　when　they　were　grafted　young

ovaries17）．　Furthermore，　the　temporal　restoration

of　ovulatory　cycle　in　aged　acyclic　rats　by　the

administration　of　progesterone9・10・17），　by　the　treat－

ment　of　drugs　such　as　norepinephrine　which

involved　in　neurotransmitter　metabolism，　and　by

the　electrical　stimulation　of　preoptic　hypoth－

alamusl7＞has　been　observed，　The　ovaries　of　criti－

cal　aged　animals，　therefore，　may　still　have　poten－

tiality　to　ovulate，　The　malor　cause　of　ovarian

failure　involved　in　the　prolonged　estrous　cycle

and　cessation　of　ovulation　may　not　be　in　ovarian

level　but　in　hypothalamus・pituitary　level．　The

present　results　implied　that　pretreatment　with

steroid　hormones　enhanced　the　receptivity　to

gonadotropins　in　the　aged　lllice　ovaries　and　result－

ed　in　a　increase　in　the　rate　of　ovulated　mice．　The

steroid　hormones　pretreated　in　the　present　experi－

ment，　however，　may　act　on　the　hypothalamus－

pituitary　level　as　well　as　the　ovarian　level　in　the

middle　aged　mice．

　　The　dosages　of　progesterone　and　estrogen　used

ill　the　present　experirrlent　were　higher　than　those

reported　elsewhere　for　the　ovariectomized

younger　mice．　Takahashi　et　al．　injected　O．25mg

progesterone／mouse　for　the　inductiuon　of　ovula－

tion　in　4－day　cycling　IVCS　mice12）、　While　the

precise　effects　of　dosage　of　progesterone　or

estradiol　were　not　examined，　the　results　obtained

in　the　present　study　clearly　showed　the

facilitative　effect　of　the　steroid　hormones　on　the

induction　of　ovulation　by　gonadotropins　in　the

animals　which　were　in　prolonged　diestrus．　It　has

also　been　reported　that　a　short　term　progesterone

treatment　prior　to　induction　of　ovulation　by

gonadotropins　results　in　the　resumption　of　heat

and　ovulation　in　the　acyclic　anestrous　cowl8）．　In

that　case　fertilized　eggs　were　obtained　from　two

of　three　cows　by　uterine　flushing．　Fertilizability

of　the　ovulated　eggs　was　not　examined　in　the

present　study．　Since，　however，　very　high　propor－

tions（90・100％）of　the　eggs　ovulated　from　the　mice

pretreated　with　steroid　hormones　were　at　M－II，

higher　proportion　of　fertilized　eggs　might　be

obtained　in　the　pretreated　mice　if　they　were

mated．

　　These　results　provided　us　the　idea　that，　by　the
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pretreatment　of　the　proper　dose　of　the　steroids，

more　eggs　could　be　obtained　from　the　aged　ani－

mals　which　ovaries　are　hard　to　ovulate　but　still

have　the　potential　ability　when　the　animals　were

injected　gonadotropins．
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加齢マウスの誘起排卵に及ぼす

ステロイドホルモン前処理の効果

岡山大学農学部家畜繁殖学研究室

　　＊　岡Lil県高松農．業高等学校

湯原正高・松岡隆雄＊・丹羽皓二

　不規則な発情周期を示している10－12ヵ月齢のIC

R系のマウスに対して性腺刺激ホルモンによる誘起排

卵の前処理としてステロイドホルモンを注射した．ス

テロイドホルモンの代わりにその担体（オリーブ油）

だけを注射した対照マウスは誘起排卵のために投与し

た性腺刺激ホルモンに対する感受性が極めて低かった．

すなわち，33－50％のマウスだけが排卯し，排卵マウ

ス当たりの平均排卵卵子数も少なかった（4．7－8．7個）．

しかしながら，1匹当たりprogesterone　O．2㎎を24時

間あけて2回注射したマウスでは83％が排卵した．
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estradiol（0．02ug／マウス）を注射した後にprogester－

oneの前処理を行ったマウスでは，その反応率は史に増

加した（100％）．これらのステロイドホルモンで前処

理した場合，排卵マウス当たりの平均排卵数もまた増

加した（11．6－14．6個）．対獺マウスの排卵卵子はすべ

て第2成熟分裂中期（M－11）であった．progesterone

だけで前処理を行ったマウスではM－11期に到達して

いる排卵卵子率は対照マウスより若干少なかったが（90

％），progesteroneの前にestrogenを注射して前処理

を行ったマウスではM－11期を示した卵子率が極めて

高かった（98－100％）．これらの結果から，不規則な

発情を示す臨界期の年齢にあるマウスの誘起排卵にお

いて，progesteroneの前処理は外因性性腺刺激ホルモ

ンに対するマウスの反応性を高めることが示唆される．

　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年2月19日）
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　著者らは卵巣から血管造成因子の分離を試みているが，血管造成因子の活性は試験物質をポリマー

でフィルム状に固めマウスの腹直筋筋膜上に移植することにより検出している．しかし微量でも活性

をll三確に早く検出できるようにするため方法をさらに改良する必要性に迫られている．今回血管造成

作用を有するウシ卯胞液の酸性ムコ多糖分画を用いて，フィルム上への血管の増殖に影響する要因に

ついて検討したが，得られた結果は以下の通りである．

　1）フィルムを移植する際に誤って血管を破り肉眼的に明らかな出血をみる場合がある．ポリマー

のみを移植すると出血のない場合は，4．8％のフィルムに，また出血した場合は25％のフィルムに血

管の増殖が観察され，血管造成能の判定に出血は有害であると推察された．

　2）移植フィルム片としては試験物質を含むフィルムのみからなるものが最も良く，また太さも1

mm角で良いことが明らかにされた．

　3）移植前にフィルム片を生理食塩液に浸漬させることにより，血管造成因子の活性はより強く検

出されるようになった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．33（1），149－154，1988）

緒　　言

　卵胞発育過程の各時期の卵胞壁血管構築と血流に

ついて調べると，卵胞の発育にともなって血流量の

増大や透過性の充進のみならず，壁血管床の急激な

量的増加が観察される，6箸者らはこのような観察結

果をふまえて卵巣に血管造成因子の存在を推定し，

その分離を試みてきたが，すでにマウス，12・14）ウシ，13｝

ニワトリ15）の卵巣抽出物質に血管造成作用のあること

を認めるとともに分子量35KDの蛋白，酸性ムコ多

糖様因子を含む複数の血管造成因r一を分離している．

　血管造成因子の活性を検出するに際し，著者らは

エチレンビニルアセテートコポリマー7）で試験物質を

固めフィルム状とし，マウスの腹直筋筋膜上に移植

する方法を用いている．14）血管増殖の程度は試験物質

の量と移植後の日数に比例して増大するので本法は

血管造成因子の活性の測定法として十分利用できる

が，さらに血管造成因子の精製を進め，微量でもそ

の活性をできるだけ早く正確に検出できるようにす

るため現在用いている方法をさらに改良するととも

に結果に影響する要因をできるだけ一定にする必要

性に迫られている．今回血管造成作用を有するウシ

卵巣の酸性ムコ多糖分画を用いてフィルム上への血

管の増殖に影響する要因について検討したので報告

する．

実験材料および方法

　A．ウシ卵胞液からの酸i生ムコ多糖の分離

　卵胞液の調整は前報13）に準じ，また酸性ムコ多糖の

分離はSchillerらの方法17｝を参考にして行ったが概
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要は以下の通りである．

　屠殺場で屠殺後約30分以内に採取したウシ卵巣を

4℃に保持した生理的食塩水に浸漬して実験室に持

ち帰り，直径5mm以上の卵胞から卵胞液を注射器で

吸引採取した．吸引採取後，遠沈（10，000×9，20

分，4℃）し，上澄液を卵胞液とし凍結乾燥して使

用するまで一20℃に保存した．

　酸i生ムコ多糖の抽出に先だち，卵胞液の凍結乾燥

粉末をその体積の約10倍量のアセトンにけん濁し，

かくはんした後，遠沈（1000×9，15分，室温）し，

沈澱分画を減圧下に放置し，脱脂乾燥粉末を作製し

た．前報4）に準じて調整した活性化パパイン20㎎を

含む20mlの酢酸緩衝液に上記粉末500　mgをけん濁

し，65℃でインキュベートした．12～16時間後，新

しく調整したパパイン10㎎を含む溶液1mlを追加

し，さらに24時間インキュベートした．つづいてト

リクロル酢酸（TCA）を加え（終末濃度5％W／V），

4℃に3時間放置し，遠沈（3000x9，15分，室温）

して得た上澄を24時間蒸留水に対して透析した．透

析期間中に生じた沈澱物を遠沈（3000×9，15分，

室温）により除去した後，そのh澄に2％酢酸（99．5

％）を含む3倍量のエタノールを加え，沈澱したも

のを遠沈（3000×9，15分，室温）して集めた．さ

らに沈澱物を酢酸を含まないエタノールで洗浄し，

酸性ムコ多糖分画とした．沈澱を蒸留水に溶解させ

た後，カルバゾール・硫酸反応（BitterとMuirの方

法v）によりグルクロン酸を標準物質として酸性ムコ

多糖量を測定し，その：量を推定した後適当量に小分

けして凍結乾燥し，使用まで一20℃に保存した．

B．移植フィルムの作製

　エチレンビニルアセテートコポリマー（ポリマー）

を99．5％エタノールで3回洗浄し，最終濃度が12％

（W／V）になるよう塩化メチレンに溶解させた。ポリ

マー溶液と酸性ムコ多糖分画を含むポリマー溶液を

作製し，ポリマーのみ（A），酸性ムコ多糖を含むポ

リマー（B）およびその片側（2枚重ね，C＞，両側

（3枚重ね，D）をポリマーで被覆した4種類のフィ

ルムを作製した，いずれもポリマー溶液をスライド

グラス上に滴下した後，水流式アスピレーターを用

いて弱い減圧ドで塩化メチレンを蒸発させフィルム

状とした．このようにして作製したフィルムをハサ

ミで2mm角に，またフィルムの大きさと血管造成の

程度の関係を調べるためには1，2，3mm角に細断

し，フィルム断片をプラスティックシャーレに付着

させフィルムの方向性を明確にして保定し移植用フ

ィルム片とした．なお1フィルム片当り100μgの酸

性ムコ多糖が含まれるように調整した．

C．移植フィルム片の前処理

　移植フィルム片に2時間紫外線を照射し，つづい

て生理食塩液に30分ほど浸漬した後マウスに移植し

た。しかし生理食塩液に浸漬するためにシャーレに

生理食塩液を注ぐと，フィルム片がシャーレから離

れ生理食塩液表面に浮遊する場合がある．このよう

にシャーレから離れ，生理食塩液表面に浮遊したフ

ィルム片の表裏の確認には時間がかかり，移植手術

の所要時間が長くなる原因となっている．そこで移

植フィルム片を生理食塩液に浸漬する必要性につい

て明らかにするため一部については生理食塩液に浸

漬せずに移植した。

D，フィルム片の移植方法

　4・一・・5週齢の雌マウス（JCL－ICR）を用い，エー

テル麻酔下で皮膚の正中線を切開し，フィルム片を

腹直筋筋膜外壁に1匹当り左右1個つつ移植した．

また移植後10，15および20日に動物を殺し，フィ

ルムへの血管増殖の程度を観察した．フィルム片を

移植する際，ピンセットで皮膚と筋膜を分離し，そ

の間隙にフィルムを挿入するが，まれに周辺の血管

から出血し，血液に移植フィルム片が浸潤する場合

がある．そこでポリマーのみからなるフィルム片を

移植し，それと同時に移植部位周辺の血管を破り，

出血させ，出血した血液の血管増殖におよぼす影響

についても検討するという試験も行った．

E．血管造成の程度の判定

　移植後10，15および20日に動物を殺し，フィル

ムを周囲の組織とともに取り出し，実体顕微鏡や倒

立顕微鏡ドでフィルム上への血管の増殖の程度を観

察した．なお移植片周囲に一血液が浸潤し，浮腫様の

症状を呈したものを炎症反応とした．また移植した

フィルム数に対する血管増殖の観察されたフィルム

数の割合，およびフィルム上での血管分布の程度を

下記のように5段階に分類し，それぞれにO，1，

2，3，4の得点を与えて血管造成の程度を数量化

しその平均値を求めることの2通りの方法により血

管造成活性の判定を行った．O，血管造成の認めら

れないもの；1，直径10μm以下の分岐した毛細血

管の観察されるもの；2，1－一　2本の直径10μm以

上の血管とそれより分岐した毛細血管からなるもの；

3，3本以上の直径10μm以上の血管とそれより分

岐した毛細血管からなるもの；4，直径10μm以上

の血管とそれより分岐した毛細血管がフィルム上で

網を形成しているもの．なお血管造成活性は移植フ

ィルム片20　・一　30の結果の平均値として表わした．

’

‘
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結　　果

A．出血の影響

　酸性ムコ多糖を含まないフィルム片を用い，移植

部位周辺の」血管を人為的にピンセットの先で破り出

血させフィルム周囲に血液が浸潤した場合の影響に

ついて調べた（図1）．出血のない場合，血管造成は

4．8％（2／42），血管造成の程度は0．1±0．5の値を示

した．出血を誘起した場合，血管造成のみられたフ

ィルムは25％（10／40）と増加し，血管造成の程度

も0．4±0．6と増大した．

B．生理食塩液に浸潤させることの影響

　移植前に2枚重ねのフィルムを生理食塩液につけ

ても，つけなくても図2に示されるように移植後血

管の造成が観察され，その程度も移植後経時的に増

大したが，移植後10，15，20日のいずれにおいても

移植前に生理食塩液に浸漬した方がより強い活性を

示している．

C，フィルムの形状

　1フィルム片当り100μgの酸性ムコ多糖分画が含

まれる1mm角，2mm角，3mm角のフィルムを作製し，

移植後経時的にフィルム上への血管造成の様子を観

察した（図3）．フィルムへの血管造成は1mm角にお

いても十分誘起され，移植後10日目には812％の

フィルムで血管造成を示し，血管造成の程度も1．5と

相対的に高い値を示した．また2mmや3mm角におい
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Fig．3　Neovascularization　induced　by　the　acid

mucopolysaccharide　fraction　prepared　from

bovine　follicular　fluid．　The　film　containing

acid　mucopolysaccharide　were　cut　into

squares（1×lmm，；2×2　mmρ；3×3mm，口）

and　implarlted　onto　the　lateral　wall　of　the

sheath　of　the　m．　rectus　abdominis　in　mice．

Each　implant　contains　100μg　of　the　mate・

rials．　Each　value　is　the　mean±S．　D．
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　つぎにフィルムの構成すなわち被検物質を含むフ

ィルムの片側，両側をフィルムで覆うことの意義に

ついて検討した（図4）．酸性ムコ多糖を含むフィル

ムのみを移植した場合，移植後10日で70％のフィ

ルムに血管造成が観察され，血管造成の程度も1．7を

示している．2枚重ね，3枚重ねの場合も移植後経

時的に血管の造成の程度は上昇したが，移植後10，

15日においては酸性ムコ多糖を含むフィルム1枚を

移植した場合にくらべ，血管造成の程度は低くなっ

ている．

考　　察

　組織や器官が分化し，それぞれが固有の形態と機

能をもつようになるとお互いの情報の伝達，あるい

は02，CO2，栄養素や老廃物の運搬が必要となり，そ

の経路として血管が発達してくる．血管の分岐は固

定したものではなく，動的であり，組織や器官の機

能に同調して変化し，とくに末端の毛細血管網の分

布においては顕著な変化が観察される．3）このような

ことから毛細血管の構築を明らかにすることは化学

情報物質の作用を知る上で重要であり，また毛細血

管がどのようにして新しく作られたり，退行したり
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Fig．4　Neovascularization　induced　by　the　acid

　　mucopolysaccharide　fraction（AMPS）pre・
　　pared　from　bovine　follicular　fluid．■，　AMPS

　　embedded　in　polymer，　and　AMPS　embedded

　　in　polymer　and　covered　by　polymer　at　one－

　　side（O）or　both－sides（□），　The　films　were　cut

　　into　squares（approximately　2　x　2　mm）and

　　implanted　on　the　lateral　wall　of　the　sheath　of

　　the　m．　rectus　abdominis　in　mice．　Each

　　implant　contains　100μg　of　the　materia1．

　　Each　value　is　the　mean±SD．

しているかは細胞学的にも興味ある現象である．

　著者らは卵巣における毛細血管の動態につてい形

態学的に検討するとともに毛細血管の新生退行を調

節している因子の分離を試みてきたが，血管造成因

子として35KD蛋白や酸性ムコ多糖様因子を同定し

ている．12－15）血管造成因子を分離するに際し著者らは

フィルム状に固めた被検物質をマウスの腹直筋筋膜

外壁へ移植して検討しているが，同一フィルムを経

時的に観察するのは困難であるものの，移植手術が

容易であり，多数の試験物質の血管造成の判定が可

能である．フィルム上への血管造成の程度は，移植

したフィルム数に対する血管増殖の観察されたフィ

ルム数の割合やフィルム上での血管分布の程度を顕

微鏡下で5段階に分類し，それぞれにO，1，2，

3，4の得点を与えることにより数量化した．著者

らはこのような検定および判定法により血管造成因

子の精製を試みているが，精製が進むにつれ急激に

その収量が低下することを経験しており，活性の検

定に必要な量を少量化すること，また試験物質の血

管造成活性に影響する要因をできるだけ一定にする

ことなど活性の検定法をより精密化する必要正に迫

られている．そこで今回活性の検定に際して結果に

影響をおよぼすと考えられる移植時の周辺血管から

の出血，フィルム片の移植前の処理方法，フィルム

の形状について検討し，従来の方法の妥当性を証明

するとともに2，3の注意すべき点あるいは改良で

きる点を見い出した．

1．出血について

　移植に際してエーテルで麻酔させてマウスを保定

し，腹部の毛を刈り取り，アルコールで洗浄後，正

中線を切開し，ピンセットで皮膚と筋膜を分離し，

その間隙にフィルムを挿入する．皮膚と筋膜問には

横断的に走行する血管の観察されることが多いが，

ていねいに操作するとこの血管を破ることなくフィ

ルム片を移植できる．しかし，まれに麻酔が不十分

であったりして動物が動き，ピンセットの先で血管

を破り出血をみることがある．この場合フィルムは

当然ながら流出した血液に浮遊し，すでに血球を周

囲にもつことになる．このような不慮の出血により

貯留した血液は移植後10日で組織学的には観察され

なくなるのですみやかに吸収されると考えられるが

フィルムの血管造成能にどのように影響するかを知

ることは移植の実際面で重要である，図1に示した

ように出血の観察された部位に移植したフィルム片

の血管造成率は上昇しているので出血が観察された

場合，移植を中ILしたり，また血液で汚染したフィ

ルムは生理食塩液で十分洗浄し別の個体に移植した
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方が良いと考えられる．セロトニン，ブラディキニ

ン，ヒスタミンなどのような炎症反応誘起作用をも

つ物質による血管の造成過程では血管造成に先だっ

て移植フィルム周囲に血球の侵入が観察される．19ぽ

た活性マクロファージや血小板によっても血管造成

が誘起されることが報告されている．S・10）」こでいっ

出血とは人為的にフィルム周辺に血球の侵入という

炎症状態を作出したことを意味しており，このこと

により血管の造成が誘起されたと考えられる．

2．生理食塩液によるフィルムの前処理

　フィルム片はプラスティックシャーレに付着させ

て保持し，紫外線照射による滅菌を行なう．つづい

て生理食塩液に浸漬し，その後移植するが，生理食

塩液をプラスティックシャーレに注ぐとフィルムが

シャーレから離れる場合がある．シャーレから離れ

たフィルム，特に2枚重ねのフィルムにおいてはそ

の表裏の同定に時間がかかる．生理食塩液に浸漬せ

ずに移植しても良ければ移植に要する時間を短縮で

きる．しかし結果に示されるように生理食塩液に浸

漬したものの方が血管造成活性は強く検出されてお

り，生理食塩液に浸漬することの重要性が確認され

た．

3．フィルムの形状について

　試験物質をポリマー溶液に均一に混和する場合，

緩和中に塩化メチレンが蒸発し容易に固化するので，

すばやく上手に行なうことが必要である，また移植

するフィルムが小さければ小さいほど少量の試験物

質がコンパクトに固められ局所的に高い濃度を作る

ことができ検定に用いる試験物質を少量化できると

推察できる．現在までは2mm角や3mm角のフィルム

片を使ってきたが，今回1mm角のフィルム片を用い，

1フィルム片に含まれる酸性ムコ多糖量を一定にし

て，3者の血管造成誘起における優劣を比較検討し

てみた．この結果移植後20日では2mm角，3mm角の

方が強い血管造成活性を示すものの，移植後10日で

は1　mm角の方が優れておD，1mm角のフィルム片を

用いて血管造成因やの活性を十分検出できると思わ

れる．

　現在まで試験物質を含むフィルムの片側あるいは

両側に試験物質を含まないフィルムを重ね合せ，2

枚重ね，あるいは3枚重ねにしたフィルムを用いて

血管造成因子の活性を検出してきたが，今回試験物

質を含むフィルムのみを移植してその血管造成活性

の検出における優劣を比較検討してみた．両側をフ

　ィルムで固めサンドイッチ状にしたフィルムあるい

は試験物質を含むフィルムのみを移植する場合フィ

ルムの方向性を考えずに移植できる．しかし2枚重
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ねの場合は方向性に注意して移植する必要がある．

2枚重ねのフィルムにおいては移植後周囲に侵出す

る試験物質の量にフィルム面で差ができると推察さ

れる．事実試験物質を含む側により多くの血管が観

察された．3枚重ねのフィルムにおいてはフィルム

切断面に強い血管の造成が観察された．1枚からな

るフィルムはわん曲しやすく，フィルム断片を作製

するのが多少困難であったが，2枚，3枚重ねのも

のにくらべより早期に血管の増殖が観察され，活性

も強く検出された．

　以上のことから血管造成活性の検出に際しては，

試験物質を含むフィルムを1mm角に細断し，生理食

塩液に浸漬させた後出血を避けて移植するのが最も

良いと思われる．

　著者らがマウス卵巣から血管造成因子を分離して

以来，ヒトやブタの卵巣にも血管造成因子の存在す

ることが報告されている．4，8）卵巣の血管造成は卵胞の

発育と深く関係していると思われるが卵胞の発育は

主としてゴナドトロピンにより促進される，ゴナド

トロピンの作用発現は第1に卵巣内血管網6），第2に

血流量2），第3に毛細血管の透過性2），第4にゴナド

トロピンレセプター9・11）やゴナドトロピン結合抑制因

子16・18）の量などに影響される．第2－一　4の条件はすべ

て第1の卵巣内血管網の変化により影響されること

からゴナドトロピンの卵胞発育の調節機構を明らか

にする上で血管網の調節機構を明らかにすることが

重要である．どのようにして血管分布，血管構築が

調節されているかは血管造成因子の動態と深く関係

していると推察される．この問題の解明のためには

血管造成因子の性状を明らかにすることが必要であ

るが，今回明らかにされた活性検定法の改良できる

点をふまえて血管造成因子の更なる精製を試みてい

る．
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　　　Technical　factors　influencing

the　activity　of　the　angiogenic　factor

　　　　　　　　from　bovine　ovaries

Eimei　Sato，　Ibuki　Kanayama

　　and　Takehiko　Ishibashi

Department　of　Animal　Science，

　　　Faculty　of　Agriculture

　Kyoto　University　Kyoto　606

　　In　recent　years，　ovarian　angiogenic　factor　was

identified　in　the　extract　of　mouse　nonluteal　ovaries

and　bovine　follicular　flujd（bFF）by　implanting　the

extract　embedded　in　ethylenevinylacetate
copolymer（polymer）on　the　lateral　wall　of　the

sheath　of　m．　rectus　abdominis（lateral　wall）in　mice，

and　acid　mucopolysaccharide（AMPS）fraction　of

bFF　has　been　shown　to　contain　a　potent　inducer　of

angiogenesis．　In　this　study，　some　technical　factors

influencing　the　angiogenic　activity　of　AMPS　frac－

tioll　of　bFF　has　been　clarified．

1．Neovascularizing　activity　of　the　polymer　was

　　potentiated　by　iInplantation　of　the　poIymer　on

　　the　bleeding　tissue　of　the　lateral　wal1．

2．1×1mm　square　film　containing　lOOμg　of　AMPS

　　induced　neovascularization　in　a　tilne。dependelユt

　　manner，　and　it’s　degree　of　neovascularization

　　was　comparable　to　those　of　2×2and　3×3　mm

　　square　films　containing　the　same　amount　of

　　AMPS．

3．Three　types　of　films，　i，　e．，　a）the　extract　embed－

　　ded　in　polynier；and　the　extract　embedded　in

　　polymer　and　covered　by　polymer　at　one・side（b）

　　or　both　sides（c），　were　prepared　and　examined　for

　　angiogenic　activities，　The　pattern　of　distribution

　　of　newly　formed　capillaries　were　different　among

　　a，band　c，　however　they　induced　neovasculariza・

　　tion　in　a　time－dependent　manner，　and　the　largest

　degree　of　neovascularization　was　observed　in　the

　　type　a　film　at　10　and　l5　days　after　implantation．

4・The　angiogenic　activity　of　the　film　containing

　AMPS　was　potentiated　by　immersion　of　the　film

　into　the　physiological　saline　solution　before　inl－

　plantation．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年4月9日）
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XENOGENOUS　FERTILIZATION　OF　BOVINE

FOLLICULAR　OOCYTES　IN　RAT　UTERUS

　　　　　　　　　　　　Hirotada　TSUJII

Department　of　Animal　Breeding　and　Reproduction，

　Faculty　of　Agriculture，　University　of　Shinshu

　　Abstract：Maturation　and　fertilization　of　bovine　follicular　oocytes　in　vitro　and　in　the　rat　uterus

were　studied．　The　bovine　follicular　oocytes　were　cultured　for　28－30　hours　in　the　uterus　of　rats　at

different　stages　of　estrous　cycle．　The　development　of　the　oocytes　was　not　influenced　by　the

estrous　cycle．　MII　maturation　was　achieved　by　11．8％of　the　oocytes．　This　rate　was　lower　than

that（63．9％）obtained　by　in　vitro　culture．　Thirty－three　bovine　oocytes　matured　in　the　rat　uterus

were　co－cultured　in　the　rat　uterus　with　the　spermatozoa　capacitated　in　the　rat　uterus．　Fertilization

of　bovine　ova　was　confirmed　in　the　rat　uterus．　The　ova　recovered　from　the　rat　uterus　included　8

sperm－penetrated　ova．　Two　of　them　showed　the　fernale　and　male　pronuclear　formation．　This　fact，

despite　a　lower　rate　cornpared　to　10．8％by　in　vitro　fertilization，　verified　the　possibility　of

xenogenous　maturation　and　fertilization　of　the　bovine　follicular　oocytes　in　the　rat　uterus・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steri1．33（1），155－159，1988）

Introduction

　　Successful　birth　of　a　live　calf　from　an　oocyte－

transferred　recipient　by　irl　vitro　fertilization　has

so　far　been　achieved　by　Brackett　et　a1D．　in　1982

using　ovulated　oviducal　oocytes　and　by　Hanada2｝

in　1986　using　follicular　oocytes，　Successful　in　vitro

fertilization　is　rare　in　cattle　con、pared　to　other

small　and　mediuln－sized　allimals．

　　Transfer　of　oocytes　into　the　genital　organ　of　a

different　animal　species　is　another　method．of　in

vitro　fertilization．　This　is　called　‘‘xenogellous

fertilization”、　Using　this　method，　Bedirian　et　al3）．

succeeded　in　fertilization　of　bovine　follicular

oocytes　in　the　porcine　oviduct．　Hirst　et　a14｝．　and

Trounson　et　al5）．　accomplished　the　same　success

using　the　oviduct　of　pseudopregnant　rabbit　as　a

recipient．　Xenogenous　fertilization　in　smaller　lab・

oratory　animals　has　not　been　attempted　so　far．

The　purpose　of　this　study　is　to　examille　the　feasi－

bility　of　Inaturation　and　fertilization　of　bovine

follicular　oocytes　in　the　rat　uterus　and　to　compare

the　results　of　xenogenous　fertilization　with　those

of　completely　in　vitro　fertilization．

Materials　and　Methods

　　Collection　of　bovine　follicular　oocytes：Ovaries

from　108　Holsteins　sacrificed　at　a　slaugher　house

were　used．　The　ovaries　removed　were　placed　in　a

container　of　physiological　saline　controlled　st

30－35℃and　transported　to　the　labolatory　within　l

hour　after　slaughter．　After　wiplng　off　blood　and

other　foreign　matter　from　the　ovarian　surface，

follicular　oocytes　were　sorted　out　in　accordance

with　the　sizes　of　follicles　by　aspiration　using　a

glass　pipette．　Follicles　of　2－6mm　in　diameter　hav－

ing　a　morphologically　compact　vitellus　and　two

or　more　layers　of　cumulus　complex　were　selected

for　the　experiment．

　　Culture　medium：The　culture　medium　used　for

transfer　and　nユaturation　of　follicular　oocytes　con－

sisted　of　Ham’s　F12　containing　10％fetal　calf

serum（FCS）and　20％　bovine　follicular　fluid

（BFF）6・7）．　Ham’s　F12　was　supplemented　by　1001U／
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ml　of　crystalline　penicillin　G　and　50μg／ml　of

streptomycin　sulfate．　FCS　and　BFF　were　heat－

inactivated　at　56℃　for　30　rninutes　prior　to　use。

　　Semen：Frozen　semen　from　Japanese　black

cattle　was　used，　At　the　time　of　use，　it　was　quickly

dissolved　ill　lukewarm　water（35℃）．　It　was　diluted

two－fold　with　a　BO　medium（Brackett　and　Oli・

phant，　1975）8｝and　　then　　washed　　twice　　by

centrifugation　at　300　rpm　for　5　minutes．

　　In　vitro　fertilization：Using　the　same　culture

medium，10　cumulus　oocyte　complexes　were

enwrapped　in　500μ1　droplets　with　paraffin　oil　and

cultured　for　28　hours　at　37℃　in　a　CO2　incubator

with　5％CO2　and　95％air．　Sperms　were　capacitat－

ed　6－8　hours　of　incubation　under　the　above－

described　conditions　ill　a　CO2　incubator　using　BO

medium＋2mM　caffeine十BFF8）．　On　collfirming

the　propagation　and　full　expallsioll　of　the　cumulus

complexes，　matured　oocytes　were　transferred　to

500μlof　paraffin－oil　enwrapped　droplets，　and

1．2×106／ml　of　sperms　were　added　to　the　droplet

containig　10・15　matured　oocytes．　The　mixture　of

oocytes　and　spermatozoa　was　co－cultured　fol噂

15－18hours．

　　In　vivo　fertilization：The　recipients　used　were

mature　female　Wistar　rats（250－350g）mail1－

tained　in　our　Laboratory　in　air・conditioned　quar・

ters　with　free　access　to　food　and　water．　Lighting

was　provided　for　12　hours　daily　from　6：00　a．　m．

They　were　fed　with　Purina　chow　and　water　ad

libitum．　By　vaginal　smear　cytology　carried　out

daily　in　the　morning，　only　aninユals　exhibiting　at

least　two　regular　4－day　cycles　were　chosen．　For

maturation　of　follicular　oocytes　in　the　rat　uterus，

sperm　capacitation　and　fertilization　by　transfer，

the　rats　were　anesthetized　by　intraperitoneal

injection　　of　pentobarbital　sodium　　to　　place　　a

rnidline　incision　and　ligate　the　upPer　Portion　of

the　uterine　cervix　with　silk　suture．　A　small　hole

was　then　punctured　with　a　kneedle　in　the　upper

region　of　the　uterus　to　transfer　the　oocytes　or

spermatozoa　using　a　glass　pipette．　For　matura・

tion，　the　bovine　follicular　oocytes　were　incubated

for　28－30　hours　in　the　rat　uterus．The　effect　of　rat

intrauterine　environments　（estrous　cycle）　on

maturation　of　the　bovine　follicular　oocytes　was

examined　in　16　rats．　Capacitation　of　the　bovine

spermatozoa　was　carried　out　by　incubation　for

6－8hours　in　the　diesterous　rat　uterus　in　which

the　sernen（twice　washed　with　BO　after　thawillg）

was　injected．　The　oocytes　and　spermatozoa　were

recovered　by　flushing　the　rat　uterus　with　the

culture　medium．　The　recovered　oocytes　were

examined　with　a　phase－contrast　microscope．　The

normally　lnatured　oocytes　and　capacitated　sper－

matozoa　were　transferred　simultaneously　into　the

diestrous　rat　uterus，　co－cultured　for　l6－18　hours

and　then　recovered．

　　After　the　co・culture，　some　of　the　ova　were

stained　by　the　Tarkowski’s　method．9｝By　micro－

scopic　examinatiorl　（x400－x1000），　they　were

divided　int〔〕fertilized　o～・a，　nonfertilized　ova　with

sperm　penetrat｛on　into　the　zona　pellucida　and

degenerated　ova．

　　Statistical　analysis　was　carried　out　by　X2　test，

P＜O．05was　defined　as　significant。

Results

　　Diameter　and　yield　of　follicular　oocytes：

Regardless　of　the　estrous　cycle，　the　number　of

follicles　fro1110ne　slaughtered　cattle　averaged　17．

5，Follicles　of　3－5mm　in　diameter　amounted　to

approximately　50％of　the　tota1．　Follicles　of　l－

2mm　amounted　to　37％．　The　remaining　13％col1－

sisted　of　follicles　measuring　larger　than　6mm　ill

diameter．　The　collection　rate　of　oocytes　was

highest　from　follicles　of　3－5mnl　in　diameter，　re－

presenting　an　average　of　8．3　counts／cow（Table

1）．In　this　experiment，　oocytes　obtained　form

follicles　of　3－5mm　ill　diameter　were　used．　These

follicular　oocytes　correspond　to　the　germinal

vesicle　stage　having　a　germinal　vesicle　and

nuclear　sap．　At　this　stage，　the　oocytes　were　dis－

tinctly　surrounded　by　granulocytes．

　　In　vitro　fertilization：Incubation　for　28　hours　of

305morphologically　normal　follicular　oocytes

resulted　in　maturation　of　19500cytes（63．9％）into

metaphase　II（MII）．　Insemination　of　19500cytes

co－cultured　until　MII　resulted　in　39．0％（76／195）

sperm　penetration　including　polysperlny，　Female

and　Inale　pronuclear　formation　was　foulld　in　210f

the　inseminated　oocytes，　and　27．6％of　the　spernユー

penetrated　oocytes　achieved　fertilization（Table

2）．
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Table　1．　The　size　and　yield　of　follicles　per　cow．

Diameter
　　（mm）

No．　of　follicles

　　　　　　　　　（％）

No．　of　follicles

per　cow

Co！lection
rate　of　oocytes（％）

1～2
3～5
6～9
10〈

708

945
156

110

（36．8）

（49．3）

（8．1）

（5．7）

6．5

8，6

1．4

1．0

45．9

49．2

39．7

37．3

n＝108cows

Table　2． The　rates　of　MII　maturatlon，

fertilization　ln　vltro．

sperm　penetration　and

No　of　oocytes

Cultured Maturing　to　MII（％） Sperm　penetration（％） Fertilized（％）

305 195 （63．9） 76 （39．0） 21 （10．8）

Table　3．　The　rates　of　recovery　and　MII　maturation　of　bovine

　　　　　　　　　follicular　oocytes　from　and　in　the　uterus　of　rats　at

　　　　　　　　　each　estrous　stage．

No　of　oocytes

Estrou　stage n　　Transferred　Recovered（％）　　Maturing　to　MII（％）　　Degenerate（％）

Proeserous

Estrous

Metaestrus

Diestrus

3　　　　　　　　　41　　　　　　　　　　　　36　　　（87．8）　　　　　　　　　　　5　　　　　　　（13．9）　　　　　　　　　6　　　　（16。7）

3　　　　　　　　　32　　　　　　　　　　　　28　　　（87．5）　　　　　　　　　　　2　　　　　　　（　7．1）　　　　　　　　10　　　　（35．7）

2　　　　　　　　　32　　　　　　　　　　　　26　　　（81．3）　　　　　　　　　　　3　　　　　　　（11．5）　　　　　　　　　8　　　　〈30．8）

8　　　　　　　　102　　　　　　　　　　　　88　　　（86．3）　　　　　　　　　　11　　　　　　　（12，5）　　　　　　　　15　　　　（17．0）

Total
10　　　　　　　　207　　　　　　　　　　　178　　　（86．0）　　　　　　　　　　21　　　　　　　（11．8）　　　　　　　　39　　　　（21．9）

Table　4． The　rates　of　sperm　penetration　and　fertilization　of

bovine　follicular　oocytes　in　the　rat　uterus・

No　of　oocytes

Tarnsferred Recovered Sperm　penetratlon Fertilized

33 30 8 2

～　sY

Fig．1　Abovine　ovum　that　formed　female　and　male

　　　　　　pronuclei・in　the　rat　uterus・

　　Xenogenous　fertilization：The　effects　of　the

differences　in　the　rat　estrous　cycle　on　the　develop・

ment　of　bovine　follicular　oocytes　are　shown　in

Table　3．　The　recovery，　degeneration　and　MII

nlaturation　of　the　follicular　oocytes　transferred

into　the　rat　uterus　were　not　affected　by　the

estrous　cycle．　The　average　of　11．8％of　bovine

follicular　oocytes　were　matured　in　the　rat　uterus．

　　Table　4　shows　fertilization　of　the　bovine　fol－

licular　oocytes　in　the　rat　uterus．　Thirty－three

normal　matured　oocytes　were　inseminated　with

the　capacitated　sperms　in　the　rat　uterus．　After　16

to　l8　hours　of　co・culture，300va　were　recovered

from　the　rat　uterus．　Of　these　30，　sperm　penetra一
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tlon　、vas　found　in　8　0va　which　included　2　sper－

matoova　with　female　and　male　pronuclear　forma・

tlo11（Fig．1）．

DiSC皿ssion

　　Sreenan　（1970）10）　reported　that　cow　oocytes

failed　to　cleave　in　estrous　rabbits　inseminated

40・10　hours　prior　to　transfer．　Trounson　et　a1．

（1977）5｝　fQしmd　that　in　rabbits　of　the　follicular

phase　inseminated　with　bovine　g．・emen　O－4　hours

before　oocyte　transfer，　the　bull　spermatozoa

failed　to　penetrate　c〔〕w　oocytes．　As　a　successful

exanユple，　on　the　other　hand，　using　follicular

oocytes　from　cows　not　treated　with　g〔〕nado－

stlmulating　hormone，　Sreenan（1970）1｛〕）transferred

37500cytes　cultured　for　27－32　hours　in　vitro　illtO

the　oviduct　of　sheep　that　had　been　inseminated

with　bovirle　semen　and　obtainacl　19800cytes（52．

8％）which　included　l7（8．6％）that　achieved　ferti－

lization．　Another　successful　example　Nvas　de－

scribed　by　Bedirian　et　aL（1975）3）．　Using　follicular

oocytes　froln　　prepuberal　cattle　treated　with

gonadostiinulating　horm（me，　they　transferred　70

0f　these　oocytes　into　the　oviduct　of　prepuberal

pigs　that　had　been　inseminated　with　bovine

semell．　They　collected　27　00cytes　（38．5％），（）f

which　6（22．2％）were　fertilized．　In　an　experiment

of　bovine　oocyte　fertilization　111　the

pregnallt　rabbit　oviduct，　Hirst　et　al．

achieved　13．4％　fertilizatkm．　The　very

potential　for　nornial　dex・elopment　of

pseudo－

（1981）4）

lilnited

oocytes
matured　ill　vitro　and　transferred　to　the（．）viduct　of

inseminated　cows　is　similar　to　results　obtained　in

other　species　and　emphasizes　that　nuclear　n）atu－

ratiて）ll　alone　is　llot　all　adequate　indication　of

nOrmal　maturation．

　　The　present　experiment　succeeded　ill　sperlll

penetratlon　Into　the　boville　follicular　〔）ocytes　ill

the　rat　Llterus．　Thibault　（1973〕11）reported　parth－

enogenetic　activation　of　calf　oocytes　cultured　in

follicular　fluid　in　vitro．　The　female　and　male

pronuclear　formation　in　the　ova　obtained　irl　this

experiment　indicates　1ユo　parthenogenetic　activity．

This　study　produced　6．7％fertilization　rate　of　the

bovirle　follicular　oorytes　in　the　rat　uterus．　This

rate　is　Iower　compared　to　those　described　above．

The　lower　rate　of　fertilization　may　be　attribut一
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able　to　the　insufficiency　of　co－culture　time（17

hours），　because　only　20f　the　8　sperm－penetrated

ova　achieved　fertilization．　The　somewhat　lower

rate　of　in　vitro　fertilization　in　this　experinユent

compared　to　those　described　in　literature　may

suggest　the　Ioss　of　sperm　motility（diminution　to

40十）during　the　pr〔〕cesses　of　thawillg　of　frozen

semen　and　centrifugation　of　spermatozoa．　The

use　of　fresh　semell　may　contribute　tぐ〕inユprove－

ment　of　the　fertilization　rate．

　　The　estrous　cycle　of　rats　had　no　influence　on

MII　maturation　of　the　bovine　follicular　o（）cytes　in

the　rat　uterus．　This　was　consistent、vith　the　find、

illg（）f　Tsunoda　et　aLi2）They　transferred　2　rabbit

oocytes　illto　the　genital　tract　of　rats　at　different

stages　of　estrous　cycle　and　foLlnd　no　difference　in

the　devel（）pment　of　the　rabbit　oocytes．　In　recovery

of　the　bovine　follicular　oocytes　frorn　the　rat

uterus・recovery　at　the　proestrous　stage　of　the

oocytes　transferred　at　the　diestrous　stage　was

technically　easier，　because　the　retention　of　uterine

fluid　facilitated　the　recovery　procedure．　Compar－

ed　to　in　vitro　culture，　denudation　Qf　granulocytes

from　the　follicular　o（）cytes　was　also　advantageous

ln　lnlcroscoplc　exanlination　of　the　oocytes，
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　　　　　牛卵胞内卵子の

ラット子宮内での受精について

信州大学農学部家畜育種繁殖学教室

辻井弘忠

　牛卵胞卵の成熟および受精がラット子宮内で起こり

うるかについて検討を行った．

　各性周期のラット子宮内で28－30時間培養したとこ

ろ，性周期の違いが牛卵胞卯の発育に及ぼす影響はな

く，MIIへの成熟率は11．8％であった．この値は、　in

vitroの培養の63．9％より低かった．

　ラットの子宮内で成熟した33個の牛卵子と，前もっ

てラット子宮内で受精能獲得させた精子をラットの子

宮内で培養したところ，ラット了・宮内で牛卵子の受精

が起こった，その内訳は，精子侵入卵8個，そのうち

2個が雌雄前核を形成した受精卵であった．in　vitroの

受精率10．8％より低かったが，ラット子宮内で牛の卵

胞卵の成熟および受精が可能であることが判明した．

　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年3月19日）
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排卵直前のマウス卵胞卵の受精能および初期発生能に
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　過排卵処理を施こしたC57BL／6J系成熟雌マウスの卯胞よりHCG注射後10時間に採取し，O，2，

4または6時間前培養した卵胞卵とICR：JCL系成熟雄の精巣L体尾部より採取した精子を用いて体外

受精を行なった．卵fの観察は，授精5時間後にホールマウント標本を作製することにより行ない，

また一部の卵子についてはさらに96時間（授精後101時間）培養し，胚盤胞への発生を観察した．採

卵直後において，Metaphase　IIを呈する卵J：は，ほとんど認められず，授精5時間後における前核期

の受精卯の割合および受粘101時間後に胚盤胞へ発生した卵一∫一の害IJ合も低値であった．しかしながら

卵子前培養の増加にfトい，Metaphase　IIを呈する卵子の割合が漸次増加するとともに授精5時間後の

検索における前核期の受精卵の割合および授精101時間後に胚盤胞へ発生した卵f’の割合も漸次高く

なる傾向を示した．以L，排卵直前のマウス卵胞卵において，授精前一定時間の卵予前培養を行なう

と，卵子の受精能および胚盤胞への発生能が飛躍的に向上することが知られた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril，33（1），160　168，1988）

序　　論

　1哺乳功物の体外受精において排卵直前の卵胞卵を

用いた研究はウサギ12），ラット3｝，マウス4・5）において

多数報告されているが，受精率およびその後の胚の

発生率は排卵卵fのそれに比べて，一般に低いとさ

れている．

　従来，排卵直前の卵胞卵を用いるヒトの体外受精・

胚移植（IVF＆ET）6・7）あるいは卵管内配偶f・移植

（GIFT）8・9）においてもまた必ずしも良好な成功率を

得るには至っていないのが現状の様に思われる．

　近年，Troulls（，11　et　al（1982）10）はヒトのIVF＆ET

において採卵時の卵胞卵の未熟性に着目し，採卵後

5～6時間卵胞卵の肖i1培養を行ない，卵胞卵の成熟
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を完令に誘起した後，これを授精せしめると受精率

並びにその後の胚の発生率が飛躍的に向上すること

を報告した．その後ヒトのIVF＆ETにおいては授

精前，卵子を一定時問前培養する方法が普遍化した

が，排卯直前の卵胞卵における前培養の意義に関す

る基礎的研究は未だほとんど成されていないのが，

現状の様に思われる．そこで本研究ではマウスを用

い，排卵直前の卵胞卵の成熟度，受精能および初期

禿生能に及ぼす卯子前培養の効果について体外受精

と体外培養の条件下で比較検討した，

方　　法

①卵胞卵の採取および前培養

　卵胞卵の採取は前報に従った11），即ち，5iu　PMSG

と5　iu　HCGを48時間間隔で腹腔内投与し，過排卵

処理を施こした3～4ヵ月令のC57BL／6J系成熟雌

マウスをHCG投与10時間後にト殺，TYH培地12｝

内に摘出した卵巣を導入し，卵巣表面のグラーフ卵

胞より，卵丘細胞に包まれた卵胞卵のみを採取した．

つづいてこれら卵胞卵をTYH培地で2回洗浄後，
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37℃，5％　CO、95％airの気相下にシャーレ内

の被流動パラフィンオイルTYH培地内でO，2，

4，あるいは6時間の卵子前培養を行なった．また

対照区としては5iu　PMSGと5iu　HcG投与にて

過排卵を誘起した同系雌の卯管膨大部より，HCG

投与16時間後に採取した排卵卵子を用いた．

②前培養後の卵子成熟分裂像の検査

　所定の時間前培養を行なった卵胞卵の一部を0．1％

hyaluronidase溶液で1－一　2分洗浄し，卵丘細胞を完

全に除去，ホールマウント標本を作製2．5％glutaral・

dehydeと10％　neutral　formalinで固定，0．25％

1acmoid溶液にて染色後，それら卯胞卵の成熟分裂の

段階を検索した13｝．

③体外受精

　体外受精は豊田ら12）の方法に従った．即ち，精子は，

ICR：JCL系成熟雄の精巣上体尾部より採取し，受精

能獲得を誘起する為，約1．5時間の前培養を行なっ

た後，最終精子濃度が150精子／μ1となる様に所定の

時間前培養された卵子を含む培地へ添加した．精子

添加5時問後にそれぞれの卵子の一部を0．1％hyalur一

1－b 1－c

1－e 1－f
、繍6心ノ

Figl．　Preovulatory　oocytes　preincubated　in　vitro

　　fぐ）rvariuos　periods　of　time．　Note　the　chromo－

　　SOmeS　at　variOUS　meiOtiC　StageS（arrOWS）、

1－a．］Metaphase　I　（oocyte　preincubation　time：O

　　hr）
／－b．Anaphase　I（oocyte　preincubation　time：2hr）

／－c．Telophase　I（oocyte　preincubation　time：2hr）

1－d．Chromatin　mass　stage（oocyte　preincubation

　　time：4hr）
1－e．Prometaphase　II（oocyte　preincubation　time：

　　4hr）
1－f．Metaphase　II（oocyte　preincrbation　time：6hr）



162　（162） マウス卵胞卵の受精能および初期発生能に及ぼす卵子前培養の効果

onidase溶液で洗浄，卵丘細胞を完全に除去し，固定

染色後，受精の有無について観察を行なった，尚，

卵子の観察にあたり，透明帯の内側に精子が存在す

る卵子はすべて精子侵入卵とし，受精卵はその発生

段階によりstage　I（膨大精子頭を有し，卵子の染色

体がAna－Telophase　IIを示すもの）とstage　II（雌

雄の前核を有するもの）に区別した12）．

④体外培養

　一方，授精5時間後に残る卵子を，100μM
EDTAi4）を含むTYH－280培地15）に移し，24時間

（授精後29時間）の培養を行ない，2細胞期への発

生を検討した．また前培養0時間区と6時間区の卵

子については，TYH－280培地に移した後，6，12

および18時間，即ち，授精後，11，17および23時

間にそれら一部の卵子を固定染色後それぞれの卵子

の発生過程について検討を行なった．

　授精29時間後に2細胞期へ発生した各前培養区の

卵子は引き続き，72時間の培養を行ない（授精101

時間後），胚盤胞期への発生を検討した．尚，授精29

時間後に2細胞期へ至らなかった卵子についてはす

べてホールマウント標本を作製し，固定染色後，受

精の有無について観察を行なった．

結　　果

①前培養後の卵胞卵の成熟分裂像について

　表1および図1は採卵後O，2，4または6時間
前培養された卵胞卵における成熟分裂の段階を示し

たものである．前培養0および2時間区において，

Metaphase　IからMetaphase　IIまで種々の段階の

成熟分裂像が観察されたが，そのほとんどがPromta－

phase　II以前の分裂像を呈し，完全なMetaphase　II

を有する卵子の割合は低値を示した（3．1　一一・17．0％）．
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しかしながら前培養時間の増加に伴い，Metaphase

IIを有する卵子の割合が漸次高くなる傾向を示し，

6時間区においてはそのほとんどがMetaphase　IIを

呈していた（92．6％）（表1）．

②体外受精成績

　種々の時間前培養された卵胞卵の受精後5時間に

おける体外受精成績を表2に示す，精子侵入率は各

時間区で85．0～98．2％であり，そのほとんどの卵子

において卵細胞質内に精子の侵入が認められた．stage

Iの受精卵（図2－a）の割合は前培養時間の増加に

伴い漸次低下，逆にstage　IIの受精卵（図2－b）の

割合が高くなる傾向を示し，6時間区においてはそ

のほとんどがstage　IIであり（97．1％），対照区のそ

れとほぼ変わらない受精成績が得られた．しかしな

がら，異常受精卵，即ち，卵細胞質内に不完全な膨

化精子頭と尾部（図2－c），あるいは尾部のみ（図2－

d）を認めるものの，卵子の染色体像はPrometaphase

IIあるいはMetaphase　IIにとどまっている卵子が0，

2および4時間区でそれぞれ40．4，18．8および5．5

％認められた．また多精子受精率は各時間区で

9．1　一一　10．9％の範囲であり，対照区のそれと比較し差

は認められなかった．

③培養成績

　授精後29時間における卯胞卵の2細胞期への発生

を表3に示す．2細胞期へ発生した卵子の割合は前

培養時間の増加に伴い漸次増加6時間区においては

約90％が2細胞期へ発生した．一方，異常受精卵，

即ち，卵細胞質内には精子尾部を認めるものの，規

則性を持たず広範囲に分散した染色体を有する卯子

（図3）の割合は逆に前培養時間の増加に伴い減少し，

6時間区においてはわずか6．1％であった，また

Pronucleous，　Syngamy，　First　cleavageの発生段階

表1　Stages　of　maturation　division　of　preovulatory　oocytes

　　　preincubated　in　vitro　various　periods　of　time．

　Oocyte　　　No．　of
preincubation　　oocytes
　time（hr）　　　examined

stages　of　maturation　division＊

Met　I（％）Ana　I（％）Telo　I（％）　CM．（％）Prometll（％）MetII（％）

　　　　0

　　　　2

　　　　4

　　　　6

　　control
（ovulated　oocytes）

98

106

97

95

89

30　（30．6）

8（7．5）

0（0）

0（0）

0（0）

18（18．6）

25（23．6）

2（2ユ）

0（0）

0（0）

22　（22．4）

11　（10．4）

8（8．2）

0（0）

0（0）

19（19．4）

10（9．4）

22　（22．7）

0（0）

0（0）

6（6．1）

34（32．1）

25　（25．8）

7（7．4）

0（0）

3（3．1）

18（17．O）

40　（41．2）

88　（92．6）

89（100）

＊Met　I：Metaphase　I，Ana　I：Anaphase　I，Telo　I：Telophase　I，

＊C．M．二Chromatin　mass　stage，　Promet　lI：Prometaphase　lI，Met　II：Metaphase　II．
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にある卯子が各時間区でわずかに認められた，

　前培養0時間と6時間において授精1L　17および

23時間後に観察したそれら卵子の検査結果を表4に

示す．前培養0時間区における授精11，17および23

時間後の異常受精卵出現頻度は授精5時間後（表

2），および29時間後（表3）のそれと同様に，前
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培養6時間区のそれぞれの値と比べ高値を示した（前

培養0時間区：40．O　一一　50．2％，前培養6時間区：

3．O　一一　5．9％）．2細胞期への発生速度について，　nlj培

養6時間区におけるそれは，授精11，17および23時

間後の観察で，対照区のそれとほぼ同様に進行し，

授精23時間後にはほとんどの卵子が2細胞期へ発生

・」倉τ、

2－a 2－b

2－d

Fig2．　Oocytes　examined　5　hours　after　insemination．

2－a．Afertilized　oocyte　showing　enlarged　sperm

　　　head（arrow）in　vitellus　and　the　oocyte　chro－

　　　mosomes　at　telophase　II（stage　I）（oocyte

　　　preincubation　time：2hr）

2－b．Afertilized　oocyte　showing　male　and　female

　　　pronuclei　（stage　II）　（oocyte　preincubation

　　　tirne：6　hr）

2－cand　2－d．　Abnormal　fertilized　oocytes　showillg

　　　incompletely　enlarged　sperm　head　（open

　　　arrow）with　a　fertilizing　sperm　tail（2－c）or

　　　afertilizing　sperm　tail　only（2－d）in　vitellus

　　　but　the　oocyte　chromosomes　at　metaphase　II

　　　（arrow）（oocyte　preincubation　time：Ohr）．
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表2
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The　results　of　in　vitro　fertilization　of　preovulatory　oocytes

preincubated　in　vitro　for　various　periods　of　time．

一．

Oocvte　　　プ

No．　of No．　of No．　of oocytes　undergoing　fertilizatioll
preincubated 00Cvtes

「
ooCytes

1

time（hr） examined pelletrated（％） total stage　I（％）ゆ
stage　II（％）わI　abllormal（％）ぐ，：Polyspennic（％）d　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

0 127 108（85．0） 104
　　　　　　一『

55（52．9） 7（6．7） 42（40．4）　i 10（9．6）

2 117 103（88．0＞ 101 54（53．5） 28（27．7） 19（18、8）　i 11（10．9）

4 116 113（97．4） 110 49（44．5） 55（50．0）
6（5．5）　i　　　　　　　　　l

10（9．1）

6 110 108（98．2） 105 3（2．9） 102（97．1） 0（0）　：　　　　　　　　　1 ll（10．5）

control

（ovulated　oocytes）
140 138（98．5） 138 O（0） 138（100） 0（0）　1

　　　　　　　　　：

14（10．4）

　　　　　　　　　　　　　　Oocytes　were　examined　5　hr　after　insemination．

a）Oocytes　at　Ana－TeloII　with　enlarged　or　condensed　sperm　head　in　vitellus．

b）Oocytes　with　male　and　female　pronuclei．

c）Oocytes　at　Promet－Met　II　with　incompletely　enlarged　or　condensed　sperm　head

　　in　vitellUS．

d）Oocytes　with　more　than　one　sperm　in　vite11us．

表3 Development　to　the　2－cell　stage　of　preovulatory　oocytes　preincubated　for

various　periods　of　time　before　in　vitro　fertilization．

　　　Oocyte

preincubation
　　time（hr）

No．　of

ooCvtes
examined

No．　of

fertilized

Oocytes（％）

No．　and（％）of　oocytes　at　stage　of

Pronucleous Sy・gamy　c翻ge 2－cell Abnormal＊

　　　　　0

　　　　　2

　　　　　4

　　　　　6

　　Control

（Ovulated　oocytes）

125

136

102

］04

96

IO8（86．4）

120（88，2）

96　（94．1）

98　（94．2）

93（97．0）

0ω）

4（3，3）

1（1．0）

o（o）

0（O）

2（1．9）

4（3．3）

3（3．1）

2（2．0）

0（0）

0（O）

2（L7）

3（3．1）

2（2。0）

0（0）

49（45．4）

63　（52．5）

70　（72．9）

88　（89．8）

93（100）

57　（52．8）

47（39．2）

19（19，8）

6（6．1）

0（0）

Oocytes　were　examined　29　hr　after　insemination．

・Oocytes　with　scattered　chromosomes　and　sperm　tail　in　vitellus．

3

Fig3．　An　abllormal　fertHized（）ocyte　showing　a

　　　　　fertilizing　sperln　tail（arrow）irl　vitellus　but

　　　　　scattered　chromosomes，　examined　29　hr　after

　　　　　lnselnlnatlol〕　（oocyte　preillcubati（，11　time　：O

　　　　　hr）．

した（92．1％）．しかし，前培養0時間区においては

授精23時間後においても2細胞期へ発生した卵子の

割合は低値を示し（21．2％），またPronucleous，

Syngamy，　First　Cleavageの段階にある卵子がそれ

ぞれ6．1，6．1および15．2％認められ，2細胞期へ

の発生速度の遅延が観察された．

　　授精29時間後に得られた2細胞期胚の胚盤胞への

培養成績を表5に示す．前培養0時間区において，

培養24時間後（授精53時間後）に4細胞，48時間

後（授精77時間後）に桑実胚および72時間後（授

精1．Ol時間後）に胚盤胞期へ発生した2細胞期胚の

割合は，それぞれ，61．2，51．O，および40．8％と低

値を示し，退行あるいは，発生を停lllした胚が高頻

度に観察された（図4－a，　b，c）．しかし卵子前培養

時間の増加とともに各ステージへの発生率が漸次高

くなる傾向を示し，前培養4および6時間区におい

ては，それら2細胞期胚の約90％以上が培養24，48，
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1）濤灘鋤羅．M麟，藻、

Fig4．4－cell　embryos・blastocysts　cultured　in　vitro．

　　Note　the　arrested　development　or　degenera－

　　tion　of　elnbryos　Fig　4－a，4－b　and　4－c．

4－a，a’．4－cell　embryos　53　hr　afer　insemination．

および72時間後にそれぞれ4細胞，桑実胚および胚

盤胞期へ発生した（図4－a’，b’，　c’）．

考　　察

　本実験結果より，排卵直前のマウス卵胞卵，即ち，

HCG注射後10時間に採取したマウス卵胞卯におい

　　　　　　　　　⑳・

4－b，

4－b，b’．　Moluae　77　hr　after　insemination．

4－c，c’．　Blastocysts　101　hr　after　insemination．

a，band　c（oocyte　preincubation　time：Ohr）

a’ ，b’and　c’（oocyte　preincubation　tiIne：6hr）

て，①採卵後，直ちに授精を行なうと高頻度に異常

受精卵の出現を認め，正常に発生する受精卵の割合

がきわめて低いことより，この時期における卯子の

受精能および初期発生能は未だ不十分であること，

②しかしながら，授精前6時間の卵子前培養を行な

うと飛躍的に卵子の受精能およびその後の胚の発生
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表4　Comparision　of　the　developmental　proccess　to　the　2－cell　stage

　　　　of　preovulatory　oocytes　preincubated　O　hours　and　6　hours　before

　　　　fertilizatilization　in　vitro．

　　Oocyte　　　hours

preincubation　after
　　time（hr）

No．　of　　No．　of

oocytes　　fertilized

No．　and（％）of　oocytes　at　stage　of

insemination　examined　oocytes（％）Pronucleous　Syngamy　1・cleavage　2－cell　Abnormal’

O

6

Control

（ovulated　oocytes）

ユ．1

17

23

11

17

23

ll

l7

23

35

34

37

36

35

40

30

32

35

30（85．7）

31　（91ユ）

33　（89．1）

33（91．7）

34　（97．1）

38　（95．0）

30（100）

32（100）

34（97．1）

18　（60．0）

15（48．4）

2（6．1）

32　（97．0）

0（0）

0（0）

30（100）

0（0）

0（0）

0（0）

2（6．5）

2（6．1）

0（0）

3（8．8）

O（0、｝

0（O）

3（9．4）

0（0）

0　（0）　　　　　0　（0）　　　　12　（40。0）

0（0）　　　　0　（0）　　　　14（45．2）

5（15．2）　　7　（2L2）　17　（50．2）

0（0）　　　　0（0）

6（17．6）　23｛67．6）

1　（2．6）　　35（92．1）

0（0）　　　　0（0）

6（18．8）　23（71．8）

0（0）　　　34（100）

1（3．0）

2（5．9）

2（5．3）

0（0）

0（0）

0（0）

　　　　　　　Ooeytes　were　examined　l1，17　and　23　hrs　after　insemination．

・Ooeyte　at　Promet－Met　lI　with　incompetely　enlarged　or　absent　sperm　head，　or

oocytes　with　scattered　chromosomes　and　sperm　tail　in　vitellus．

表5　Preimplantation　development　ill　culture　of　2－cell　embryos　derived　from

　　　　preovulatory　oocytes　preincubated　for　various　periods　of　time．

　　Oocyte
preimCubati（m
　　time（hr）

No．　of

2－cells

cultured

No．　and（％）of　2－cells　developed　to：

4－cell

（24hr）a）

Morula
（48hr）b）

Blastocyst
　（72hr）c）

0

2

4

6

　　　　Controユ

（OVulated　OoCytes）

49

63

70

88

93

30　（61．2）

45（71．4）

64　（91．4）

84　（95．5）

93（100）

25（51．0）

45　（71．4）

65（92．9）

82（93．2）

92　（98．9）

20（40．8）

40（63．5）

63（90．0）

80（90．1）

90　（96．7）

a）53hr　after　insemination．　b）77　hr　after　insemination．　c）101　hr　after　insemination

能が向Lすることが明らかとなった．

　前培養後における卵胞卵の成熟分裂像について，

採卵直後の卵f・の成熟分裂の段ls皆は，　Metaphase　I

からMetaphase　IIまでの範囲であったが，完全な

Metaphase　IIを呈する卵．fはほとんど認められなか

った．しかしながら，6時間の卵f前培養を行なう

とそのほとんどがMetaphase　IIへ移行した（表1，

および図1），これは体外13）および体内16｝で成熟させ

たマウス卵胞卯における他の報告例とほぼ一致する

ものであり，本実験条件ドにおいて，これら卯胞卵

の成熟分裂の過程が正常に進行したことを示唆する

ものである．

　排卵直前の卵胞卵，即ちHCG投与8－一　12時間後

に採取した卵胞卵の体外受精は，ウサギ1・2）ラット3）お

よびマウス4・5）で多数報告されているが，これら報告

はいずれも排卵卯子に比べ，受精率およびその後の

胚の発生率が極めて低く，また胚の発生速度の遅延

が認められることを示している．本実験においても

採卵後直ちに授精を行なうと精子侵入卵の割合が高

いにもかかわらず，排卯卵子に比べ異常受精卵が高

頻度に出現し（表2，3，および4），2細胞期への

発生速度の遅廷（表4），さらには胚盤胞期への発生

率の低下が観察された（表5）．

　Thibault17・18｝は体外成熟ウサギ卵子の体外受精に

おいて，卵細胞質内に侵入した精子頭部が長時間膨

化せず，雄性前核への形成が阻害されることを報告
1

4
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した．湊ら19・2°）は体外成熟マウス卵子の体外受精にお

いて，雌雄両前核の形成阻害，即ち卵細胞質内に精

子尾部あるいは変形した精子頭部を認めるものの，

卵子の染色体がMetaphase　IIで停止または分散，消

失した異常受精卵を観察している．本実験において

も採卵直後に授精を行なうと，卵細胞質内に不完全

に膨化した精子頭部と尾部（図2－c），あるいは尾部

のみ（図2－d）を認めるものの，卵子の染色体は付

活化されずPrometaphase　IIらMetaphase　IIにとど

まっているもの，または，精子尾部と広範囲に分散

した染色体を有する異常受精卵（図3）が高頻度に

認められた俵2，3および4）．これら原因につい

ては不明であるが，採卵直後の卵胞卵のほとんどが

Metaphase　IIに達しておらず（表1），授精時におけ

る卵子の成熟分裂段階の遅廷および卵細胞質の未熟

性がこの異常受精に関与していると思われる．しか

しながら6時間の卵子前培養後に授精を行うと，異

常受精卵はほとんど認められず，それら卵子の受精

率および胚盤胞への発生率が飛躍的に向上した（表

2，3，4および5）．Trounson　et　all°｝もヒトのIVE

＆ETにおいて5～6時間の卵子前培養を行なった

後に授精すると受精率およびその後の胚の発生率が

向上することを認め，この短時間の前培養により，

卵子の成熟が完了するものと推論している．本実験

結果はTrounson　et　ali°）の報告と一致するものであ

るが，今後，授精前のこの短時間の卵子前培養の間

に，卵細胞質にいかなる変化が起こり卵子の成熟が

完了するか，また卵子染色体の成熟分裂像と卵細胞

質との相関について詳細な検討を要するものと思わ

れる．

　　稿を終わるに臨み，御指導を頂きました輩田裕教

授（東京大学医科学研究所）ならびに湊芳明博士（家

畜改良事業団）ならびに本学共同病理研究室の村田

彌恵子様に深謝致します．
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Effect　of　preincubation　on　fertilization

　　　　capability　and　preimplantation

development　of　preovulatory　oocytes　in　mice．

Naomi　Nakagata　and　Atsushi　Tanaka＊

　　Department　of　Central　Laboratory　for

　　Medical　Scinces：Division　of　Pathology，

　School　of　Medicine，　Juntendo　University，

＊Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　　　Koshigaya　City　HospitaI

　　Preovulatory　oocytes　were　obtained　from　the

ovaries　of　C57BL／6J　matured　mice　which　were

pretreated　with　PMSG　and　HCG　respectively　58

日不妊会誌33巻1号

and　10　hrs　before　coliection　of　the　oocytes．　Mor－

phological　study　of　the　oocytes　revealed　that

although　there　exist　various　stages　of　maturation

divisions　of　the　oocytes，　the　proportion　of　oocytes

with　metaphase　II　was　onl｝・less　than　3％t　When

oocytes　were　inseminated　with　epididymal　spermat－

ozoa　obtained　from　ICR：JCL　matured　mice，　which

were　capacitated　by　preincubation　for　1．5　hrs

before　use，　the　proportions　of　pronuclear　oocytes

and　bユastocystes　respectively　5　and　101　hrs　after

msemlnatlon　were　found　to　be　Iow．　When　the

oocytes　were　incubated　with　different　incubation

times　including　2，4and　6　hrs，　it　was　found　that　the

longer　the　incubation　time，　the　greater　was　the

increase　in　the　number　of　oocytes　with　metaphase

II．　Results　also　indicated　that　the　proportions　of

pronuclear　oocytes　and　blastocystes　encountered

respectively　5　and　101　hrs　after　insemination　appar－

ently　　increase，　demonstrating　　that　apPropriate

preincubation　of　the　preovulatory　oocytes　im－

proved　the　fertilization　capability　and　the　preim－

plantation　development　of　preovulatory　oocytes　ill

mice．

　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年7月9日特掲）
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チンパンジー体外受精胚移植法

In　Vitro　Fertilization　and　Embryo　Transfer

　　　　　　　　in　the　Chimpanzee

矢　野　樹　理

　Juri　YANO

京都大学医学部婦人科学産科学教室

　　　野　田　洋　一

　　　Yoichi　NODA

　　　森　　　崇　英

　　　Takahide　MORI

井　田　憲　司

　Kenji　IDA

Dept．　of　Obsterics　and　Gynecology，　Faculty　of　Medicine，

　　　　　　　　　Kyoto　University

　　　　　　K．G．　GOULD

Yerkes　Regional　Prirnate　Research　Center，

　　　Emory　University，　U．　S．　A．

　米国ヤーキーズ霊長類研究所において，成熟雌チンパンジー5頭および成熟雄チンパンジー4頭を

使用して体外受精胚移植を行った．1983年度には，合計18回の腹腔鏡により41個の卵胞から30個の

卵が回収された．そのうち8個の成熟卵を用いて媒精を行ったが1個の卯のみに受精が確認され卯割

は認められなかった．1984年度に卵胞発育促進法や卵培養液等に若干の改良を加えた所，卯回収率，

卯成熟率，受精率，卯害lj率ともに向上した．すなわち，合計14回の腹腔鏡により28個の卵胞から28

個の卵が回収され，17個は成熟卵であり（成熟率60，7％）そのうち9個が受精し（受精率56．3％）

6個の卵が分割した（卵分割率66．7％）．4分割卵1個2分割卵1個を用いて合計2回の胚移植を試

みたが妊娠には至らなかった．チンパンジー体外受精用培養液として，Ham’s　F10にヒト膀帯血清を

加えたものが使用出来ることがあきらかとなった．ピアルロニダーゼ処理によっても受精率等に影響

を及ぼさないことも確認された．1984年度にチンパンジー体外受精の成績が向上した理由に関して考

察を加えた．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　SteriL　33（1），169－173，1988）

緒　　言

　ヒト体外受精胚移植法は新しい不妊治療法として

急速に発展普及してはいるが，その成功率は未だ満

足すべきレベルになく，なお一層の改良が望まれて

いる．しかし，ヒト配偶子や受精卵を研究目的に用

いることは，倫理的制約をうけることが多く，この

理由からヒト体外受精胚移植法の基礎的検討を行う

ために実験動物のモデルが必要であると考えられ，

なかでも，人間に最も近い動物である非ヒト霊長類

を用いた体外受精モデルの確立が重要視されてきて

いる．非ヒト霊長類の体外受精に関する最初の報告

は1973年，リスザルに関してGould1｝によってなさ

れ，その後Dukelow2・3・4）によって一連の仕事がなさ

れている．さらに最近では，ヒヒ5），赤毛ザル6），カ

ニクイザル7）などでの体外受精，胚移植法による出産

成功例があいついで報告されており，また配偶子卵

管内移植法（GIFT法）8）による妊娠成功例も報告さ

れるようになった，しかしその実施は決して容易で

はなく，今後なお一層の検討改良が必要と考えられ

ている．今回，我々は，非ヒト霊長類の中でも，最

もヒトに近いと言われているチンパンジーを用いて
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体外受精を行い，受精分割卵を得ることに成功し，

胚移植も試みたので報告する．

研究方法

　1）卯胞発育促進法及び卵採取法

　卯採取には，エモリー大学ヤーキーズ霊長類研究

所（Yerkes　regional　primate　research　center，　U．

S．A．）の成熟雌チンパンジー5頭を使用した．図1

に示すように，月経周期第1日より連日，sex　skin

swellingの状態を観察しながら，第12日頃よりhMG

（Pergonal，　Serono）を用いて卵胞発育促進を行った．

卵胞発育促進法として，1983年度は，hMG　75－1201U

連日筋注法を，19．　84年度には，浸透圧ポンプ（Alzet

mlm　osmotlc　pump，　mode12ML1）を用いてhMG

375－6001Uを持続皮ド注する方法を採用した．そし

て，sex　skin　swellingが最大になったのを確認した

後，第17日頃hCG　50001Uを筋注し，24－28時間後

に腹腔鏡一ドに採卯を行った．卯採取用溶液として，

1983年度には血清を加えたHam’s　F10溶液を，また

1984年度にはヘパリン11U／m1を加えたダルベコ氏

燐酸緩衝液を使用した．

2）り日士音養とナ音養1夜

　得られた卵は，37℃に保温された恒温室内にて，

位相差顕微鏡（01ympus　IMT）を用いてその成熟度

を観察し，この時点で第一極体放出の確認された卵

をin　vivo　matured　oocyteと分類し，さらにorgan

culture　dish（Falcon＃3037）中の，約0．8mlの培養

液中にて，48時間培養を行い，この間に，第一極体

放出が確認された卵をin　vitro　niatured　oocyteと

分類した．培養気相として，1983年度は5％CO2in

airを，1984年度は5％CO2＋5％02＋90％N、を
採用した．

3）精液採取法およひ媒精法

　成熟雄チンパンジー4頭より，マスターべ一ショ

ン，人口膣または経直腸電気刺激法のいずれかによ

り精液を採取し，37℃にて1時間液化させたのち，

培養液を用いて，300G，5分間遠沈を3回繰り返し

て精f・洗浄を行った．その後，1時間swin　upさせ

ることにより運動良好精’f’を選別し，Theophyllin　2．

5mM，30分間処理により精了運動性を高めた後，

成熟卯に対し10万一100万／mlの精子濃度で媒精

を行った（図2）．

4）受精の確認と胚移植

　媒精後16時問目に，第二極体の放出と雌雄前核形

成を基準に受精の判定をおこない，受精卵を新しい

培養液巾に移してさらに培養を続け，2分割卵4分

割卵となった時点で，約30ulの培養液と共に，テフ

Iapa「°SC°py　r

　　　一
　　　　一
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　図1　チンパンジーの卵胞発育促進法
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図2　チンパンジー精液調整法
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ロンチューブを用いて経子官頚管的に子宮内胚移植

を施行した．

結　　果

1）チンパンジー受精卯の形態観察

　チンパンジー成熟卵は，通常その周囲をexpanded

cumulus　massに被われているため直接その細部を顕

微鏡下に観察することは困難だがヒァルロニダーゼ

処理を行ってcumulus　massを分散させると図3a

に示すように明瞭な第一極体を有していることが観

察される．この卵に対しチンパンジー精子を用いて

媒精をおこなうと，16時間後には図3bに示すよう

に受精しているのが確認された．その受精卵の透明

帯表面には多数の精子が付着しており，卵内部には
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融合直前の雌雄前核各々1個が存在している．第二

極体は第一極体より小さく，この図では焦点外のた

めはっきりしない．この卵をさらに培養すると，24

時間後には2細胞胚（図3c），40時間後には均一に

分割した割球を持つ4細胞胚（図3d）となるのが

観察された．

2）卵成熟，受精，卵割に与える培養液の影響

　図4に示すように，Babister’s　solution（modified

Krebs　Ringersolution）またはHam’s　F10溶液中に

15％チンパンジー血清を加えた培養液中での体外成

熟度は各々35．7％及び7．1％，受精率は33．3％及び

0％と低く何れの場合も分割卵は得られなかった．

これに対しHam’s　F10に15％ヒト膀帯血清を加え

た場合は体外成熟率，受精率は47．6％，56．3％とい

ずれも良好な成績を示し，そのうち66．7％の卵が分

割した．

3）体内及び体外成熟卯，ピアルロニダーゼ処理卵

の受精率

　表1に示す如く，体内成熟卵も体外成熟卵もその

受精率には大きな差は認められなかった．多精子受

精は，体外成熟卵に多く認められる傾向にあったが，

標本数が少ないため，統計学的有意差は認められな

かった．ピアルロニダーゼ処理を行っても，受精率，

多精子受精率ともに影響を受けないと思われた．こ

れはヒト卵にピアルロニダーゼ処理を行った後体外

受精を施行した場合の結果とも一致している9）．

4）チンパンジー体外受精胚移植法の成績

　1983年から2年間，ヤーキーズ霊長類研究所で行

われたチンパンジー体外受精胚移植の全成績を表2

に示す．1983年には，雌チンパンジー5頭を用いて，

計18回の腹腔鏡下採卵により30個の卵が回収され，

野
欝

峯

図3

　a
　b

　C
　d

認

轟

チンパンジー未受精卵および受精卵顕微鏡写真

未受精成熟卵

前核期卵

2細胞胚

4細胞胚
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そのうち8個（26．7％）が成熟卵であった．しかし

受精率は12．5％と低く，分割卵は1個も得られなか

った．1984年に卵胞発育促進法，卵採取用溶液，卵

培養法等に若干の改良を加えた所，同一チンパンジ

ー
を用いてるにもかかわらず，計14回の腹腔鏡下採

卵により28個の卵が回収され，成熟率は60．7％（17

／28）と有意（P〈0．01）に向上し，受精率，卵割

率共に56．3％，66．7％と著明に改善した（P〈

O．05）．この分割卵6個の内，2分割卵1個，4分割

（％）

80

60

40

20

萎

　　in　vItro　　　　　　　　　　　　　　fert■lization　rete　　　　　　　　cleavage　rate

　　meturetton　rate

図4　各種培養液のチンパンジー卵の成熟率，受精率，

　　卵割率に与える影i響

表1　体内成熟，体外成熟，ピアルロニターゼ処理の受

　　精率，多精子受精率に与える影響

No．　of　eggs

inseminated
Nαof　eggS
fertilized

No．　of　eggS

with　polyspormy

ln　viVO

matロred　eg9
9

　　4

（44．4％）

　0
（0％）

In　vitro

matured　eg9
15

　　7　　NS
（46．7％）

　　4　　NS

（57．1％）

HyalurQnidase
non－treated　eg9

19
　　7

（36．8％）

　　2

（28．6％）

Hya｝uronidase
treated　eg9

5
　　4　　閥S

（80．0％）

　　2　　四S

（50．0％）

表2　年度別に見たチンパンジー体外受精胚移植法の全

　　成績

year

No．　of　chlmpanzee

gon日dotr◎P旧treatment

Laparoscopies

follicles　asPirated

OQcy・ヒes　r㏄overed

OQcytes　m臼tured

oocytes　inserninated

oocyt6s　fertilized

◎ocytes　c　leaved

Qocytes　t　ranstered

pregnancies

　　1983
　　　5
HMG了5iux5days
i．m．

　　Is
　　41

　　30
　　8（26．了％）

　　8
　　1　（12．5％）

　　0（　0％）

　　0
　　0

　　1984

　　5
卜IMG　375－700■u

osmσtic　pump

　14
　2呂

　28
　1了（60．7％）率皐

　16
　　　　電　9　（56，3％）

　6　（66．了96）寧

　2
　0
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卵1個を用いて，合計2回胚移植を試みたが，妊娠

成立には至らなかった．

考　　察

　我々のチンパンジー体外受精の成績を，年度別に

見てみると，1983年には，僅かに12．5％に過ぎなか

った受精率が，1984年には56．3％に向上し，卵分割

率も0％から66．7％になるほど，成績向上が著しい．

その主な改善点は，hMGの投与方式を1回筋注か

ら浸透圧ポンプによる微量連続投与に切り替えたこ

と，卵採取用液を通常の炭酸緩衝液からダルベコ氏

燐酸緩衝液に変更したこと，使用血清をチンパンジ

ー血清からヒト膀帯血清にかえたこと，培養気相を

5％CO2　in　airから5％CO2十5％02十90％N、

の混合ガスに切り替えた点などである．これらの各

要素がうまく働いて成功率が高まったと考えられる

が，中でも卵回収用液を炭酸緩衝液系の培養液から

ダルベコ氏燐酸緩衝液へ変更したことにより，卵回

収作業中のPH変動を極力避けることが出来た点が，

卵のquolityに良好な結果をもたらし，成功率が高ま

ったと考えられる．Balmacedaら7）によると非ヒト

霊長類の卵は培養液のpH変動にたいし，非常にsen－

sitiveであることが示唆されているし，ヒト体外受精

に大きな実績を有するEasterl1　Verginia　UIliversity

においても卵回収溶液として同じダルベコ氏燐酸緩

衝液を用いており，またオーストラリアの体外受精

グループでもpH変動を最小限にするためへペスバッ

フアーを使用している．また今回の研究により，チ

ンパンジー体外受精培養液の添加血清として，チン

パンジー血清の代わりにヒト贋帯血清が使用出来る

ことが確認出来た．チンパンジー血清を採取するの

は容易ではなく，採血時に用いる麻酔剤の影響等多

くの問題を含んでいるのに対し，ヒト膀帯血清は比

較的容易に，しかも大量に無償で入手出来るなど利

点が多く，またHam’s　F10とヒト膀帯血清を使用し

た培養液1°川は，現在ヒト体外受精用として最も普遍

的に使用されているものの一つである点からも，チ

ンパンジー体外受精用培養液として適当ではないか

と考えられる．

　現在まで，チンパンジー体外受精に関する報告は

極めて少なく，我々が知る限りでは，1983年，クロ

ミッドによる卵胞発育促進法を用いて体外受精を行

い4分割卵までの卵割の確認を報告したGould‘2｝によ

る論文が唯一と考えられる．この時は，胚移植はお

こなわれていない．今回，我々は，2回の胚移植を

試みたにもかかわらず，残念ながら妊娠成立には至

らなかったが，システム的には十分整備されたと考

日不妊会誌　33巻1号

えられ，今後例数を積み重ねていけば，妊娠分娩成

功例が出るのもそう遠い将来ではないと思われる．

　チンパンジーは体のサイズや内性器の構造もヒト

と良く似ており，腹腔鏡や培養系もヒトと共通のシ

ステムでおこなえるなど，ヒト体外受精の今後の改

良検討を進めていく上で，格好の動物モデルである

と考えられる．さらにチンパンジーの生殖生理を解

明していくことは，現在絶滅の危機に曝されつつあ

るチンパンジー自身の保護，繁殖に貢献でき，また

肝炎ワクチンの検定になくてはならないチンパンジ

ー の安定供給を確保する意昧からも，重要な課題で

あると考えられる．

　本論文の要旨は，1985年第30回日本不妊学会及び

1986年第2回霊長類学会において発表した．hMG

（Pergonal）を御提供頂いたイタリアセローノ社に感謝

いたします．

　なお本研究の一部は，NIHgrants（RROOI65及び

HDI4083）によった．
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　　In　vitro　fertilization　alld　embryo　transfer　ill　the

Chimpanzee　using　five　adult　fernale　and　four　adult

male　Chimpanzees　has　been　studied　at　Yerkes

regional　primate　researsh　center　in　the　United

States．　In　1983，　eighteen　laparoscopies　were　coll・

ducted　and　30　eggs　we1’e　recovered　from　41　follicles．

Of　those，8mature　eggs　were　inseminated　and　only

one　egg　was　fertilized，　but　not　cleaved．　In　l984，　with

slight　modification　in　follicle　stimulation　protocol

and　culture　methods，　eggs　recovery　rate，　egg　matu－

ration　rate，　fertilization　rate　and　cleavage　rate

were　improved．　Fourteen　laparoscopies　were　con－

ducted　and　28　mature　eggs　were　recovered　from　28

follicles（recovery　rate　100％）．　Seventeell　eggs　were

nlatured（maturation　rate　60．7％），9eggs　were　fertiI－

lzed（fertilization　rate　56．3％）and　six　eggs　cleaved．

EmbryQ　transfers　were　carried　out　in　two　Chimpan－

zees，　but　they　failed　to　become　pregnant．　Ham’s　F

1〔〕medium　supplemented　with　human　cord　seruln

was　apPeared　to　be　useful　for　the　in、・itro　fertiliza－

tio雨11　the　Chimpanzee．　Treatment　of　the　eggs　with

hyaluronidase　did　Ilot　affect　ally　influences　ill　the

fertilization　rate．　The　possible　explanation　of　the

improvement　in　Chimpanzee　IVF　after　modifica・

tk）n　in　IVF　techniques　was　discussed．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年／1．181」）

；
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実験的精巣障害マウスの精巣機能に

及ぼすメコバラミンの影響

Effect　of　Mecobalamin　on　Sperrnatogenesis

　　　　in　the　Oligozoospermic　Mouse

　　　　　　　　　　　東京大学教養学部生物学教室

　　　　　　押尾　茂＊　毛利秀雄
　　　　　　Shigeru　OSHIOユ　　　Hideo　MOHRP

　　　　　　　　　エーザイ　（株）東京研究所　薬物評価

Satoru　OZAKI2　　　1sao　OHKAWA2　　Tetsuya　TAJIMA2

　lDepartment　of　Biology，　College　of　Arts

　　　and　Sciences，　University　of　Tokyo．

2Department　of　Pharmacology，　Tokyo　Research
　　　　　Laboratories，　Eisai　Co．，　Ltd．

　抗悪性腫瘍剤アドリアシン（ADR）投与によりマウスに実験的精巣障害を惹起させた．この精巣

障害マウスにメコバラミン（CH，－B12）を経1」投与（10週聞〉して，精巣機能に及ぼす影響を検討し

た．その結果，CH，－Bl，投’）“’群は対照群に比べて有意に精子数，精子運動率，運動精子数を増加させ

た．また，精巣機能の指標として精細管直径を測疋したところ，同様の傾向を認めた．さらに，パー

コール密度勾配遠心法を用いて分析したところ，CH、－Bl2投与群では運動性良好な成熟精子の割合，

数ともに増加していることが観察された．これらの結果より，CH3－B，、は実験的精巣障害マウスの精

巣機能を賦活化し，精子の量的ならびに質的な改善をおこすことが明らかとなった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn，　J．　Fertil．　Steril．33（1），174－179，1988）

序　　論

　不妊の原因の約半数を占める男性側の不妊因子つ

いては，内分泌障害をはじめ多岐にわたっているが，

臨床的に経験される男’f“不妊症の大部分はその原因

が明らかではない，いわゆる特発性男子不妊症と称せ

られるものである1）．

　乏精子症を伴う悪性貧血患者にビタミンB12を投与・

すると，貧血とともに精液性状も改善されることが

報告2）されて以来，ビタミンB12は男子不妊症，とく

に乏精ゴ症の治療薬として臨床応用が試みられてい
る3・4）．

　本研究は，抗悪性腫瘍剤アドリアシン（ADR）

＊）現所属：帝京大学医学部泌尿器科学教室

投与により作成した実験的精巣障害マウス5）を男子不

妊症のモデルとして，メコバラミン（CH，－B12）の

精巣障害に及ぼす影響について検討を行ったもので

ある．

　従米，精液性状の分析法としては精液量，精子濃

度，精子運動率や奇形率などの測定が行われてきた

が6｝，それらのパラメーターだけでは，精子の質的な

評価をすることは困難であった．我々は精子性状を

客観的にかつ定量的に測定する方法として密度勾配

遠心用担体パーコールを用いた連続密度勾配遠心法

を採用している．本方法は精子をその細胞密度く比

重）に従って分別する方法であり，ヒトを含む数種

類の哺乳類精子に応用した結果では，密度の重い分

画には成熟した運動性良好な精子が回収され，一・方，

密度の軽い分画には未成熟精子や異常精r一が回収さ
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れその運動性は低いことを観察し7），さらに本法を用

いて精子性状の変化を定量的に分析できることを報

告した8），

　本研究は，実験的精巣障害マウスの精巣機能に及

ぼすCH3－Bl2の影響について，一般精液性状および

精巣組織を検討するとともに，パーコール法による

精子細胞密度分析を行い，詳細に検討を加えたもの

である．

　　　　　　実験材料及び実験方法

実験的精巣障害マウスの作製

　既報5）に準じて，ddY系雄1生マウス（10週令）に

生理食塩水に溶解したアドリアシン（ADR：協和

発酵（株））を5週間，週3回，体重lkgあたり0．3

mgを皮下注射して実験的精巣障害マウスを作製した．

対照群には生理食塩水を投与した．

メコバラミンの投与

　上記の精巣障害マウスに生理食塩水に溶解したメ

コバラミン（CH，－B12：エーザイ（株））を体重1kg

あたり10，100，1，000　＃g，10週間経口投与した．

なお，対照群には生理食塩水を投与した．

精子数，精子運動率の測定

　マウスを頸椎脱臼死させた後，精巣上体尾部を摘

出し，マウス体外受精用培養液TYH溶液9）1．5ml中

でミンスした．得られた精子懸濁液について，精子

数は血球計算板を用いて算出し，精子運動率は37℃

に保持した保温板上でビデオテープに録画した後に

測定した．

精巣組織の観察

　精巣の周囲の組織から取り除き，常法1°）に基づいて

プアン液で固定し，パラフィン包埋を行った．さら

にヘマトキシリンーエオジン染色を行い，光学顕微

鏡を用いて観察した．

パーコールは密度勾配遠心法5・7・8）

　パーコLル（ファルマシア社〉と10倍濃度のTY

H溶液を9：1に混合し，等張パーコール液（90％

パーコール）を調製した．90％パーコールをさらに

TYH溶液で希釈した70％パーコールを超遠心用遠

心管（12CNチューブ：日立工機（株）に注入し，

その上に精子懸濁液（1m1）を層積して，30，000×

g，30分間超遠心分離を行った．この操作でパーコー

ルは直線的な密度勾配を形成する．遠心終了後，遠

心管の管底に穴をあけO．5　mlずつ分画して精子を回

収し，精子数，運動率及び形態を測定，観察した．

なお，パーコール法の概要を図1に示した．

結　　果

ADR投与により作製した実験的精巣障害マウス

精舜

　　鴨「
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マウス精巣上体尾部より精子採取

精巣上体尾部

70％
Percol1一

密度勾配形成

　　　　T晶

一

u。．5。e／，。be　－4・”　）分画
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図1　パーコール密度勾配遠心法を用いたマウス精巣

上体尾部精子の分析法
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図2　メコバラミン投与による精予数の変化

sa1：生理食塩水，　ADR：アドリアシン

CH3－Bl2：メコバラミン

Mean±SE（n＝5），＊P〈0．05

の精巣機能に対するCH、－B，，の影響を観察するため

に，まず，精巣上体尾部より回収した精子について

その精子数，精子運動率を検討した．

　図2に精巣上体1個あたりの精子数を，図3には

精子運動率を示した．両パラメーター共にADR投

与により有意に低ドし，実験的精巣障害が惹起され

ていることが示された．また，この障害がCH3－B12

投与により用量依存的に回復していくことが観察さ

れた．なお，生理食塩水を投与した後にCH3－Bl、を

投与した対照群ではCH，－B，2の影響は観察されなか

った，

　次に，これら2種のパラメーターを乗じることに

よって得られる運動精子数（精子数×運動率）を検
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図4　メコバラミン投与による運動精子数の変化

運動精子数＝精子数×精子運動率

Mean±SE（n＝5），＊P〈0．05

討した（図4）．運動精子数も上記2種のパラメータ

ー と同様に，ADR投与により低下が認められ，一

fl不妊会誌　33巻1号

鎌懇

．v齢鋤

霧

図5　メコバラミン投与による精巣組織像の変化

A：ADR投与後生理食塩水を投与した対照群の一一一例

B：ADR投’∫後CII，－B，，IOOOμg／kgを投iiした群

の例

方それはCH3－BI　L，投t［i一により用量依存的に回復して

いた．これらの結果は，ADR投与による実験的精

巣障害に起因する精∫・性状の悪化が，CH，－B12投学

によりlrIl復することを示している．

　さらにCH，－B12の精巣機能に及ほす影響を組織レ

ベルで検討した．典型的な組織像を図5に示した．

AはADR投Sj・による精巣障害モデル，　Bはこれに

CH3－B12を投与一（1000μg／kg）した場合の精巣組織

像である．このように，AではADR投’ノ・により精

子形成過程の抑制が観察されL－・方，その抑制が

CH，－BI2投与によりほぼlril復されることがBにおい

て観察される．精細管直径を測定した結果（図6），

障害モデルでは精細管直径の萎縮が認められた．こ

の萎縮はCH，－B，2投与により回復していく傾向が観

察され，1000Pt　9／kg投与群では有意に回復していた．

　このように，ADR投与による精巣障害モデルマ

ウスで観察された精子性状（精子数，精子運動率，

運動精f数）と精巣組織像の変化は，CH3－B，2投与

により川最依存的に回復することが観察された．さ

らに，　CH，，－Bl2の精r・に対する影響をより詳細に検

討するために，パーコール密度勾配遠心法を用いた
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　　　運動性の低下が観察された，また，光学顕微鏡を用

　　　いた観察では，密度の重い分画には成熟精子が，軽

　　　い分画には未成熟精子や異常精子が回収されてきた．

　　　本研究において，CH3－Bl2投与により，精巣障害モ

　　　デルに比べて特に分画番号1－4に存在する90％以

　　　上の運動率を有する，密度の重い成熟した精子が増

　　　　　、　　　　　　　　　1’6。

　　　Ii：　　　　・・1
　　　精　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運

　　1oo

　　　・－／k、　　　　　　Ls，igb3’B12　L上瓦謬」

図6　メコバラミン投与による精細管直径の変化

一
標本につき20個の精細管の直径を測定した

mean±SE，　＊P〈0。05

精子の細胞密度分析を行った（図7）．図には5匹の

マウスについての平均値を示した．本法では分画番

号が大きくなるにつれて密度は低下していくことに

なる．図7左上の生理食塩水を投与しただけの対照

についての結果を例にとると，密度が重いほど（分

画番号が小さいほど）運動性が良好であり，密度が

軽くなるにつれて（分画番号が大きくなるにつれ）
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図7
パーコール密度勾配遠心法を用いたマウス精巣ヒ体尾

部精f一の分析
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図8パーコール法で分画甜1－41・i・1収された鰍精子の割合（A）と成熟精子数（B）

　　　Mean±SE（n＝5），＊P〈0．05，＊＊P〈O．Ol
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加していることが精子の密度分布から観察された．

この結果をより定量的に分析するために，分画番号

1－4に回収される精子の割合および精子数を図8

にまとめた．この図で，全精子に対する割合（A）

でも，精子数（B）でも，分画番号1－4に回収さ

れる成熟精子はCH，－B1，投与により用量依存的に回

復していくことが観察された．

　パーコール法により得られたこの結果は，CH3－B12

投与によって一般的な精液および精巣組織性状が改

善されると共に，精子の細胞密度という質的な面で

の改善もなされることを示している．

考　　察

　ビタミンBl2の男」’一不妊症治療薬としての可能性

は，乏精tL症を併発した悪性貧血患者にビタミ

ンB12を投’∫すると，貧血所兄とともに精液所見が

改善されることが報告2｝されて以来，注目されてい

る．ビタミンBl2には4種類のII秀導体，　Cyanocobal－

amin，　Hydroxo－cobalamin，　5，6－dimethy　l・

benzimidazolylcobmide　coenzyme（DBCC），α一（5，

6・dirnethyl－benzimidazoly1）－Co－methyl－cobamide

（Mecobalamin）が知られている．その中でもメコバラ

ミン（CH3－B12）は，補酵素活性を有し最も生体内

活性が高く，メチル基転移反応を介して，核酸代謝

及びリン脂質代謝に関与していることが知られてい
る11　14）．

　CH3－BI，は現在，色々な原因による末槽1生神経障

害治療薬として広く臨床応用されているが，近年我

が国において，精液性状に原因のある男子不妊症に

対する応用が試みられ，特に精子数の顕著な増加が

報告されている3・4）．

　最近，木村と折笠は15），DNA合成阻害作用を有す

るアドリアシン，メソトレキセート等の抗癌剤投与

により作製した実験的精巣障害ラットにCH、－Bl、を

投与すると，造精機能障害の回復が認められること

を報告し，その作用機序はDNA合成を介すること

を示唆している．一方，Gagnonら16）は男子不妊症症

患者の非運動精fにおいて，メチル基転移反応に直接

係わっている，Protein－carboxyl－methylase（PCM：

S－adenosyl－L－methionine　ProteincarboxyLo－

methyltransferase，　EC2．1．24）活性が低いと報告し，

精子運動性とPCM活性の間には正の相関があると

報告している，このことは，メチル基転移反応が精

子運動性と密接な関係があることを示唆している．

　今回，我々は精子の質的変化に着目し，パーコー

ル密度勾配遠心法を用いてCH3－B12の精子密度分

布に及ぼす影響について検討を加えた．我々はすで

日不妊会誌　33巻1号

に，本法を用いてウサギ射精精子を分析し，射精回

数増加に伴う精液性状（精子数，精子運動率，精液

量，運動精子数）の劣化につれて，精子細胞密度の

低下も観察されること，また，精子の成熟度及び精

子運動性と精子の細胞密度が密接に関係している可

能性を報告した8），今回，CH3－Bl2投与によってA

DRに起因する精子性状，精巣組織像の劣化の回復

に精子の質（細胞密度）の回復が伴うことが観察さ

れた．この結果は，本法の精子性状分析における有

用性を示唆している．

　CH3－B12の造精機能に及ほす直接的な作用機序に

ついては明らかではないが，先に述べたように，CH，－

B12にはリン脂質合成促進作用や核酸合成促進作用が

あることから，それらが造精機能に働きかけ，精子

性状，精巣組織を改善し，さらに精子の質的な向上

（細胞密度）を促していると考えられる．また，PC

M活性との関連についても今後検討されることが期

待される．

　今回，実験的精巣障害マウスを用いて得られた

CH3－B，2の造精機能改善効果は，　CH3－B，2の男子

不妊症治療としての可能性を示唆しているものと思

われる．
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The　effect　of　Mecobalamin（α一5，6・dimethyl　ben－

zimidazolyl）Co－methy　cobamide：CH3－B12）on

sperm　production　in　oligozoospermlc　mouse　exper1－

mentally　caused　by　the　treatment　with　adriamycin

was　evaluated　quantitatively　by　means　of　eguili－

brium　sedimetation　in　PercolL

　　After　centrifugation，　the　distribution　profile　of

sperm　showed　two　peaks，　i．　e．　the　first　peak　near

the　bottom　consisting　of　mature　sperm　with　good

motillty　and　the　second　peak　of　immature　and／or

immotile　sperm．

In　the　oligozoospermic　mice，　sperm　count，　sperm

motillity，　motile　sperm　count，　diameter　of

seminiferous　tubules　and　the　percentage　of　good

motile　sperm　with　higher　apparent　density　were

decreased　as　compared　with　those　of　the　control．

By　the　oral　administration　of　CH3－B12（1000μg／kg／

day）for　ten　weeks　on　the　oligozoospermic　mice，　all

of　above　mentioned　parameters　were　increased．

These　results　suggest　that　CH3－B12　enhanced　the

testicular　function，　resulting　the　increment　of　the

output　of　rnature　sperm．

　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年8月2511特掲）

Effect　of　mecobalamin　on

spermatogenesis　in　the

oligozoospermlc　mouse
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CALCIUM　CHANNEL　AND　MECHANICAL

REACTIVITY　OF　TESTOSTERONE－TREATED

RAT　SEMINAL　VESICLE

Kenji　ISHII，　Takashi　KANO　and　Joichi　ANDO

Osaka　Medical　College，　Department　of　Pharmacology，

　　Abstraet：K＋－and　Ca　”－induced　contractions　and　the　properties（）f［3H］nitrendipine　binding

were　investigated　in　seminal　vesicle　preparations　isolated　from　rats　treated　with　testog．　terone．　In

high　K＋－induced　contractions，　the　tonic　response　of　the　testoster（me－treated　seminal　vesicles

increased　about　5　times　over　that　of　the　control　group．　In　the　Ca＋＋－induced　contraction　ill　a

Ca＋＋－depleted，　high　K＋－colltaining　medium，　the　testosterone・treated　seminal　vesicles　showed

decreases　in　the　concentrations　of　Ca＋＋required　for　the　maximal　contractions、　while　the　dose－

response　curve　had　shifted　parallelly　to　the　left．　In［3H］nitrendipine　binding　experimellts　usil19

crude　melnbrane　fractions，　treatment　with　testosterone　s｛gllificalltly　increased　the　maximaI

number　of　binding　sites（Bmax），　but　there　was　very　little　change　in　the　dissociation　constallt（KD）．

These　findings　suggest　that　testosterone　appears　to　increase　the　mlmber　of　calcium　chanrlels　as

well　as　the　transmembrane　influx　of　Ca＋＋，1eading　to　enhancement　or　maintenance　of　colltl－ac－

tions．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steri1．33（1），180－　185，工988）

Introduction

　　Besides　the　welLknown　growth　promoting

effects　of　testosterone　on　the　male　genital　tract（1，

2），which　are　most　likely　mediated　through

intracellular　testosterone　receptors，　this　hormone

has　a　profound　influence　on　serninal　vesicle

motility．　However，　the　effect　of　testosterone　on

seminal　vesicle　smooth　muscles，　particularly

those　　related　　to　　excitation　　and　　excitation．

contraction　coupling　is　not　yet　known，　alld　the

effect　of　testosterone　on　the　calciurn　channel　and

the　mobilization　of　Ca＋＋during　the　mechanical

reactioll　have　not　been　elucidated，　either．

　　On　the　other　hand，　in　the　isolated　intestinal　alld

vascular　smooth　muscle，　a　high　K＋solution　sus・

tains　activation　of　calcium　channels（opening　or

widening）through　cell　membrane　depolarization

（3－5）of　the　muscle　cell　membrane，　and　K〒－induced

contracture　can　be　observed　with　al／increase　ill

Ca＋＋－influx　into　the　muscle　cells（6）．　Because　of

the　cumulative　addition　of　Ca｝＋－induced　contrac－

tion　of　the　isolated　smooth　muscle　in　a　Ca＋＋－

depleted　K＋－depolarizing　soluti〔m（7，8），　it　is　pos－

sible　that　the　Ca＋＋－induced　contraction　depends

on　the　influx　of　Ca〒＋into　smooth　muscle　cells

from　the　external　medium（8，9）．

　　Futhermore，　the　binding　properties　of　a　calciunl

channel　antagonist，［3H］nitrendipine，　a　derivative

Qf　1，4・dihydroPyridine，　has　been　investigated　in

homogenates　of　the　guinea－pig　and　rat　cerebral

cortex，　heart　and　ileum（10，11），　and　　［31－1］nitren－

dipine　has　been　used　as　a　chelnical　probe　for　the

chemical（12，13）and　biological（14－16）characteri－

zation　of　calcium　channels．

　　The　present　experiments　using　isolated　rat
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seminal　vesicle　preparations　were　carried　out　to

investigate　the　changes　in　the　mobilization　of

Ca＋＋during　rnechanical　reactions　and　the　proP－

erties　of　calcium　channels　in　the　seminal　vesicle　as

well　as　to　investigate　the　effect　of　testosterone　on

the　K＋－and　Ca＋＋－induced　contractions　and　on

［3H］nitrendipine　binding．

Materials　and　Methods

　　Animals：Male　Wistar　rats，　weighing　200・220g，

were　anaestetized　with　pentobarbitone（30mg／kg，

i．P．）and　then　bilaterally　orchidectolnized　through

the　scrotum．　Next，　the　rats　were　maintained

under　ordinary　ellviromnental　conditions　for　21

days．　The　contro1　group　consisted　of　orchidectom－

ized　rats　without　hormonal　treatment．　The　rats　of

the　testosterone　group　were　subcutaneously　treat－

ed　with　testosterone　benzoate　dissolved　in　sesame

oil　in　a　dose　of　20rng／kg　given　deiIy　for　4　days　on

day　17－20．　The　animals　were　killed　on　day　21　by　a

blow　on　the　occipital　region　followed　by　bleeding

from　the　carotid　artery，　The　seminal　vesicles

were　quickly　removed　and　dissected　free　of　adher－

ing　fat　and　connective　tissse．

　　Measurement　of　mechanical　reactivity：The

seminal　vesicle　strips（5mm　in　length，30mg　in

weight）were　suspended　in　an　organ　bath（50ni1）

containing　Tyrode’s　solution（composition　of　the

nutrient　solution（mM）：NaC1，137；KCI，2．7；CaCl2，

1．8；MgCl2，1ユ；NaH2PO4，0．4；NaHCO3，12；and

dextrose，5．6，　pH　7．4）kept　at　37±0．5℃and　bub－

bled　with　a　95％02－5％CO2　mixture　gas．　The

responses　of　the　preparations　were　recorded

isometrically　on　an　inkwriting　oscillograph，（SR－

651，　Watanebe　Inst。　Corp．，　Japan）　through　a

force－displacement　transducer（SB－1T・H，　Nihon

Kohden　Kogyo　Co．，　Japar1）．　The　initial　tension

apPlied　to　the　preparations　were　adjusted　to　200

mg（16）．

　　Studies　on　K＋’－induced　contractions：K＋－induced

c（mtractiolls　were　elicited　by　cumulative　addition

of　KC1（0－80　mM）to　the　normal　Tyrode’s　solution．

Maximum　contractions　of　the　individual　prepara－

tions　were　taken　as　100％．　High　K＋－induced　con－

tractions　were　elicited　by　exposure　of　the　semillal

vesicle　strip　to　Tyrod’s　solution　with　75　mM　KCl

added．　Phasic　responses　of　the　individual　prepara一

tiolls　were　taken　as　IOO％．

　　Studies　on　Ca＋＋－induced　contractions：　Ca＋＋－

induced　contractions　were　elicited　by　cumulative

addition　of　CaC12（1×10－5－3×10　2　M）to　a　Ca＋＋－

depleted，77．7　mM　K＋－containing　Tyrode’s　solu－

tion，　for　5　min　after　the　seminal　vesicle　had　been

suspended　for　10　mhl　in　a　Ca＋＋－depleted　l　mM

EGTA－containing　Tyrode’s　solution．　CaCl2　was

added　directly　to　the　bathing　fluid（7，16）．　Maxi・

mum　corltractions　of　the　1ndividual　preparations

were　taken　as　lOO％．

　　Assay　of　［3H］nitrendipine　binding：The　semi－

nal　vesicles　were　homogenized　in　a　Polytron　P・10

by　three　10－sec　bursts　in　10　vol．　of　50　mM　Tris－

HCI　buffer　solution（pH　7．4）in　ice　water，　transfer－

red　to　a　glass　homogenizer，　and　further　homgen－

ized，　The　homogenates　were　filtered　through

double　cheese　cloth　layers　and　then　centrifuged　at

lO5，000×g　for　60　min．　After　the　supernatants　were

decanted，　the　pellets（crude　membrane　fractions）

were　resuspended　in　5（）mM　Tris－HCI　buffer　solu－

tion（pH　7．4）to　obtain　a　final　protein　concentra－

tion　of　150μg／2m1．　Then　they　were　used　for　the

binding　assay．　The　binding　assay　procedure　was

as　follows：Atwo－ml　aliquot　of　the　prepared

s　uspensi　on　was　incubated　with　20　to　800　pM

［3H］nitrendipine　in　triplicate　for　90　Mill　at　25℃，

The　mixture　was　filtered　in　a　vacuum　through　a

Whatman　GF／C　glass　fiber　filter　and　washed　with

three　3ml　aliquots　of　50　mM　Tris－HCI　buffer

solution（pH　7．4）．　The　trapped　radioactivity　was

measured　　by　　liquid　　scintillation　　spectro－

photometry（Packard，300C　type）．　Specific　binding

was　defined　as　the　difference　between　total　bind－

ing　and　binding　in　the　presence　of　1μM　nifedi－

pine．　The　properties　of　［3Hコnitrendipine　binding

were　analyzed　with　the　method　of　Scatchard（17）．

　　Drugs；Nifedipine　was　supplied　by　Bayer　Yaku－

hin　Co．，　Ltd．，　Osaka，　Japan；［3H］nitrendipine　by

The　Japan　Radioisotope　Association（77．4Ci／

mrno1，　New　England　Nuclear），　Tokyo；and　testos・

terone　benzoate　by　Sigma　Chemical　Co．，　U．　S，　A，

All　other　chemicals　were　of　reagent　grade．

　　Other　rnethods：Protein　was　measured　by　the

method　of　Lowry　et　a1，（18），　using　bovine　serum

albumin　as　a　standard．　The　results　were　expres・

sed　as　the　nユean±standard　error　for　each　group．
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Significance　of　the　difference　was　examined　by

Student’s　t．test．

Results

　　Effects　on　K＋－induced　contractions：The　K＋－

induced　contractions　were　observed　in　the　contr（）l

group　in　a　dose－dependent　manner　in　a　KCI　range

from　30　mM　to　80　mM．　The　maximum　contrac－

tion　was　attained　at　80　mM　KCI（Fig．1）．　In　the

testosterone　group，　the　K白一induced　contractions

were　slight　at　30　rnM　KCI　and　rnaximurn　at　80

mM　KCL　Therefore，　for　the　subsequent　studies，　a

high　K†collcentration　of　75　mM　KCI　was　used．

　　High　K㌔induced　contractions　in　both　the　con－

trol　and　testosterone　groups　were　observed　ill

terms　of　phasic　and　tonic　responses（Fig．2A），　The

tollic　response　of　the　testostero！1e　group　showed　a

significant　increase　of　about　5　tillles　over　that　of

the　control　group（Fig．2B）．

　　Effects　on　Ca＋＋－induced　c〔mtrユct三e：：e：The

Ca†＋－induced　contractions　were　observed　i1）the

control　group　in　a　dose－dependent　manner　in　a

CaC12　range　from　3×10－5　M　to　3　x　10－2　M．　The

maxlmum　contractlon　was　attained　at　3×10’2　M
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Fig．1．　Dose・response　curve　for　effect　of　testoster－

　　　　　one　on　K←－induced　contraction　of　isolated　rat

　　　　　senコ1nal　vesicle．　K’｝－lnduced　contracti（，n　was

　　　　　elicited　by　cumulative　additi（，n　of　KCI　to　the

　　　　　bathing　medium．　The　mean　values　for　maxi－

　　　　　1nunユcontraction　in　the　control　and　tしstoster．

　　　　　one　groups　were　180±9．4（N＝7〕and　167±10．

　　　　　81－ng（N＝9），　respectively，　and　were　taken　as

　　　　　lOO％tension．　Points　and　vertical　bars　are

　　　　　mean±S．　E　of　values．＊＊＊：p〈（〕．001；Signifi－

　　　　　cantly　different　fr（，m　the　control　values．
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　　　　　K’－induced　contraction　of　the　isolated　rat

　　　　　senコinal　vesicle．　Similar　results　were

　　　　　obtained　ill　thirtee！ユto　sixteen　such　experi－

　　　　　merlts．　B：Analysis　of　high　K＋－induced　con－

　　　　　t「actlc）n　observed　ill　A．　Phasic　re9．　ponses　of

　　　　　the　c・llt・・1（●，185±32．6mg　tensi。。）and

　　　　　testosterone　groups（0，194±19．7mg　tension）

　　　　　were　taken　as　lOO％　　tensi（，n．　Pohlts　and

　　　　vertica】bars　are　mean±S．　E．　of　va】ues．＊＊＊：

　　　　P〈0・001；Sigrlificantly　different　froln　control
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Fig．3．　Dose－respぐ）nse　curve　for　effect　of　testoster．

　　　　　one　on　Ca占＋－induced　contraction　of　isolated

　　　　　rat　selninal　vesicle．　Ca＋→．－lnduced　contractiQn

　　　　　was　elicited　by　culnulative　addition　of　CaC1、

　　　　　亡o　a　Ca→㌔depleted　high　K＋・colltailling

　　　　　Tyrode’s　solution　for　51nin　after　the　seminaI

　　　　　vesicle　strip　had　been　suspeneded　in　a　Ca＋＋－

　　　　　depleted，1mM　EGTA－containing　Tyrode’s

　　　　　soluti（m　for　10　rnin．　The　mean　values　of

　　　　　maxllnum　contractlon　III　the　colユtrol　and

　　　　　testosterolle　groups　were　146±ll．3　（N＝9）

　　　　　and　l37±26．8mg　（N＝7），　respectively，　and

　　　　　were　takerl　as　lOO％　tension．　Points　and

　　　　　vertical　bars　express　the　mean±S．E．　of

　　　　　values．＊＊：P〈0，01　and　＊＊＊：p＜0．001；Signifi－

　　　　　cantly　differellt　fronl　control　values，　respec－

　　　　　tively．
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cacl2（Fig．3）．　In　the　testosterone　group，　the　con－

centration　of　maximum　contraction（1×10’2　M）

was　reduced　while　the　ED．　values　of　Ca＋＋which

induced　50％of　the　maximal　contractlon　were

also　significantly　reduced　from　6．3±0．43×10－4　M

to　4．2±O．45×10－4　M．　Furthermore，　the　dose－

response　curve　for　the　Ca＋＋－induced　contraction

shifted　parallelly　to　theユeft．

　　Effects　on　［3H］nitrendipine　binding：The　spe－

cific［3H］nitrendipine　binding　to　crude　mem－

branes　prepared　frorn　both　the　control　and

testosterone．treated　seminal　vesicles　were　satura－

ble　monophasically（Fig．4）．　Scatchard　analysis　of

the　control　group　revealed　a　single　population

with　a　Hill　coefficient　of　1．09　and　gave　the　values

of　O，391±O．0481　nM　for　an　apparent　dissociation

constant（K【、）and　of　49±2．4　fmo1／mg　protein　for

the　maxirnal　number　of　binding　sites（Bm。．）（Fig．

5）．In　the　testosterone　group，　the　Bmax　values

significantly　increased　by　86％，　but　the　KD　values

did　not　differ　greatly　from　those　in　the　control

group・

Discussion

We　found　that　the　maximum　contraction　for

K＋・induced　contractions　in　seminal　vesicle　prepa－

rations　isolated　from　rat　occurred　at　a　concentra一
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Fig．4．　Saturation　of　［3H］nitrendipine　binding　to

　　　　　rat　crude　seminal　vesicle　membrane．　Seminal

　　　　　vesicles　from　the　control（●，　N＝4）and　tes－

　　　　　tosterone　groups（O，　N＝4）were　homogen・

　　　　　ized　separately　and　incubated　with　increas－

　　　　　ing　concentrations　of　［3H］nitrendipine　in　a

　　　　　50mM　Tris－HCI　buffer　solution（pH　7．4）in

　　　　　the　absence　and　presence　of　lμMnifedipine

　　　　　at　25℃for　90　mill．
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tion　of　80　mM　KCI　in　both　the　control　and　testos－

terone　groups（Fig．1），　while　the　tonic　response　to

the　high　K＋－induced　contraction　in　the　testoster－

one　group　showed　a　significant　increase　of　about

5times　over　that　of　the　control　group（Fig．2A　and

B）．These　results　suggest　that　the　potentiation　by

testosterone　represents　an　increase　in　intrace1・

lular　Ca＋＋concentration　because　high　K＋－induced

contractions　are　known　to　be　elicited　by　increased

Ca＋＋－influx　through　the　voltage・dependent　cal－

cium　channels（19，20）．　Furthermore，　in　the　phasic

response，　Ca什is　released　from　intracellular　sites，

whereas　in　the　tonic　response，　Ca＋＋crosses　the

membranes　of　isolated　taenia　coli（21），

　　Ca＋＋－Induced　co飢raction　was　enhanced　by　tes－

tosterone（parallel　leftward　displacement　of　the

dose－response　curve）（Fig，3）．　Accordingly，　these

results　supPort　the　idea　that　testosterone　rnay

enhance　transmembrane　Ca＋＋－influx，　because　the

cumulative　addition　of　Ca＋＋・induced　contractions

of　isolated　smooth　muscles　in　a　Ca＋＋－depleted

K＋・depolarizing　solution（7，8）makes　it　possible

that　the　Ca＋＋－induced　contraction　depends　on　the

Ca＋＋－influx　into　the　smooth　muscle　cells　from　the

external　medium（8，9）．

　　We　also　found　that　the　specific　binding　of

［3H］nitrendipine　to　crude　seminal　vesicle　mem－

branes　prepared　from　orchidectomized　rats　was

saturable　with　high　affinity（Fig，4and　5）．　The

量s
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Fig．5．　Scatchard　analysis　of　［3H］nitrendipine

　　　　　binding　in　the　rat　crude　serninal　vesicle

　　　　　membrane　fraction　observed　in　Fig．4．　The

　　　　　KD　and　Bma、　values　in　the　control（●）and

　　　　　testosterone　groups（0）were　O．391士0．0481

　　　　　and　O，471±0．0894　nM　and　49±2．4　and　91±6．

　　　　　9fmol／mg　Protein，　respectively．　Data　repre一
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specific　binding　of　［3H］nitrendipine　observed　in

the　present　study　had　a　KD　value　of　O．391　nM（Fig．

5）．The　Bmax　values　of　［3H］nitrendipine　binding

in　crude　seminal　vesicle　membranes　were　signifi・

cantly　increased　by　treating　the　rats　with　testos・

terone．　The　KD　values　in　the　treated　groupsdiffer・

ed　very　little　from　those　in　the　control　group（Fig．

5），These　data　suggest　that　calcium　channels　of

the　testosterone　group　increased　without　a　change

in　affinity，　because　［3H］nitrendipine　binding　has

been　shown　to　indicate　the　properties　of　calcium

channels　in　the　ileum，　heart，　skeletal　muscle　and

cerebral　cortex（22，23）．　The　increased　of　calcium

channels　by　testosterone　apPeared　to　be　related　to

enhancement　of　K㌔（tonic　response）and　Ca＋＋・

induced　contractions．

　　In　summary，　these　results　indicate　that　testos－

terone　appears　to　increase　the　number　of　calcium

channels　as　well　as　the　transmembrane　influx　of

Ca＋＋，　leading　to　enhancement　or　maintenance　of

COntraCt10nS，
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testosterone処置ラットの精嚢腺における
　　　　　　　　　calcium　channe1と

　　　　mechanical　reactivityについて

大阪医科大学，薬理学教室

石井権二，假野隆司，安藤嚢一

　testosterone処置ラットから摘出した精嚢腺を用い

て，K＋一およびCa＋＋－induced収縮と［3H］nitrendipine

結合の性質を調べた．高K＋－induced収縮において，

testosterone群のtonic反応は対照群に比し5倍増加

した．Ca＋＋－depleted、高K“液中でのCa＋＋－induced収

縮では，testosterone群は最大収縮に要するCa＋＋濃度

の低下と用量反応曲線の左方平行移動が認められた．

また，粗膜分画での［3H］nitrendipine結合の性質は，

最大結合量を有意に増加したが，解離定数に変化はな

かった．これらの結果から，testosteroneはcalcium

channelの数を噌加させ，このことがCa†＋の細胞内流

入を高め，収縮の増大または持続に関与していると考

えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　（’受付：昭和62年2月6日）
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遺伝が予測される精子の形態異常：頭部

Morphologically　Abnormal　Spermatozoa
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　本論文は，｝三として家畜と人の精f’の形態異常に関する報文の中から，遺伝あるいは遺伝の可能性

が予測される異常についてとりまとめてみた．記載は精子頭部の先端から尾部末端部に至る順序とし

たが，複数部分にまたがる奇形例は奇形度の重症部位を主体とした．異常あるいは奇形の名称は，欧

文報告例が多いので英文名で揚げ，試みにカッコ内に該当する和訳や解説をつけた，

　人や家畜の精子の異常の中で，遺伝にかかわる形態の異常は現在迄のところ，頭部について12種を

数えることが出来た（Table　1）．これらの異常について展望し，多少の検討を加えた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．33（1），186－196，1988）

　家畜や人の精子の形態については光学顕微鏡（以ド，

光顕と略す）の発明以来，300余年の間に無数の報告

がなされ，形態異常に関する研究も多数みられる1・2・3・4）．

さらに電子顕微鏡の発達により精子の内部構造が次

第に明らかとなり，微細構造にかかわる異常も究明

されつつある5，6，7），特に内部構築と機能との関連が論

じられるようになってからは，従来，雄牲不妊症の

重要な要因として注目されてきている遺伝にかかわ

る問題が見直されてきている．精fの奇形と遺伝と

の関連を論じた総説はこれまでにもいくつか見られ

るが8・9・IO・11・12・13），その後の報告も多くなっている．

　本論文では，r．として家畜と人の精子の形態異常

に関する報文の巾から，遺伝あるいは遺伝の可能性

が予測される異常についてとりまとめてみた．

頭帽の異常

　頭部における頭帽の存在は染色性の相違等により

古くから知られているが，電顕を用いた探索により，

酵素系物質を容れた袋状の立体構造物で精子核質の

前半部を覆っていることが解明され1‘・15），受精にかか

わる機能的意義16・17）や受精能獲得（capacitation）現

象等も明らかとなり18），さらに，頭帽のacrosome膜

内に収納されている物質も組織化学や免疫化学的手

法により次第に明確にされつつある．この頭帽につ

いて精子の異常と遺伝性との関連を予測した最初の

報告がみられる．

1．knobbed　sperm（頭帽のacrosomeの膨化，空

胞あるいは液胞形成〉

　頭帽の膨化やまくれ上りは1943年にオランダで発

見され，ホルスタインフll一ジァン牛でacrosome形

成異常としてTeunissen（1946）19）Cこより2頭の不妊

牛で確認された．その後，英国でも2頭の雄牛が関

与した近親交配の種雄牛（Rollinson　and　Makinson：

194920）），2頭の雄牛が5代にわたって関与した低受

胎牛でその遺伝性が提唱された（Hancock：1949）21）．

　不妊のデンマーク赤牛でこの異常を見出したBlom

（1962）22｝はknobbed　spermと呼び，その後この名

称が一般的に用いられている．Hancock（1952）23）

はこの奇形を高率に産生する3頭の不妊フリージァ

ン牛が劣性遺伝によることをつきとめ，光顕による

検査法としてnigrosin－eosinまたはHeidenheim

hematoxylin染色，あるいは位相差顕微鏡観察が適

していると報告した．更に，Donald　and　Hancock

（1953）24）はこの異常精子を産生する17頭の不妊牛の
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近親系数の分析から，内16頭の雄牛が何れもA，B，

Cの3頭の種雄牛に由来することを確かめ，spermatid

の段階で起こるan　autosomal　sex－limited　recessive

geneによると結論した．　knobbed　spermの形態はそ

の大きさや程度に種々のものがあり，遺伝性を直接

指摘していなくとも25｝，羊や豚にも認められ26・27），我

国においてもTiba（1964）28）による牛の報告例がみ

られる．引続き，北欧22・29・3°・31｝やイギリス32｝の研究者

達はこの異常精子の微細構造を熱心に追求し，形成

機序や内部構造を明らかにしている．人ではイタリ

アの報告が遺伝性を指摘している33）．

2．ruffled　acrosome（頭帽の搬曲，波状隆起で部

分的破壊も含まれる）

　頭帽の表面が雛寄った状態を示すもので，米国に

おいてSaackeら（1968）34）によってGiemsa染色標

本で検出された．すなわち，低受胎牛とその子孫2

頭のホルスタイン雄牛の精fで見出され，同様の異

常がジャージー種でも発見され，その遺伝性が予測

されている．この症例では，光顕や走査電顕による

外見が厳密に頭帽のみに限られたものか，頭部実質

（核質部）を含む隆起や雛曲であるか，超薄切片試料

で透過電顕による確認が望ましい。

3．microtubular　mass　defect（微小管構造物の塊

の附着）

　Heathら（1985）35）はstandardbred種馬7頭の低

受胎例の精子を電顕的に調べ，細胞膜の内側で頭部

や頸部に直径18　一一　19　nmの微小管構造の集塊をもつ

異常を見出し，何れも近縁関係にある個体なので遺

伝的要因を暗示した．この微小管は，哺乳動物の精

子発生段階（elongation　phase）で豆9i部核質部を囲

績iしてその伸長を助けている36｝，と考えられている

manchetteを構成している微小管群の大きさ＞25

nm37・3s｝より大きく，現在のところその起源は不明で

ある．

4．spontaneous　detachment　of　acrosome　cap（頭

帽の剥離，離断）

　Blom（1945＞39）によって，不妊のデンマーク赤牛

や馬で指摘されてからその遺伝性が疑われている9）．

しかし，頭帽は適当な浮遊液でゆるやかな遠沈を繰

り返すことによって剥離・離断出来る4°）ことから，こ

の異常は先天的に細胞膜が脆弱であるか，あるいは

副生殖腺液の成分異常などによるものとも考えられ

る．

　acrosomeの異常に限らず，精子の異常については

将来その基本的な形態構築のみならず，より細かに

その生化学的構成も問題となるであろう．特に，

acrosomeの場合，膜内に収容された酵素系物質の存
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在について分子レベルでの研究が必要とされるであ

ろう．

頭部核質部の異常

　精子頭部の核質部は2N／2の染色体を濃縮して

持つ電子密度の高いDNA成分から成り，それぞれ

種特有の特徴ある形態を呈している．多くの家畜で

は扁平で卓球のラケット状あるいはヘラ状の形態を

示し，馬などではやや肥厚し，人では楕円球状ある

いは卵球形となっている．頭部の形態異常について

は古くから数多くの報告があり，奇形の分類に当っ

ても先ず筆頭にあげられてきた．この部分が雄性配

偶子の重要な部位であるため，この異常と遺伝性と

の関連は最も重要視されねばならない．

1．　pouch　forrnation（diaden　defect），　crater　defect

（核質の各部分に陥凹や空胞あるいは液胞を形成）

　この異常は当初スウェーデンで不妊の雄豚の精子

から検出され29），Bane　and　Nicander（1965，

1966）41・42）によりspermatidのmaturation　phaseで

形態形成の異常から発生することが確かめられた．

その後，Blom5）は牛精子の染色標本で頭部が王冠を

かぶった様に見えることからこの異常をdiaden　defect

と命名したが，その遺伝性については否定した．し

かも，カナダでMillerら（1982）43）は低受胎のSim－

mental種雄牛で高率のpouch　formationを見出し，

その子孫7頭の種雄牛が同様の異常を示さないこと

から，遺伝性を否定している．さらに，小島7）は豚や

人工陰睾処理後の山羊精巣内のspermatidsで類似

の異常を見出している．この種の異常の発生機序は

憶測の域を出ていないが，罹病体質の問題を含めて

遺伝との関連を追求する必要があろう．

　類似の頭部形成不全の例がカナダの南アルバータ

州で調査した35％の雄牛群の一割に見出され，その

精子の微分干渉光顕像からcrater　defectと命名され

（Costerton，1978＞44），その原因が精巣内でvirus様

構造物集塊を検出したことから感染によるものと推

定された．その後，同地でアルバータ肉牛13頭から

この異常を検出したCoulterら（1978）45）は，精子頭

部に核膜をもつ陥凹が小さな開口部を作っている構

造の欠陥で，頭帽と後部核鞘（postnuclear　sheath）

の会合する部位近辺に多発することを確かめ，低受

胎との関連において注意を促している．

2．SME　defect（種々の段階でknobbed　spermと

pouch　formation又はcrater　defectを併発している

もの，頭帽と核質部の異常合併症）

Blom（1973）46）はデンマークランドレース種豚で，

acrosome　capのknobと核質部のpouchやcrater
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を併発した異常の精子を90％以ヒ産出する例を見出

し，その系統名をとってSME－defectと名づけ，この

異常の遺伝性を探り始めた．その後，同様な異常精

子を産出する2頭の豚で内部微細構造を明らかに

し47），さらに，実験的交配によりその遺伝性を証明し

た48）．前後してAndersen　and　Filseth（1976）49｝は

ノルウェーランドレース豚でこの異常を報告し，北

欧におけるランドレース種におけるSME－defectの遺

伝性を示唆した．

　類似の病変は犬でも発見され，Hrudka（1983）5°）

はスペイン犬で精子の頭帽形成の異常と核質部の陥

凹を合併する例についてacrosome　nuclear　syn－

dromeと名づけて，その遺伝性を暗示した．

　これらの研究報告に提示されている電顕像は部分

的に見る限りknobbed　sperm，　pouch　formatioll，

crater　defectなどと区分が難しい．したがって，類

症鑑別には多数の切片像を観察し，罹患動物の類縁

関係を調査して結論を出す必要があろう．

　この異常に関連して，人の正常精fが切片像で核

質先端部に近く極めて大形の空胞あるいは液胞を持

つ電顕写真が発表されているがJ「　’・s2）．　Schultz－Larsen

（1958）53〕の模式図では先端部でacrosomeを引き込

んだ陥凹として表わされている．この成額はpouch

formation，　crater　defectおよびacrosome－nuclear

syndromeなどとの関係を考えると極めて興味深い所

見であり，他の霊長類の精子形態との比較研究が待

たれる，

3．rounded　head　sperm，　acrosomeless　sperm（頭

部核質が球形を呈し，頭帽の欠損したもので，核質

の濃縮不全のものもある）

　所謂，球形頭部の精子がSchirrenら（1971）54〕に

よってドイツで人精液について注口され，引続き同

研究者達によって中年男性4人の精液巾の精子と

biopsyによる精子細胞が探索され，　spermiogenesis

過程でのacrosome損失による異常と判明し，

acrosome部分がSertoli細胞に責喰される例もある

ことが報告された55・56）．また，デンマー一クの症例でこ

の異常は頭帽の分離欠損のみならず，postnuclear

sheath（後部核鞘）の形成不全，核濃縮不全や尾部

線維束の形成不全を伴うことが判明した57）．

　Kullander　and　Rausing（1975）58）はスウェーデ

ンでおたふく風邪に罹患したことのある不妊の兄弟

が，それらの全ての精子について球形頭部のもので

あり，chlomiphene投与が無効であったことを報告

した．患者等の姉妹が子供をもっていることから，

この異常がY染色体上に位置する劣性遺伝因子に支

配されているものと結論した．しかし一方，2例の

球形頭部精子の患者について分析したドイツの

Anton－Lamprechtら（1976＞59）は，　acrosome欠損

と頭部核質内空胞形成の2型に分類し，後者の核濃

縮不全例に対しHCG投与の治療を施し，受胎に成

功した．にもかかわらず，スペインで兄弟に類似の

異常を見出したNista1ら（1978）6°・61）はbiopsy材料

も検査し，家係にまつわる遺伝的なものと推定した．

　Baccettiら（1977）62）はイタリアで人精子のこの

異常（acrosome欠損と不完全核濃縮）がsper－

miogenesisに当ってmanchetteの形成不全に起因す

ることをつきとめ，さらに異常精子がzinc欠乏状態

にあり，尾部形成不全が半数であったことを示した

（哺乳類の精子核質部の成熟に伴なう一S－S一結合

の問題についてはBedford　and　Calvin　l974参

照63））．さらに，この異常はAughey　and　Orr（1978）64）

によって追加報告され，Castellaniら（1978）65）によ

り形態形成と生化学の両面から追究された．また，

Lalondeら（1982）66）はカナダで95％以上のrounded

head　spermの症例が不妊であったと報告している．

ドイツで2組の兄弟を含む9例の不妊症の球形頭部

精了をもつ患者について研究したFlorke－Gerloffら

（1984，1985）67・68）はacrosome外膜とacrosinの欠

損を確かめ，この遺伝が複数の因子に支配されてい

ると報告し，さらに，異常精子が哺乳動物の進化に

関連するacrosin　inhibitor因子にも欠けていること

を証明した．Jeyendranら（1985）69｝は子供の無い2

組の夫婦について調べ，acrosome欠損の精子が生体

染色法で染り難く，acrosinやproacrosinが少なく，

運動性を示すにもかかわらずzona－free　hamster

oocyteに侵入出米ないことを確かめ，これはprimay

defectの雄性不妊であり，頭部形成不全も同時に併

発するものであると結論づけた．

　これらの症例は何れも頭部核質部が真円球状で殆

んど頭帽を持たないものであるが，人の正常精子頭

部が卵球状の形態をとることを考え合わせると興味

がある．多くの家畜の精子頭部が扁平な形をとるこ

とから，若し家畜でこの異常を多発する系統が見つ

かれば近親交配等により，その発生機序等の解明に

役立つであろう．一般に，家畜精子の塗沫標本で稀

に萎小形と共に球形頭部の精子が現われるが
acrosomelessのものか現在のところ不明である（著

者は豚精巣中の1精子細胞でround　head例を見出

したが，精液標本では発見出来なかった）．

4．nuclear　chromatin　decondensation（核質の崩

壊あるいは融解）

　桁細管内における精子細胞の核濃縮不全，および

精細胞の崩壊像は珍らしくないし，それらの異常細
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胞がSertoli細胞に貧喰される現象も周知のところで

ある7°）．さらに，未熟細胞や精子が輸送の途中で精巣

上体71）や輸精管上皮細胞などによって取り込まれてゆ

く様子も丁寧に調べられている72・73・74｝．

　しかし，これらの生理的現象とは別に，射精後20

分～2時間の人精液をsodium・dodecyl－sulphateで

膜処理をすると15分以内に20％以上の精子が核

chromatinの膨化をきたすことがスウェーデンでKvist

（1986）75｝によって見出された（核chromatinの濃縮

を安定に保つ一S－S一結合は内在するthiol群によ

って開裂されるが，その働きは受精に至る迄zincに

よって制禦されている，とゆう63・76｝）．この核質の崩

壊を示す精液では前立腺由来のzinc量が少なく，

zinc／fructose比が低いことが確かめられ，　Kvist

（1986）75）は人精子のchromatin　decondensation性

が遺伝的なものであろうと示唆した．

5．rolled　head，　nuclear　crest　type（頭部核質部の

弩曲，巻込，綴寄り変形等）

　頭部が大きく巻込んだり，折れ曲っている精子は

多くの場合acrosomeの形態異常を伴っていて，

acrosome膜内に細胞質内小器官の遺残物を容れてい

たり，後部核鞘の形成不全を併発したものが多い77〕．

これらの頭部の不整形は小頭を含めて遺伝するもの

と考えられている（Nistal　and　Paniagua：19847s））．

牛におけるrolled　head精子がKojimaら（1969）79）

によって報告されているが，この種の例は塗沫標本

では判定が困難であり，切片による電顕的探索が必

要である．豚におけるrolled－headやnuclear　crest

type（頭部の横断面が三角菱形に伸びている例）な

どは，多分二倍体であろうと推測されている（Blom：

198080））．

　催奇性のある穀物薫落薬ethylene　dibromide投与

による牛の精子頭部の形態異常の例がAmir（1975）81〕

によって報告され，El　Jack　and　Hrudka（1979）82）

小島

は羊にも同様，核濃縮不全によるnuclear　crestの発

生例をみている．しかし，この種の薬物や雄i生不妊

薬として開発されつつある物質が遺伝因子に迄作用

するかどうかは，現在のところ不明である．

6．decapitated　sperm，　disintegration（頭部離断，

あるいは尾部離断）

　1949年に英国で，不妊のガンジー種雄牛12頭の精

液から大量の頭部と尾部の離断した精子が発見され

た（Hancok　and　Rollinson83））．それらの雄牛問に

は特別な近親関係が見出せなかったことから，この

異常はガンジー種に特異な遺伝的欠陥と考えられた．

同様の結果が英国内で確かめられ84），その後の研究に

よりこの異常が精子の精巣上体通過中に起こること

（189）　189

が判明した85・86）．また，95％にも及ぶdecapitated

sperrnを産出し不妊であった7頭のガンジー種雄牛

について，Jones（1962）87）はそれらが何れも共通の

3頭の祖先をもつ子孫であることを調査し，この原

因が雌牛も担体となり得る劣性の伴性遺伝による異

常と判定した．この遺伝性は南アフリカでVan　Rens－

burgら（1966）88）によっても13頭のGuernsey牛で

報告された．類似の所見がヘレフォード種雄牛8頭

でも見出されたが，この場合の5頭の例はhypoplasia

であった89｝．

　Settergren　and　Nicander（1968）90）はスウェーデ

ン赤牛でこの異常が50％に及訓列を電顕的に検索し，

精子頸部の関接窩（implantation　fossa，　groove）が

狭く，segmented　columnsが細く，basal　plate（頭

部の基底板）が頸部の関接頭をしっかりとつかんで

いないことを見出し，精子が精巣上体を通過中に頸

部で離断が進行することを証明した．その後，Blom

and　Birch－Andersen（1970）91）は不妊のガンジー種

牛の精巣を調べspermiegenesis過程で基底板と関接

窩の形成不全が起こり，不完全連結の頸部が関接部

分で離断することを追認した．さらに，　Blom（1977＞92）

は80％以上の頭部離断精子を産出する2頭のヘレフ

ォード種雄牛についても同様の診断を下した，

　この頸部附着部形成不全の例は人精子についても

報文が出ている．Luders（1976）93｝はドイツで不妊

の男性3名の精液中に50％以上の160°以上の角度の

首折れ精子を見出し，電顕により頸部の形成不全を

確認した．この例は牛にみられる精子の異常と一致

したものであるが，頭部離断は起していない．イタ

リアではPerottiら（1981）94｝が100％頭部離断の精

子を産出する不妊男性の例を電顕を用いて精査し，

頸部における関接窩の形成不全を確かめ，家畜にお

けるこの異常の遺伝性を支持した．

　7．giant　head，　dipoidy（polyploidy），　Achim　defect

　（巨大頭部，倍数体精子）

　巨大頭部をもつ精子の異常は，萎小型と共に出現

頻度が少ないとは言いよく知られていて，各種動物

精子の奇形の分類には必ず記載されている．この異

常は多分，減数分裂の失宜による倍数体で，DNA

含量を重複して持つものであろう．

　Gledhil！（1964，1965）95・96）はスウェーデン赤牛で

　DNA含量が2倍の精子について報告した．同様の

　所見がSalisbury　and　Baker（1966　a，　b）97・98）に

　よってヘレフォード牛でも発見され，遺伝因子に支

　配された巨大頭部精子を多産する雄牛の系統が明ら

　かとなった．Beatty　and　Fechheimer（1972）99）は

　この異常精子を生産する系統の兎で，若令時に多発
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Table　1．　Sperm　defects　suspected　inheritance：Head

Abnormal　type Breed Author（s）｛year） Country　　Heritability

Oknobbed　sperm
　　apPical　segment

　　　　　　　　　oruffled　acrosome

ac「osome　　incomplete
（head　cap） partly　broken　down＊

Odetachment
Omicrotubular
　　　mass　defect

Opouch　formation
　　diaden

　　crater　defect

OSME　defect＊
aCrOSOme　nuclear

　　syndrome

Oround　head

Onuclear　chromatin
　　　　decondensation

Orolled　head
　　　nUCIear－CreSt

nucleus　O　disintegreated

（head）　　　　decapitated

Oglant
　　　Achim　defect

O　double　heads
　　　multiple　heads

bull

bull

bul1

Hancock（1952）

BlOm（1962）

Donald＆Hancock（1952）

human　Vegnj－Talluri　et　al（1977）

bull　　　Saacke　et　al（1968）

bull　　Blom（1945）
stallion　Heath　et　a1（1985）

boar
bull

bull

boar

dog
human
human
human
human
human

boar
bull

ram

bull

bu11

human
bull

bul1

Bane＆Nicander（1965）
Blom（1972）

Costerton（1978）

Blom＆Jensen（1977）

Hrudka（1982｝
Shirren　et　a1〔1971）

Kullander＆Rausing（1975）
Baccetti　et　a1（1977）

Florke・Gerloff　et　a1（1984）

Kvist（1986）

Blom（1980）

Amir（1975）

EI　Jack＆Hrudka（1979）

U．K．

Denmark
U．K

Italy

U．S．A．

Denmark
U．S．A．

Sweden
Denmark
Canada
Denmark

Canada
Germany
Sweden
Italy

Germany
Sweden

「eCeSSIVe　gene

　　　　　　　十

autosomal　sex－limited

　「eCeSSIVe　gene
　　　　　　　＋？

　　　　　　　＋？

＋～

十？

（Virus　infection？）

　　　　　　　十

十？

「eceSslve　genes
（zinc　deficiency）

complex　genes
　　　　　　　十

Denmark　diploidy　？

France　　（ethylence　dibrornide）

Canada　　（　　　　　　　〃　　　　　　　）

Hancock＆Rollinson（1949）U．K．

Jones（1962）　　　　　　　　　UK．

Perotti　et　a1（1981）

Salisbury＆Baker（1966）

Bertschinger（1975）

human　Escalier（1983）

human　Vigni－Tallur　et　al（1978）

Italy

U．S．A．

Swiss

France

Italy

specles　specific　gene

sex－limited　recessive

gene
　　　　　　　　十

　　　　　　　　十

dominant　sexlinked
gene

　　　　　　　十

enVlrOnment十gene
heterochromatin

N・t・・＊m・・k・dd・fect・pP・a・ed　i・b・th・・・…m・and　nu・leu・f・equently．
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することを見出し，2倍体精子の分離を試みている．

兎の例でMortimer（1977）1°°）はこの異常精子が雌

性生殖器官を通って受精部位に到達する迄，有意に

減少するが，膜構造物の抵抗性は正常精子と変らな

いことを報告している1°1）．

　牛でBertschinger（1975）lo2）は20～32％の高率で

倍数体精子を産出するブラウン　スイス種の系統

Achimを見出し，その形質が2代にわたって7頭の

雄牛に派生していることを確かめ，Y染色体上に位

置する優1生遺伝因子に因るものと判定した．この異

常は更に，11頭の類縁の雄牛の産出する精子のDN

A量が2～4倍体であることが分り，起因雄牛の名

号をとってAchim　defectと命名され1°3｝，電顕によ

り，頭部の不規則な形態異常（ruffled　head，　crest

type等）と共に尾部が重複していることが証明され，

減数分裂と精子発生機序にわたる異常と推定され

た1°4）．オーストリアの不妊Fleckvieh牛について調

べたCzaker　and　Mayr（1984）1°5）は，巨大，重複

等の頭部異常の微細構造を明らかにし，それらが遺

伝的欠陥であろう，と推論した．Blom（1980）8°）は

イギリスのサウスデボン種若牛で，約80％にも昇る

rolled　headとnuclear　crestの奇形精子があったに

もかかわらず24頭の授精で80％の受胎率を得た例

を報告し，倍数体に起因する異常であろうと考えた．

　人精子ではこの2倍体異常が他の哺乳動物の場合

に比べて出現頻度が高いことが知られている
（Beatty：1970）106）．また，2倍体精子が授精して3

倍体接合子を形成した場合，発生の初期に流産を起

こし易い，と信じられている1°7）．わが国ではFujita

ら（1970）1°8）が他の異常と共に，巨大頭部精子の走

査電顕像を発表している．フランスではEscalier

（1983＞109）が平均85％の巨大頭部精子を産出する6

例の男性について調べ，何れもmultiple　flagellaを

示すことを確かめ，それらが遺伝的異常であること

を確信した．

　人や家畜の巨大精子では尾部を重複して所有する

例が多いので，尾部に重点を置いた研究報告につい

ては「尾部の異常」の方でまとめたい．

8．double　head，　multiple－headed　sperm（頭部の

重複，多頭精子）

　頭部の重複した異常はその顕著な特徴から多くの

研究者達の注目を集めてきた2・3・6・7・11°一“114）．Kojimaら

（1969）79）は牛精液について重複頭部の切片像を発表

したが，同様の例がイギリスで豚精子でも見出され

た115）．その後，Kojimaら’16）は発熱した豚の精液中

に多頭精子を見出し，その異常がすでに精巣中にも

出現していることを組織学的に証明し117），基本構造

小島 （191）　191

を備えた精子が複数個，同じ細胞膜内に封じ込めら

れた多頭精子であることを確かめ，多精子合胞体

（multiple　sperm　syntitium）と命名した118）．類似の

重複頭部の例を牛や馬の精子で見出したチェコスロ

ヴァキアのZibrin　and　Tomajkova（1974＞119｝は，

それらの精子が授精しても胎仔の早期死滅に至るで

あろうと推論した．

　人精子ではMatano（1971）12°｝が，精巣内精子細

胞についてspermiognesis過程を追ってacrosomeを

共有する精子合胞体の例を示したが，同様な所見が

アメリカ121）やドイツ121からも発表されている．走査

電顕像では人精子のFujita（1975）113）や馬精子の

Sharma（1976）122）の報告がみられる．この異常を切

片像で追究したイタリアのVegni－Talluriら
（1978）123）は遺伝因子と環境の相互作用で発生するも

のであり，heterochromatin（異形染色体）上に要因

があることを示唆した．

　この重複頭部や精子合胞体形成機序を検討する際

に，opossum精子の対合形成124｝や昆虫等の下等動物

における精子合胞体の形成過程を比較研究すること

は大変有意義なものとなるであろう125）．

　以上，遺伝が予測される精子の形態異常の中，主

として家畜や人精子の頭部に関するものをとり集め，

第1表にまとめてみた．

　しかし，共産圏諸国や発展途上国の文献が少ない

のは残念であった．さらに，実験動物（主としてネ

ズミ類）の報文は多いが1°6・126・127），今回は割愛した．

　通常，我々の身近かな動物にはいわゆる季節繁殖

動物（seasonal　breeder）が少ないが，それらの動物

達の精子の形態形成の異常，特に，遺伝にかかわる

異常を検索することは比較研究上，有意義なことと

考えられる（例えば，国によっては水牛，象，ラク

ダなどは家畜として扱われている），

　家畜については，凍結精液や人工授精の発達に伴

い，あるいは又，動物の輸出入に関連して，遺伝に

かかわる異常は今後益々重要な問題となってゆくで

あろう．

　本総説のあらましは第31回日本不妊学会のシンポ

ジウム（1985・10・16仙台）において発表したもの

である．学会，主催者への深謝をこめて，勇を鼓し

て草稿したが，諸兄姉の御訂正，御追加をいただけ

れば幸である．
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Morphologically　abnormal　spermatozoa

　　　　　　suspected　inheritance：Head

Yoshio　Kojima

Laboratory　of　Reproductive　Physiology，

　　　　　　　Faculty　of　Agriculture，

　　　　　　　　Shizuoka　University

　　Since　the　discovery　of　the　sperm　cell，　a　consider・

able　number　of　studies　concerned　with　sperm　mor－

phology　have　been　reported．　During　the　last　30

years，　the　ultrastructure　of　the　mammlian　apermat一
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ozoa　has　greatly　defined　by　means　of　electron

microscope。　Concurrently，　the　detailed　inner　col1－

structions　have　been　deeply　survived　in　the　mor－

phologically　abnormal　spermatozoa．

　　On　the　other　hand，　subfertility　due　to　either

congenital　or　acquired　gamete　defect　has　became

more　and　more　importarlt　problem　for　veterinary

clinics　increasing　usage　of　artificial　inselllirlation

and　egg　transfer　techniques．　The　hereditary　defects

of　spermatozoa　would　result　in　a　great　economical

loss　in　farm　ariimals．　In　hu1nan，　the　hereditary

disorders　are　much　more　seriQus　problem．　We

should　therefore　be　take　care　the　diagnosis　of　infer－

tility　and　steriIity．

　　The　objective　of　this　rep（）rt　is　to　review　sorne　of

the　sperm　defects　which　are　suspected　to　be　inher－

itable　in　human　and　several　farm　aninials．　As

shown　in　the　Table　1，　twelve　categories　of　sperm

head　defects　suggested　or　confinned　to　be　gene

origin　were　tentatixrelly　classified　as　follows；knob－

bed，　ruffled　and　detachment　of　acmsome；SME

defect，　pouch　　（crater）　formation，　Inicr（，tubular

mass；1・ound，　rolled，　giant　and　multiPle　head（s），

chromatin　decondensation，　decapitated．

　　However，　this　classification　of　spernl　defect

appears　to　be　modified．　Further　details　about　the

sperm　tail　defect　suspected　to　be　inheritable、、・m　be

available　at　a　later　date．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受f寸：日召和62年ll－j1311＞
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第103回　日本不妊学会関西支部集談会

日　　時：昭和61年6月28日（土）

場　　所：大阪府立大学農学部

1．ハムスターの体外培養卵巣の排卵における

　plaswinogen　activatorおよびplaswinの関

　　与

　　　　　　　森岡宏至・荒井　哲・森　純一

　　　　　　　　　　　　　（大阪府大・臨繁）

　書非卵過程におけるPlaswinogen　activator（PA）お

よびplaswinの関与を調べる目的で，これらの阻害

剤を用いて検討した．

　方法：動物は成熟処女ゴールデン・ハムスターを

用い，発情前期の20　一一　24時の間で断頭屠殺し，摘出

卵巣を翌朝まで外植培養した．この際，培養液にP

A阻害剤のtransawin（TF），ε・aminocaproic　acid

（ε一ACA）およびplaswin阻害剤の塩酸ベンザミジンを

添加した．

　結果：TAでは20時と21時，ε一ACAでは20　一一　22

時の外植例で排卵が制御されたが，23時と24時の外

植例では制御されなかった．塩酸ベンザミジンでは

23時まで排卯制御が認められた．

　結論：ハムスターの排卯過程にはPAおよび
plaswinが関与し，その作用は発情前期の20　一一　23　le

までにほぼ完了することが示唆された．

2．単層培養系を用いた豚穎粒膜細胞黄体化の解

　　析

　　　　　　　福岡il三恒・安田恵f・小原　明

　　　　　　　伴　千秋・高井一郎・小笹　宏

　　　　　　　泰井俊造・森　崇英（京大産婦）

　不妊と密接な関係をもつ黄体機能の調節因子の解

析を目的として，ブタ卵巣中卵胞より採取した頼粒

膜細胞の培養系を確立するため，培養条件などにつ

いて検討した．

1）ブタ穎粒膜細胞採取時，0．2％コラゲナーゼ処理

によって細胞の分散は容易となり，細胞生存率は80

％以上に上昇し，しかも増殖曲線には影響を与えな

かった．

2）穎粒膜細胞はLH添加によって，培as　7日目頃

をピークとするプロゲステロン産生と形態的な黄体

化像を示した．この黄体化所見はエストラジオール

とインスリンを加えることによって増強され，ピー

ク後も最低1週間以上維持された．

3）培養開始時の細胞密度は穎粒膜細胞のLHに対

する反応陸に大きな影響を及ぼし，細胞密度が高い

ほどLHに対する反応も大きかった．

3．単クローン性高感度hCG診断試薬（MS8501）

　　の使用経験

　　　　　　　富岡　恵・山元貴雄・大野洋介

　　　　　　　本庄英雄・岡田弘二

　　　　　　　　　　　　（京都府立医大産婦）

　単クローン性抗hCG抗体による妊娠診断試薬

（MS8501）の基本的，臨床的検討をゴナビスライド

と比較して行なった．感度試験ではゴナビスライド

は9001Uh，　MS8501は2001U／L以上のhCG濃度に

て明瞭な凝集を認めた．また，　MS8501はhLH50001U／

Lまでは交叉凝集を認めず，hCG3000万IU／Lまで

はprozone現象も生じなかった．臨床検討は不妊症

治療患者を中心に40名（計84回）について行なっ

たが，排卵日が正確で正常妊娠経過をとった15名で

は，平均MS8501陽性は4週4日，ゴナビスライド

陽性は5週10，Bscope上G　S出現は5週2日とな

り，施行回数別陽性率は4週ではMS850173．9％，

ゴナビスライド17．4％，5週ではMS8501100％，

ゴナビスライド78．6％となった．なお臨床上妊娠の

疑わしかった非妊娠症例13名において，MS8501は

偽陽性は1例も認めず，異常妊娠例12名中3名は

MS8501のみ陽性のまま流産の転帰をたどった。

MS8501は初期妊娠（妊娠4週〉だけでなく，　hCG

低値の異常妊娠の検出にも優れていた．

4．絨毛癌細胞株に認められるNatural　Killer

　　（NK）およびLymphokine　Activated

　　Killer（LAK）抵抗性

　　　　　　　　古山将康・亀田　隆・大橋一友

　　　　　　　　松崎　昇・南川義夫・根来孝夫

　　　　　　　　佐治交隆・谷澤　修
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5．Hypergonadetropic　Normogonadism

　　の3例

　　　　　、奥田喜代司・好川元庸・杉山修成

　　　　　宮崎和典・辻吉範・佐伯理男

　　　　　後山尚久・杉山修
　　　　　　　　　　　　　　（大阪医大産婦）

　排卵障害例の中でもLHおよびFSHが高値を示
す例は，著明な低estrogen状態にあることが多い．

今回，血中LHおよびFSHが高値を示したが，

estrogen分泌が見られた3例を経験し，内分泌学的

検索およびトルコ鞍CT所見より，下垂体性高

gonadotropin血症が疑われたので報告する．

　対象の3例は25－36歳の婦人で排卵障害の程度は

無排卵周期症から第1度無月経までであった．初経

は12－14歳で見られ，その後3－22年で月経異常を

来した．血中LHおよびFCHは100mlu／ml以上を

示したが，その他の下垂体前葉ホルモンには異常が

なかった．一一方，estrogen分泌は見られ，頚管粘液

も採取された．トルコ鞍CT像にて直径6mm以上の

異常陰影が認められた．1例に手術を行ない，組織

学的にはhyperplasiaと診断された．

　以上より，高gonadotropin血症例には，卯巣障害

以外に，下垂体性の高gonadtropin血症例が少なか

らず存在することが示唆された．

6．多嚢胞卵巣症候群における卵巣梗状切除術に

　　よる内分泌動態の変動

　　　　　　小原　明・泰井俊造・福岡正恒

　　　　　　高倉賢二・伴　千秋・高井一一郎

　　　　　　小笹　宏・森　崇英

　　　　　　　　　　　　　　　　（京大婦産）

　　　　　　浜西正三・阪井　月牛

　　　　　　　　　　（兵庫県立塚口病院産婦）

　多嚢胞卵巣症候群（PCO）の手術的治療として，

従来より卵巣襖状切除術（OWR）がある．本治療

法による排卵誘発効果は優れているが，その奏効機

序は未だ明らかにされていない．血中ホルモン動態

については術後androgen低』ド傾向を示すが，　L　H，

FSH基礎値の変動は認められないという報告が多

い．今回われわれは，手術前後の血中ホルモン動態

の変動をゴナドトロピン（Gn）分泌予備能，卵巣

性ステロイドの点より詳細に検討し，排卵誘発効果

との関連を考察した．内分泌学的にPCOと診断さ

れた挙児希望患者4例を対象とした．血中testoster－

oneは全例著明に低下した．　G　n分泌動態の変動と臨

床効果は様々であったが，排卵例においてGn分泌
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動態の著明な改善を伴うものがあり，PCOの病態

に上位中枢が強く関与することが示唆された．

7．ヤギにおける分断初期胚の移植による

　一卵性双子の生産

　　　　　　入谷　明・内海恭三・三宅正史

　　　　　　松本和也（京大・畜産）

　人工的に一卵性双子を生産することができれば，

すぐれた遺伝形質をもった家畜の倍増生産によって

改良速度があがり，また遺伝形質の双同なことから

実験用動物として極めて有効に利用しうる．本実験

ではトカラヤギを使って，FSHとPGF2αの併
用によって過排卵させ，授精1週間後に子宮を潅流

して胚を回収した，今回は6個の後期胚盤胞を回収

し，すべて金属刃で2分断したのち，3組は凍結し，

他3組は3頭の受卯ヤギに移植した．その結果3頭

すべてが妊娠し，2頭はいずれも双fを分娩し，1

頭は単子を生産した．

8．ハムスター卵子のマウス摘出卵管内培養

　　　　　南直治郎・細井美彦・内海恭三

　　　　　入谷　明（京大農，畜産）

　ハムスター・ラット・マウスなどのげっ歯類およ

び畜産においては，受精卵の体外培養は非常に困難

であり，特に2－Cellステージ以後の発育が著しく

妨げられる．このblock現象が解除されれば体外受

精卵子の発育現象や，その後の卵子の利用，例えば

移植などに役立つと考えられる．本実験は，この2－

cell　block現象を体外で解除する方法を検討するとと

もに，異なったマウス卵管環境がハムスター初期2

細胞期胚の発育に及ぼす影響を調べた．

　本実験では，ハムスター初期2細胞期胚は，アミ

ノ酸含TALP液で潅流された摘出マウス卵管膨大部

内に注入され，器官培養JUL上で48時間培養された．

4－5週齢の未成熟マウスに5－10i．u．のhCG
を投与後，14－16，30－32，および70－72時間で卵

管を摘出し，峡部を取り除き実験に供した．

この結果，体外培養のみでは全て2－cellステージで

発育は止まったが卯管を用いた培養区では発育がみ

られた．最も良い区は，hCG後14－16時間に摘出

した卵管を用いた区で，39％が3－cell以一ヒに発育

し，12％（6／51）が桑実期胚に発育した．また，h

CG後30－32時間に摘出した卵管を用いた区では29

％が3－cell以上に発育し，16％（8／51）が桑実期

胚に発育した．
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9．Vitrification法によるマウス初期胚

　凍結保存
　　　　　　福田愛作・野田洋一・松本　央

　　　　　　矢野樹理・森　宗英

　　　　　　　　　　　　　　　　（京大婦産）

　1972年Whittinghamがマウス胚の凍結保存に成

功して以来，凍結保存技術は著しい発展を遂げ，ヒ

ト凍結胚からの生児も既に得られている．しかし，

凍結法に関しては原法とほとんど変化していない．

そこで，われわれは近年Rall＆Fahyにより開発さ

れ，従来とは原理の異なるVitrification法を試み，

われわれの開発した連続的耐凍剤添加法による従来

法の成績と比較検討した．融解直後の形態正常胚は

連続法（78％）とVitrification法（70％）との間に

は差は認められなかったが，％Expanded　Blastocyst

（80％vs　34％）および％Hatching（50％vs　O％）では

明らかに連続法が優れていた．今回われわれの行な

ったVitrification法では連続法より良い結果は得ら

れなかったが，細部において原法と異なる部分があ

ること，また高濃度の耐凍剤の浸透法や浸透温度を

工夫することにより，まだまだ成績を上げることは

可能であると思われるが，現時点では連続的耐凍剤

添加法による胚凍結保存がより有効であると考えら

れた．

10．精子運動能とHypoosmotic　swelling　test

　　の比較検討一swim　up　methodを応用して

　　　　　　浜口毅樹・篠原雅史・藤沢正人

　　　　　　岡本恭行・岡　伸俊・岡田　弘

　　　　　　松本　修・守殿貞夫・羽間　稔（1）

　　　　　　石神裏次（2）

　　　　（神戸大泌尿器県立柏原病院泌尿器（1））

　　　　　　　　　　（国立神戸病院泌尿器②）

　1984年Jeyendranはヒト精子を150mOsmの低張

液で培養後精子尾部の膨化がみられ，精子妊孕性と

よく相関すると報告した．われわれも男性不妊患者

精液についてSwim　up前後で本法を検討した．

　結果は，swim　up後の増加度はそれぞれ運動率は

中央値39％（39→78＞，運動速度は中央値13．9μ／

sec（24．3→38．2），膨化率は中央値21％（64→85）

の増加であった．Swim　up処理により回収後の精子

は運動率，運動速度，精子膨化率が高値を示したが，

精液中の精子運動率のみ，あるいは運動速度のみと

では膨化率には相関関係は認められなかった．
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11．当科不妊外来における乏精子症患者の治療成

　　績について

　　一とくに補中益気湯を中心に一

　　　　　　　河本俊樹・迫　久男・友田昭二

　　　　　　　中野昌芳・須川　倍

　　　　　　　　　　　　　　（大阪市大産婦）

　精子数と精子の受精能力にどの程度の相関性があ

るか明らかでないので，今回当科不妊外来における

精液検査と妊娠成績を検討し，さらに乏精子症19例

に補中益気湯を投与し，この薬剤が精液所見および

血中ホルモン値にどのような変化をもたらすかを検

討した．

　方法として，補中益気湯1日59を3か月投与し，

その前後で精子数と運動率をMAKLERのCounting

chamberで測定し，奇形率はPapanicolaou染色で

算出し，さらに血中ホルモンとしてFSH，　LH，

Prolactin，　Testosteroneを測定した．

　その結果，①治療前後でLHは上昇しPRLは減
少したが，FSH，　T．には有意差が認められなかった．

②治療前値では，有効群でFSHとLHは低値を示

し，LH，　FSH，　ratioは高値を示したが，　P　R　LとT．

には有意差が認められなかった．

　以上のことより，乏精子症患者の治療において，

血中のFSHとLHが低値で，かつLH，　FSH　ratio

が高値（LH／FSH≧1．5＞の症例では，補中益気

湯の治療効果が期待されることが示唆された．
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1．卵管形成の術式別予後の検討

　　　　　　　　　　戸澤秀夫（東北大産婦）

　1982年6月から1984年9月までの2年3か月間
に，79例のマイクロサージェリーによる卯管形成術

を行ない，術後2年以上追跡した成績について検討
した．

　妊娠例は19例（24％）で，10例の分娩に至った．

また妊娠はしなかったが，術語のHSGまたは腹腔

鏡により有効と判定したものを含めると，有効例は

37例（47％）であった．その他は無効例まは追跡不

能例である．

　術式別成績では，付属器に限定した中等症以ドの

癒着剥離術，卯管采開口術の有効率が比較的高く妊

娠例も多かった．卵管吻合術の成績はあまり良好で

はないが，卵管結紮術の再疎通術に関しては，3例

すべて妊娠した。重症の癒着に対する剥離術，重症

の卵管水腫に対する開口術の成績は不良で，適応の

有無の判定が今後問題となろう。技術の向上，術式

の改善を計りつつ，さらに長期にわたり検討を重ね

て行くつもりである．

　2．当院における不妊症の臨床統計

　　　（とくに長期不妊症の妊娠例に関する考察）

　　　　　　　　宮川コウ・武田正美（松岡病院）

　昭和57　一一　60年における当不妊外来を受診した患者

410例における臨床的観察を行なった。

　その中で特に不妊期間7年以上の長期不妊88例に

ついては，その不妊因子として黄体機能不全が重要

視されたので，その治療，その他について検討した。

A；1）不妊患者410例中，161例の妊娠（39．3％）

であった．

　2）不妊の原因と頻度は排卵障害211例（342％），

黄体機能不全239例（38．7％）で，両因子を含む内

分泌不妊は72．9％と高い頻度を示した．これは着床

期内膜の検査，血中ホルモン測定など検査内容の充

実が反映された結果と思われる．次に男性因fの増

加は積極的な検査のためと思われる．

　3）161例の妊娠の予後は自然分娩107例（66．5）

で，帝王切開22例（13．7％）　であった．
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B；1）7年以上の長期不妊88例のうち，妊娠19例
（21．6％）であった．

　2）88例の不妊原因頻度は，排卵障害22．6％黄体

機能不全37．1％で，内分泌性因子として59．7％で

あった．次は卯管因子12．1％の順であった．

　　3）妊娠19例の予後は自然分娩7例（36．8
％）　，帝王切開9例（47．3％）と高値を示した．

3．乏精子症に対する補中益気湯の

　臨床的効果

　　　　　　太川博孝・福島峰子・児玉英也

　　　　　　真木il三博（秋田大産婦）

　不妊を主訴すると乏精∫一症の18例に補中益気湯を

1日7．59で12周問投与し，4周毎に精液検査およ

び血中LH，　FSH，　prolactin，　Testosterone（T），

estradiol（E2）を測定し，その臨床効果を検討した。

　その結果6例（33．3％）に34pg／／lnl以上の高E，

血症を認め，全例E2値が正常化した（第1群）．12

例の正E2血症例中6例（第II群）が内分泌学的に奏

効し，残り6例は不変であった（第III群）．第1，　II

群では治療前T／E，比が低く，投与8－12周口に正

常範囲となった．補中益気湯の投与期間中，血中LH，

FSH，　prolactin値に変動はなかった．しかし，治療

前のLH，　FSH値を正常群と比べると，有効群で正

常群近似の値を，無効群で有意の高値を示した．精

子運動率，精子濃度の改善率はそれぞれ55．6，50．0

％であった．ラットで高E2値症は精巣機能に抑制的

に作用するといわれる．補中益気湯は主に精巣に直

接作用し，このような高E、血症，低T血症を改善，

T／E2値を正常化し精fJ形成能を高めると考えられた．

4．ヒト精子の運動性に及ぼす重金属の影響

　　　　　吉松宣弘・会田都美f‘・柳田　薫

星　和彦 ・ 佐藤　章

　　　（福島医大　産婦）

　目的）近年，銅付加IUD導入に伴い，重金属イ

オンの避妊効果が注目されている．これらの基礎実

験として，銅・鉄・亜鉛の精子運動性に与・える影響

について検討した．

　方法）mBWW溶液1．0　ml中に，銅，鉄，亜鉛の

直径0．5mm，長さ10　cmの金属棒を入れ，これに精液，

または洗浄精子を投入し，経時的に精子運動率を顕

微鏡high－speed－videoを用いて検討した．

　結果）1．銅イオンは，コントロールに比べ著明

に精fの運動率を抑制した．また，精液と洗浄精子

とでは，精液の方が抑制が，強度であった．

2．銅イオンによる精子運動性の抑制には，相当の
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個人差が存在する．

3．鉄イオンは軽度に精子運動率を抑制する．

4．亜鉛イオンは，精子運動率に全く影響を与えな

いか，むしろ促進させる傾向がある．

　結論）銅，鉄イオンは精子運動性を障害すること

が明らかにされた．AIH，　IVF－ET，　GIFT等の臨床

応用の際には，これらの金属製医療器具は用いるべ

きではない．また，銅付加IUDの避妊機序には，

着床阻止以外に，精子運動性抑制効果が大きく関与

していると考えられる．

5．ヒト精子Capacitation時間と精子コレステ

　　ロール／リン脂質の関連性

　　　　　会田都美子・吉松宣弘・阿部利明

　　　　　柳田　薫・星和彦・佐藤章
　　　　　　　　　　　　　　　　（福島医大）

　目的）ヒト精子のcapacitationに要する時間には

個人差が存在することが明らかになっているが，わ

れわれは，ヒト精子膜内コレステロール，リン脂質

の濃度比に着目し，これとcapacitation時間の関連

性について検討した．

　方法）①精漿から精子を洗浄抽出し，細胞内に含

まれるコレステロールとリン脂質を定量，コレステ

ロール／リン脂質モル比（C／PL）を算出した．②ハ

ムスターテストを施行し，透明帯除去ハムスター卯

への精子侵入率を経時的に測定した．

　成績）5検体のC／PLは0．10－－O．34であった．ハ

ムスターテストの結果，精子前培養から5～28時間

に精子侵入が始まった．精子侵入率20％となる培養

時間とC／PLを検討したところ，相関係数γ＝O．99

の正の相関を得た，

　結論）精子膜泣きコレストロールが，膜の安定化に

寄与しているとのDavisの仮説に基づきC／PLと

capacitation時間の関連をヒト精1一について調べた．

ハムスターテストにおける精子侵入率20％を示す時

間が真のcapacitation時間とはいえないが，実験成

績はヒト精子のcapacitationに要する時間が，精子

C／PLに影響されていることを示唆している．

　6．ヒト精子の運動形態に関する研究

　　　一hyperactivationとの関連性から一

　　　　　　　柳田　薫・会田都美子・吉松宣弘

　　　　　　　渡辺清彦・菅野　薫・星和彦

　　　　　　　佐藤　章（福島医大）

　目的）hyperactivationがヒト精子にも存在するか

を調べ，あわせてacrosome　reactionとの関連［生に

ついても検討した．

（201）　201

　方法）精液静置法により運動良好精子を導き出し，

15分，30分，60分，120分，300分後の精子の動き

を顕微鏡ハイスピード・ビデオで撮影（1／200秒コマ）

した．再生画像から精子の運動形態を特に尾部の動

き方より分類し，時間経過に伴う変化を調べた．同

時にハムスターテストを施行し，acrosome　reaction

も調査した．

　成績）精子の運動形態は4つに大別できた．A：

活発であるが方向性が極めて不規則，B：直進する

が尾部端部の動きが大きい．C：尾部の振幅が小さ

くなり速度を増す．D：尾部全体が波状にリズミカ

ルに動く．また，各々のlz均速度は20．1／±7．6，

3L4±8．2，38．9±7，4，52．3±7．5μm／secあった．

そして，各々のタイプが占める割合は，ABCDの

順に示すと，15分後は96％，4％，0％，0％，30

分後は53％，47％、0％，0％，60分後は37％，
51％，　12％，　0％，　120％グ｝千麦1よ6％，　3％，　30％，

61％，300分後は9％，4％，26％，61％であった．

最近はほとんどがタイプAの動き方を示すが，徐々

にB→C→Dと変化していくのが判った．同じ精子

を用いたハムスターテストの結果をみると、タイプ

Dの増える120分後では精子侵入が認められず，300

分後でわずかに12．5％の侵入率となり，420分後で

35．7％に上昇した，

　結論）タイプDは極めてダイナミックな動きで，

明らかに他のタイプと異なり，ヒト精子のhyperactiva－

tionと考えられる．そしてその変化は120分頃より

認められ，acrosome　reactionを起こすかなり前に

生ずるものと思われた．

7．卵巣組織perifusion実験による

　prolactinの卵巣直接作用の検討

　　　　川越慎之助・広井正彦（山形大産婦）

　ラットならびにヒト卵巣組織のill　vitro系周辺還

流を行ない，エストロゲン（E2），プロゲステロン（P）

の分泌に環するプロラクチン（PRL＞の影響を検

討した．環流液にはHauis　F・10を用い，流出環流液

は30分毎のフラクションで6時間にわたって採り，

放出されてくるE2，　PをRIAで測定した．

　発情前期ラット卯巣のE2，　P基礎分泌に対し，PRL

（ovine　PRL）の50　一一　500　ng／ml濃度の環流液を用い

ても対照群とは差がみられなかった．また，　PMS　31U／

ml添加によるE2分泌先進に対してもPRLの影響は

認めなかった．黄体組織を含む発情期ラット卵巣を

hCG　251U／mlの環流液で周辺環流すると，E2，　Pの放

出が先進してくるが，これにPRL（50－500ng／mlを

添加しても放出抑制は6時間以内では認められなか
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った。ヒト黄体組織（排卯後50～10に採取）を用い

た際にも，hCG添加でステロイド放出の上昇が見ら

れるが，PRL25～250ng／mlの添加による影響はみら

れず，細胞組織（月経周期9－一　12日採取〉を用いて

同様にhMG　21U／mlを混ぜながら，　E　2分泌に対する

PRLの影響をみても，E2分泌先進や抑制の所見はえ

られなかった．このように、PRLの少なくとも急性

の上昇は卵巣機能に直接作用することはない様に思

われた，

8．Buserelin投与時のProlactin値の変動

　　　　　古橋信之・安藤順一・土屋あさ子

　　　　　伊藤　潔・渡辺英子

　　　　　　　　　　　　（太田総合病院産婦）

　　　　　星合　昊・平野睦男・古橋信晃

　　　　　　　　　　　　　　　（東北大産婦）

　Buserelinを長時間（4－一　8　M）投与した．9例の

子宮内膜症患者に対し，1血中prolactin値（PRL）

の変動を検討した。

　症例は子宮内膜症AFS分類において，1期一1

例，III期一3例，　IV期一4例，腹腔鏡未施行例一1

例（Beecham　III期）であり，　Buserelin投与量では，

単一量投与のもの4例，（Bu．900－2例，　Bu．600－

2例）投与中に増量したもの5例（Bu．600→900，－

3f列，　Bu．300→600→900　　1　f列，300→600　　1

例）である．

　結果）①Buserelin投与前のPRLは，2例にbor．

der　line群を認め，他の7例では，正常PRL値を示

していた．投与期闇中のPRL値の変化では，投与前

にborder　line値を認めた1例において，　PRL58ng／

ml，25ng／m1と高PRLを認めた以外，すべての症例

において，正常PRL値を認めた．投与量との関係で

は，著明な差は認められなかったが，border　lineの

2症例において，Bu．増量とともにPRL値の低下

傾向が認められた．②Bu．投与中のPRL分泌予備

能の有無を検索するため，3症例に対してTRH負荷

testを試みた．　B　u．により十分LHがsuppressさ

れていると考えられるBu．900，（3monthes，

4monthes）投与例では，　PRLの分泌予備能は保持さ

れているが，その反応patternは最高値で100ng／ml

以下の正常卵胞初期1evelを示した．また，　Bu．300

（2monthes）投与例で，　LH，51mI　U／mlと未だ十分

にsuppressされていない症例では，最高値で132ng／

mlとBu．900例に比し高値を認めた。③投与全期間

中のLH及びEstradio1値とPRL値の関係では，投

与量，投与期間間等により十分LH，　Estradiolがsup－

pressされている症例ではPRL値も低値を取る傾向

が認めされた．
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9．Danazo1の赤球数増加作用について

　　　　　　立崎達夫・西村幸也・高野　敦

　　　　　　　　　　　　　　　（弘前大産婦〉

　ダナゾール療法を施行した子宮内膜症患者と対象

として，ダーゾールの血液所見に及ぼす影響につい

て検討したので報告する．

　対象および方法）弘前大学医学部付属病院産婦人

科へ通院中の子宮内膜症患者7名を対象とした．ダ

ナゾール投与は1日400mgとし，ウルソを併用，月

経周期の5日間より開始し，副作用のみられない限

り4か月間連続的に投与した．ダナゾール投与期間

中，末梢血液検査，肝機能検査の他，エリスロポイ

エチン，CA－125等の検査を行なった。この間鉄剤

投与は行なっていない．

　結果）ヘモグロビン値，7例のうら3例を除いて

上昇傾向がみられた．上昇傾向のみられなかった3

例中2例は子宮腺筋症の症例で連日のごとく，少量

の子宮出血が持続していた．赤血球数，ヘモグロビ

ン値と同様の傾向であった．ヘマトクリット値，最

大で10％前後変化することもあったが，おおむね数

％程度の変化で，ヘモグロビン値，赤値球数の変化

とパラレルに動いていた．白血球数，ダナゾール投

与後2週間～1か月に下降している症例が多いが，

その後の変化はあまりないようである．また白血球

の分画については，特に変化は認められなかった．

血小板，上昇の傾向にあった．MCH，　MCV，　M

CHCなどの赤血球成分の諸系数は，貧血例を除く

と変化しなかった．RBC，　Hb値，　Ht値が上昇

している例では赤沈血は遅延していた．血清アルブ

ミン値に変動はなかった，エリスロポイエチン，貧

血例を除くと正常範囲内の変動と考えられた．血清

鉄貧血例を除き，RBC，　Hb値，　Ht値の上昇

を示した例は，血清鉄濃度60μg／dl以．ヒを保って

いた，CA－125，治療とともに下降していた．

　結論）ダナゾール投与により，RBC，　Hb値，

Ht値が上昇する傾向にあった．この現象は，①子

宮出血の抑制，②エリスロポエチン分泌促進などが

考えられるが，今回の検討では①の子宮出血の抑制

のためと考えられた．

10．子宮内膜症におけるCA－125

　　　　　　　立崎達也・西村幸也・高野　敦

　　　　　　　　　　　　　　　（弘前大産婦）

　最近の弘前大学付属病院産婦人科で，開腹手術例

のうち子宮内膜症患者の占める割合は，昭和58年7．7
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％，昭和59年11．2％，昭和60年9．2％であった．

今回CA－125と子宮内膜症おにぴ良性卯巣腫瘍，子

宮筋腫との関係を，主に開腹手術で病理組織学的検

索を施行した症例につき検討したので報告する．

　対象）昭和59年5月より61年10月までの2年6

か月問にCA－125を検索したのは217人、314検体

であった，婦人科悪性腫瘍で，114人（52．5％），200

検体（63．7％）が検索され，残り104人，114検体

が良性卵巣腫瘍，子宮腺筋症，子宮筋腫，その他の

嚢胞性腫瘍で測定された，これらのうちに開腹手術

をし，病理組織学的検索を施行した70人，76検体に

つき，各疾患別に検討した．

　結果）Cut　off値を35U／ml以下とした．　Mature

ttatoma，14例中12例（85．7％）が35U／lnl以下で

あった．niucinous　c＞rstadenoma35U／ml以下が妊娠

合併例を除くと，7例中5例（71．4％）であった．

serous　cystadelloma症例数が少ないが，妊娠例を除

くと4例中4例（100％）で35U／ml以下であった．

子宮筋腫，20例中妊娠例は2例であった．これを除

いた18例中7例（38．9％）で35U／m1以上で，さら

に性周期より検討したところ，18例中6例が月経期

採血で，そのうち6例が36U／ml以上であった．月経

期を除くと12例中9例（75％）で35U／ml以下であ

った．f・宮腺筋症、25U／m1～600U／mlと広く分布し

ていた．1200g摘出組織重量で，600U／ml，430g摘

出組織重量で170U／mlと摘出組織重量とCA－125

値は相関していなかった．36U／ml以ヒであったもの

は12例中9例（75％）であった．外性子宮内膜症で

は，chocolate　cystの長径，片側性か両側性かとの

関連において相関はないようあった．36U／ml以上を

示したのは15例中12例（80％）であった．

　　まとめ）性周期との関係をふまえ，検討を要する

　と思われた．

11．子宮内膜症に対するLH－RH　agonistの応用

　　　　　　　福島峰子・太田博孝・児玉英也

　　　　　　　　　　　　　　　（秋田工産婦）

　子宮内膜症16例にLH－RH　agonist（Buserelin）

600　一一　900Pt　g／日4～6か月経鼻腔的に投与した効果

を，とくにDanazolと比較しながら検討した．症例

はほとんど月経痛が強く，内膜症としてはbeecham

分類でIII期が88％であった．継続中止例は3例，理

由は不jE出値1例，経鼻投与が出来なくなったもの

1例，卵巣過剰激症候群1例であった。自覚症状，

他覚症状の消失状態，排卵および月経の抑制，それ

らの回腹はDanazolとほぼ同様であった．　Buserelin

では初期導入段階で卵巣過剰刺激症状が3例に発生

（203）　203

した．投与中の点状出血は少ないと思われたので，

内視鏡的に所見を比較した．腺，問題血管系とも

萎縮所見がみられた．生化学的にはtriglyceritqが

Danazo1が低下するがBuserlin　900μgではむしろ上

昇した。内分泌学的には血中cortisol，　thyroximeに

変化なくPRL値は高PRL合併例ではDanazail投
与で有意に低下するがBuserelinでは明らかでなかっ

た．estrogcnは初期段階かいでは種々の値をとり従

ってeshogen値を基準に1つBuserelinの適量を決

めようとする試みは不適当と考えられた．

12．Hi・estrotec　slidioによる、卵胞成熟のモニ

　　タリングについて

　　　　　　　　　　　石川元春（東北大産婦）

　近年，単クローン性抗estradiol抗体を用い，短時

間で尿中微量estrogenを測定するHi－estrotec　slide

が開発され，卵胞成熟の指標になるかどううかを検

討した．

　対象・方法）正常月経周期婦人10例，HMG－HCG

による過排卯処理を施行した対外受精患者22例を対

象に，全例で24時間尿・前者は全例，後者では11例

に採血を，それぞれ卵胞期～排卵期に行なった．

　結果）24時問尿を用いたestrogen濃度測定は

Hi・estrotec　slideは，　Hi－estrotecとよく相関した

（γ＝0．959）。また，1日尿中estrgn排泄量とRIAに

よる血中estradiolとの間にも，良好な相関を認めた

（γ＝0．800）。経日的に1日尿中estrogen排泄量の変

化は，正常月経周囲婦人では，低温相最終日6日前

より上昇し，4日前よりプラトーとなり，その値は

29．3±2．79μg／dayであった．体外受精群では，より

急激に増量し，その値は正常月経周期婦人の約10倍

に達した．

13．異種動物間（ラット，マウス，ハムスター）

　　のキメラ胚作成

　　　　　　高橋文明・高橋寿太郎・安田泰久

　　　　　　　　　　　　　　（岩手大農学部〉

　本研究は，発生初期段階における細胞認識の解析

を行なう目的で，同一実験系による，マウス，ラッ

トおよびハムスターのそれぞれの間でのキメラ胚の

作成を試みた。また，マウス，ラット，ハムスター

胚および透明帯を除去した．それぞれの胚の培養を

行ない，比較対照とした．胚の培養には，ダルベッ

コ修正イーグル培地を用い，pHを7．4に，BSA濃

度を0．3％に調整して使用した．キメラ胚の作成方

法は，Mintzの方法に準拠した．

1．マウス，ラット，の8－16細胞期胚の培養の結
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果，それぞれの95．5％，97．6％が胚盤胞へ発生した

が，ハムスターの8細胞期胚では41．2％が胚盤胞へ

発生したにすぎなかった．

2．マウスおよびラットの同種内集合胚のそれぞれ，

92．0％，94．4％がキメラ胚盤胞へ発生したが，ハム

スターの同種内集合胚では，キメラ胚盤胞への発生

が認められなかった．

3．マウスとラット間の異属間集合胚の培養では，

81．1％がキメラ胚盤胞へ発生したが，ハムスターと

マウスおよびラット問の異科間集合胚では，ハムス

ターとマウス間の集合胚で，Z7％が部分的キメラ胚

盤胞を形成したにすぎなかった．

4．マウスおよびラットの同種内集合胚，マウスと

ラットの異属間集合胚のキハラ胚盤胞への発生率に

は，それぞれの間に有意な差は認められなかった．

　以上の結果より，ダルベッコf彦正培養液は，マウ

スおよびラットの同種内集合キメラ胚盤胞の作成，

さらに，マウスとラット間の異属間集合キメラ胚盤

胞の作成に有効であると指摘された．さらに本実験

により，科の異なった胚の間の集合キメラ胚盤胞作

成の可能性が示唆された．

14．思春期少女（12歳0か月，初経後6か月）の

　　PCOの1例
　　　　　　　　中谷一夫（釜石市民病院産婦）

　思春期PCOは，この疾患の成因，また性成熟期

のPCOとの関連，それに付随して治療開始H寺期の

問題などから，PCO研究における興味ある対象と

なっている．

　今回，腹痛を主として来院した，稀発月経を有す

るのみで，外見上は全く正常な発育を示している，

初経後7か月，12歳0か月の少女のPCOを診断す
る機会を得たので報告する．

　診断は下記の根拠によった．

　1）内分泌学的検査：androstenedione，　testoster－

one，　estrone，　LH値，　LH／FSH　ratioの上昇．正常

FHS，　estradiol値．

　2）腹腔鏡検査：独特の外観を有する卵巣腫大．

　3）組織的検査：白膜の肥厚，多数の閉鎖卵胞．

　4）その他：advanced　ossification．

　尚，思春期PCO，およびその治療に関しての若

干の文献的考察を行なった．

15．クラミジア感染症の現況

　　　　　　　　　　今野　良（北上病院産婦）

Chlamydia　trachomatisは子宮頸管炎，尿道炎な

どのSTDのみでなく，新生児結膜炎，肺炎などの

v

日：イく女1会，乱占　　33巻1　≒ナ

原因になり注目されている．

　酵素抗体法（chユamydiazymeTM）を用いて，女性

子宮頸管よりChlamydia　trachomatisの検出を行な

った．対象は北上病院産婦人科を受診した133例で，

陽性率は全体で13例（9．8％），妊婦では3．7％，非

妊婦では8．8％であり，大都市における調査成績と

差が認められないと思われた．

　陽性者は若年層に多く，20歳未満から30歳代に，

Chlamydia感染の広がりがうかがわれた．不妊症患

者における陽性率は一般産婦人科患者の陽性率と同

様であった．帯ド，不正性器出血を訴える患者では

カンジダに次ぎ，Chlamydiaの陽性率が高いことを

認識し，検査を行うべきである．治療にはミノサイ

クリン，エリスロマイシン，オフロキサシンを用い

て充分な効果が認められた．

地方部会講演抄録

昭和61年日本不妊学会北陸支部学術総会

期　　U：1986年12月131」（－t）

会場金沢市ホリデイ・イン金沢

1．当院における高PRL血症不妊婦人の検討

　　　　　舟本　寛・佐竹伸一郎・小島康夫

　　　　　丘村誠・中野　隆・南幹雄

　　　　　舌野徹・館野政也
　　　　　　　　　　（富山県立中央病院産婦）

　RIAによるホルモン測定が普及するにつれ，挙

児希望患者にはPRLの測定がルチンに行なわれる

ようになっている．当院においても，不妊患者には

初診時，LH，　FSHの他にPRLを必ず測定し，
高PRL．rtlL症不妊婦人の発見につとめている．今回，

我々は昭和58年より最近までの3年間における高P

RL血症不妊婦人について検討したので報告する．

　外来総患者数16190例で，これらの中で挙児希望

患者数は667例，そのうち1．、jPRL［CIL症を呈した症

例は61例（9．1％）であった．61例の月経状態につ

いてみると，正常周期は18例で取も多く，次いで第

1度無月経17例，第II度無月経11例，黄体機能不

全7例，無排卵周期症4例であった．高PRL血症の

原因としては，特発性が35例（57％）で最も多く，

prolactinoma　9例（15％），Chiari－Frommel症候群

8例（13％），薬剤性4例（7％），その他5例（8

％）であった．乳汁漏は36例（59％）に認められた．

　治療方法についてみると，Bromocriptine（手術，
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clomihene併用を含む）38例，　clomihene単独7例，

その他（通水，HSG，経過観察）16例であった．24

症例（39％）に26回の妊娠が成立したが，これら妊

娠成功例の治療内容はBromocriptine　16妊娠，

CIQmihene単独2妊娠，その他（通水HSG後，自然

分娩等）8妊娠であり，Bromocriptineによる妊娠

率は37％であった．　Bromocriptineによる妊娠例（14

症例，16妊娠）について検討してみると，月経状態

は第1度無月経5例，第II度無月経3例，黄体機i能

不全3例，無排卵周期症2例，正常周期1例であっ

た．治療内容はBromocriptine単独で9妊娠，

BromocriptineとClomihene併用で5妊娠，手術と

Bromocriptine併用で2妊娠が成立した．合併症で

は中毒症が6例と最も多く，高年初産婦3例，切迫

流産3例，切迫早産2例で，自然流産，胞状奇胎は

みられなっかた．さらにBromocriptine妊娠例の分

娩様式，新生児，胎盤所見などについて検討した．

　2．Cholecystokininのラット下垂体

　　　PRLおよびLH分泌に及ぼす影響

　　　　　　村出　均・桑原惣隆（金沢医大産婦＞

　Cholecystokinin（CCK）は，卜二指腸より分離され

るペプタイドであるが，近年脳内大脳皮質，基底核，

海馬核，視底下部などにも存在することが確認され

ている．脳内CCKはCCK－8であると言われて

　いる．

　今回，われわれは卵巣摘除ラットを覚醒状態でな

　るべくstressをかけずCCK－8を頚静脈内に1000

および4000ngを投与し，下垂体PRLおよびLH分

泌に対する影響について検討した．

　　血清PRL値は，1000ng投与群では，0分値129±

　13．5ng／ml（MEAN±SE）に対して，15分値153±14．

　6ng／mlと上昇傾向を示し，一方4000ng投与群では，

　0分値149．8±20．4ng／mlに対して，15分値では207±

　15．8ng／mlと有意にヒ昇した（P＜O．05）．一方血清L

　H値はCCK－8　1000ng投与時，0分値6．32±0．

　81ng／m1に対して15分値4．75±0．71ng／mlと低下傾向

　を示し，また4000ng投与時には，0分値8，8±0．64ng／

　mlにたいして，15分f直5．29±0．65ng／mlと有意に低下

　した（P＜O．Ol）．CCK－8は視底下部に作用して，

　ド垂体LH分泌を抑制，　PRL分泌を促進すると推

　察される．

（205）　205

3．経頸管的卵移植の成績に影響を与える要因

　　（マウスを用いたモデル実験から）

　　　　　　本保善康・瀬戸俊夫・山田武法

　　　　　　　由田　譲・高邑昌輔

　　　　　　　　　　　　（国立金沢病院産婦）

　マウスに対して経頸管的に卵移植が行なわれる事

は稀であり，着床率は低いとされていた．本実験で

は，これを試みたところ63％という良い着床率を得

た．そこで各種の条件下で経頸管的卵移植を行なう

事により，この卯移植法の成績に影響する要因を調

べた．

　卵提供マウスとしてはBDF（黒色系，三協ラボ）

を選び，過排卵処理により採取した卵を，偽妊娠状

態の里親マウス（ICR，白色系，三協ラボ）に経

頸管的に移植した．その結果は次の通りであった．

1）ガラス細管製，テフロンチューブ製，腰椎穿刺

針製の各卵移植器を使用したところ，妊娠率は各々

4％，18％，40％であった．

2）受精後3rl目の卵を，交尾後2日目および3日
目の偽妊娠マウスに移植すると，妊娠率は各々100％，

33％であった．また受精後2日目の卯を交尾後2日

日のマウスに移植すると妊娠率は100％であった．

3）上記の実験から得られた最適条件下で，卵をそ

れぞれ約1　ml，3　ml，5mlの培養液（Hoppe　and　petts

の液）に浮遊させて移植すると，着床率は各々63％，

0％，0％であった．

　以上から，マウスに対して経頸管的卵移植を行な

い良好な結果を得るには，次の事に留意する必要が

あることが示された．

1）正確に卵の移植が出来るように，卯移植器の材

質や構造を検討する．

2）卵と子宮内膜のstageの組合せが最適となるよう

にする．

3）できるだけ少量の培養液と共に卵を移植するよ

うに努める．

　　4．Corticosteroidに特異的に反応した

　　　Polycystic　Ovary（P。　C．0．）の1症例

　　　　　　加藤　修・林　政宏（小松恵愛病院）

　　　　　　森田明人・甲藤政三（松任松南病院）

　われわれは，血中テストステロン（T）およびLH－RH

testにより診断したPCO患者のうち，30例前後の

　妊娠成功例を有しているが，今回，コルチコステロ

　イドに特異的に反応したPCOの1症例を経験した

　ので報告する．

　　本症例は，他医にてclomid療法無効，　HMG－HCG
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療法にて卵巣過剰刺激反応示した．来院時，血中

T87rlg／dl，　LH35．5mlU／ml，　LH－RH　testにて高L

H一正FSH反応のためPCOと診断した．月経2
日目よりPredonisolone（5㎎／日）を14日間，

clomid（100㎎／日）を月経5日目より5日間併用し

て投与した．月経13日目よりBモードスキャンにて

卵胞発育を観察し，頸管粘液と合わせて排卯時期を

推定し，性交を指示した．排卵確認後，HCG　50001U

を3日間筋注して経過を観察したところ，妊娠に至

った．

　PCO患者におけるTは，副腎および卵巣に由来

するものと考えられるが，高T血症による卵巣漿膜

の肥大硬化が排卵障害に関与しているものとみなさ

れる．本症例はコルチコスステロイド投与によりT

の低下がみられ，排卵に至ったものと考えられたが，

適応を正確に把握できれば，コルチコステロイドに

よる排卵一妊娠の成立が比較的容易であると思われ
た．

5．嚢胞性卵胞Cystic　follicle牛における

　卵細胞の性状について

　　　　　○泉　徳和・榊田星史

　　　　　　　　　（石川県農業短大畜産学科）

　　　　　　佐藤英明・木村重紀・入谷　明

　　　　　　　　　（京都大学農学部畜産学科）

　目的：嚢胞性卯胞は約10％の牛でみられ，繁殖効

率を大幅に低下させている．現在hCGやLH－RH剤

による治療が有効であるとされているが，円山（1979）

やIzumiら（1982）は臨床的に嚢胞性卵胞を有する

と診断された牛に豪勢LH－RH剤（酸酸fertirelin）

を投与し，0～36時間後に人工受精して約30％の牛

を受胎させている．そこで本研究では嚢胞性卵胞を

有する牛の受精能力がいずれの卵胞にある卵細胞に

潜在しているのかを形態的に検討した．

　材料と方法：屠殺後30分以内のホルスタイン種の

牛（正常牛6頭，嚢胞性卵胞牛20頭，黄体嚢胞

Luteal　cyst牛3頭）29頭から卯巣を摘出し，37℃生

理食塩液につけて実験室に持ち帰った．卵細胞は実

体顕微鏡下で卵胞を解剖針で破り採取した．卵巣摘

出から採卵まで1～8時間を要し，その間，卵巣は

37℃で保存された．卵細胞はCarnoy液で5日問固定

し，酢酸オルセインで染色して位相差顕微鏡で観察

した．

　結果：O．3　一一　3．3cm大の卵胞から採取された嚢胞性

卵胞牛の卵細胞398個のうち正常卵は複糸期di－

ploteneが46％，移動期diakinesis　15％，中期2％

で，変性卵は37％であった．うち嚢胞性卵胞内の卵

　　　　　　　　　　　　　日不妊会。志　33巻1号

細胞30個では複糸期40％，移動期10％で，残りの

50％が変性卵であった．卵採取の際に観察した卵丘

細胞の被覆状況は，正常牛からの卵細胞では卵丘細

胞に被われない細胞の割合が4％であったのに対し，

嚢胞性卵胞内卯細胞では15％と有意に高かった
（P〈0．01），嚢胞性卵胞上にあったO．3－一一〇．8　cm大の

卵胞内卵細胞198個では，複糸期が41％，移動期20

％，中期3％に対し，変性卯36％であった．

　以上の形態的観察から嚢胞性卵胞牛の嚢胞性卵胞，

嚢胞性卵胞ヒの小卵胞，その他の卯胞のいずれから

由来する卵細胞においても潜在的受精能力のあるこ

とが示された．

6．男子不妊症に対するHMG・HCG

　療法の臨床的検討

　　　　　　小橋一功・西川忠之・浅利豊紀

　　　　　　布施春樹・越則　潔・中嶋和喜

　　　　　　三崎俊光・久住治男

　　　　　　　　　　　　　　（金沢大泌尿器）

　特発性男子不妊症に対してHMG－HCG療法を施
行し，その臨床効果について検討した．

　対象症例は，1985年10月より1986年11JJまでに

男子不妊を主訴として当科を受診し，乏精子症と診

断された12例である．年齢は29歳から38歳までで

平均33．3歳であった．投与方法はHCG1回，1，000

単位を週1回，HMG　1回75単位を週2回筋注とし

た。投与期間は12週から32週で，平均16．7週であ

った．効果判定は精液量，精子濃度，運動率，fertility

indexの4項目につき，亀井らの方法に準じて行った．

　結果：精液量については，12例中1例のみ有効で，

減少が1例，他の10例は不変であり，精液量には影

響をおよぼさないと考えられた．精｝t濃度について

は，著効1例，有効2例，不変9例（有効率25．0％）

であった．治療前の精子濃度が10×106／m1以下の高

度乏精子症では8例すべてが不変であるのに対し，

精子濃度が10×106／mlを越える中等度乏精子症では

4例中3例が有効以ヒと効果が認められた．運動率

については，著効1例，有効2例，不変5例，減少

4例（有効率25．0％）で，治療前の運動率との聞に，

一定の傾向は認められなかった．fertility　indexにつ

いては12例がすべて不変であった．妊娠成功例はな

かった．

　当科における特発性男子不妊症に対する各種薬物

療法（clomiphen　citrate，八味地黄丸・人参湯，　kalli．

krein）の成績と比較して，精子濃度においては有意

差を認めないが，運動率においては推計学的に有意

差はないものの低い傾向にあり，fertility　indexにお
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いては有意に低い有効率であった．

7．過去4年間の不妊患者の臨床的検討

　　　　　　　生水真紀夫・加藤三典・高橋義弘

　　　　　　　飯田和質

　　　　　　　（福井県立病院産婦，金沢大産婦）

　当科における不妊患者の治療成績について臨床的

な面から若干の検討を加えた．対象は，昭和58年1

月から61年6月までの間に当科を受診した不妊患者

251名である．

　妊娠率は，原発性不妊群で24．7％（41／166例），

続発性不妊群で34．1％（29／85例），平均27．9％で

あった．これらの患者の中には1～2回しか通院し

ていないものが38例あり，これを除いた場合の両群

の妊娠率はそれぞれ28．3％，43．9％であった．した

がって，妊娠率を向上するためには，患者の早期の

drop　outを防止することが必要と考えられた．

　また，不妊因一拐IJに妊娠率をみると，間脳・下垂

体系因子群64％（27／42例），高prolactin血症群60

％（6／10例），PCO群50％（5／10例），卵管因子

群37％（10／26例）と比較的高率であるのに対し，

男性因子群17％（4／23例），子宮内膜症群14％（1／

7例），子宮因子群0％（0／4例），原因不明群14％

（17／126例）では低率であった．今後，原因不明群な

どに対し，GIFTなどの新しい治療法を取り入れ，治

療成績の向上を計りたいと考えている．

8．当科におけるIVFIETおよびGIFTについて

　　　　　　西　修・塩谷稚英・本田秀明

　　　　　　宮崎好一・佐々木太郎・山田　良

　　　　　　　　　　　（福井赤十字病院産婦）

　当科では，昭和58年11月よりIVF／ETに着手，

翌年10月，妊娠に成功した．その臨床経過および出

生について報告すると同時に，当科で行われている，

IVF／ETの手順を説明する．

1）Stimulation　method　and　outpatient　monitor－

1ng

2）Inpatient　monitoring　and　egg　collection

3）Culture　medid

4）　Culture　vessels　and　incubator

5）Perparing　spermatozoa　and　insemination

6）Embryo　transfer

　次にGIFT法であるが，当科では昭和61年4月よ

り，同治療法を開始，同年7月に最初の妊娠に成功

した．この症例の臨床経過およびGIFT時所見を示

す．

　IVF／ETのこれからの進歩1日本産婦人科学会の
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見解を守りつつ，EmbryoのCryopresavationが普

及するであろう，

9．尿中estrogen迅速測定による

　　卵胞成熟度のモニタリングについて

　　　　　　麻生武志・久保　真・細川久美子

　　　　　　大月　澄・金嶋光夫・堂庭信男

　　　　　　紙谷尚之・富永敏朗

　　　　　　　　　　　　　　（福井医大産婦〉

　卵巣機能障害の診断と治療に対する反応性を検討

する上で，estrogenの変化を分析することは不可欠

であり，また排卵誘発療法において卵胞成熟度の的

確な把握は，治療成績の向上のみならず卵巣過剰刺

激（OHS）を防ぐ上でも極めて重要である．この

目的には血中estradiol（E2）値と超音波断層法によ

る卯胞径の変化とを組合わせてモニターするのが最

も信頼性が高いとされているが，prospectiveな血中

E2測定値を得るには大きな制約がある．この点で，

ある程度の限界はあっても2時間で結果の判明する

HAIRを用いた尿中estrogenの半定量値は臨床的に

有用な情報となっている．さらに最近latex凝集阻止

反応を導入して反応時間を2～3分にまで短縮した

2種類のキット（MS－8601，　TZR－311）が市販さ

れていたので，これら両キットを用い，排卵誘発例

を対象に卵胞成熟度モニタリングの実際について検

討を試みた．

　MS－8601およびTZR－311にはそれぞれ抗E2，

または抗E3　一　16－glucuronideモノクローナル抗体

感作latexが用いられ，尿中主要estrogenとのみ特

異的に反応し，感度が2～10ng／mlになるよう調整さ

れている．尿希釈系列の作製法が異なっているが，

両キットによる測定値間にはr＝0．93（n＝164）と

有意の相関があり，各症例毎の排卵誘発中の経時的

変動にも高い一致率が認められた．しかし尿比重の

低い一部の検体で異常低値となる場合があり注意を

要する．自然排卵周期のmid　cycle　peakは40ng／ml

であったのに対し，誘発排卵周期のそれは80／200ng／

Inlとなり，排卵前4－一　5日から上昇がみられ，特に

hMG周期での上昇は短時間に急激であった．超音波

断層上，直径20mm以上の卵胞が2～3個で，尿中

estrogen値80／120ng／mlに達した時点でhCGを投与

した症例でのOHSは軽症までであった．以上のご

とく近時入手可能となった2種類の尿中estrogen高

感度超短時間半定量法による測定値はよく一致し，

いずれも排卵誘発療法時の卵胞成熟モニタリングに

有用な指標の1つとなると考えられる．
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10．乏精子症治療における妊娠例

鈴木信孝・中嶋正則・中嶋　優

中川俊信・村上弘…・原田丈典

山城　玄・杉田直道

　　　　　　　　（金沢大産婦）

　近年，婦人科不妊外来においても男性不妊に対し

治療を行なうことが次第に多くなってきている．わ

れわれも夫の乏精子症に対し，PercollまたはFicoll

を用いた精子洗浄濃縮法や漢方製剤（八味地黄丸，

人参湯など〉療法によって妊孕率の向上に努めてい

るが，今回妊娠成立に至った2症例を経験したので

若干の文献的考察を加え報告した．

　症例1は，39歳の未妊婦で，不妊期間は9年と長

く他医にて治療を受けていた．当科で精査した夫の

精液検査は，精液3　ml，精in数40×106／ml，運動率

30％，奇形率10％，妊孕係数（＝精液量×精子濃度・

10－6×運動率・lr2）36で，乏精子症であった．そこ

でPercol1精子洗浄濃縮法を行なったところ，精r・量

3ml，精了数48×106／ml，運動率77％，奇形率5

％，妊孕係数111となり，精子数のヒ昇はみられな

かったものの運動率の上昇が認められた．この精液

を用いたAIHにより妊娠が成立し，現在妊娠8か月

で経過は順調である．

　症例2は，29歳の未妊婦で，不妊期間は2年であ

った．夫の精液検査は，精液量2　ml，精了一数3x106｝

／ml，運動率20％，奇形率30％，妊孕係数1．2で

あった．当初，夫にクロミッド（150㎎／日）を投与

していたが，精液所見の改善がみられなかったので，

八味地黄丸（5．09／H）に切り替えたところ，投与

10か月目に，精液量2．5ml，精子数32×106／ml，運

動率80％，奇形率20％，妊孕係数64と改善され，

妊娠の成立をみた，現在妊娠7か月で経過は順調で

ある．

　症例1は，当科来院前に通常のAIHを少なくとも

7回以上受けて，妊娠不成功に終わっていた症例で

あり，また，症例2は，漢方製剤単独投与で精液所

見が著名に改善され妊娠に至ったもので，いずれも

男性不妊の治療を考える上で有意義な症例と思われ

た．

11．ドパストン（L－dopa）が著効を呈した

　　射精障害の1例

　　　　　　　風間泰蔵・里見定信・寺川為義

　　　　　　　片山喬（富山医薬大泌尿器）

　症例は34歳男性であり，不妊を主訴として昭和61

年3月14日当科を受診した．勃起は正常であるが，

日不lx　r：会，i，L・：，　33巻1　号

生来，性交，マスターべ一ションによる射精，オル

ガスムを経験したことがなく，ただ夢精は月に1～2

回はあったとのことであり，そのための不妊と考え

られた．現症では，陰茎に真性包茎を認める以外，

異常は認められず，また神経学的にも，知覚，運動

および各種反射は正常であった．その他テストステ

ロンを含む各種ホルモン値，検尿所見，尿道膀胱撮

影，経直腸的前立腺超音波断層像および膀胱内圧測

定検査にも異常は認められず，現病歴と併せ考えて，

心因性の射精障害の疑いが強いものと判断し，当院

神経精神科に性格検査を依頼したが，施行されたミ

ネソタ多面人格テスト（MMPI）およびP・Fスタデ

ィの2つの検査では，いずれもiE常と判定された．

治療として，まず包皮環状り」除術を行った後，COMT

阻害剤であるフロプロピオン（スパネート）および

メコバラミン　（メチコバール）の併用3か月，また

続いてテストステロンエナンテート100mgの週1回

筋注を1か月試行したが，全く効果はみられなっか

た．そこでテストステロン筋注に加え，Ldopa（ド

パストン）を1日量750mgにて服用させた所，約10

目後より，性交時の射精，オルガスムが出現し，そ

の後はL－dopaのみにて経過順調である．木村らの分

類によれば，本症例は，夢精という形でのみ射精が

あり，心因性とも考えられるが，COMT阻害剤が効

かず，L・dopaが著効を呈するなど中枢性要因の関与

も否定できなかった．

12．当科における不妊症患者に対する

　　精管精嚢造影の検討

里見定信・風間泰蔵・寺田為義

片山　喬（富山医薬大泌尿器）

　男性不妊症患者に対する精嚢造影は，不妊症の原

因検索の重要な一検査項］と考えられる．今回われ

われは，1979年4月の開院から1986年10月までの

7年半の問に，当科において精嚢造影を施行し得た

61例について検討を加えた．対象となった61例の年

齢は23歳から44歳にわたり，平均30．5歳であった．

病因をみると造精機能障害57例，精チ輸送路障害4

例であった．造精機能障害のうち，53例が無精子症

であり，4例が乏精子症であった．また精f輸送路

障害は4例とも両側精管閉塞症であった．

　精嚢は，X線像が多種多様で，これを形態学的に

分類することは困難であるが，われわれは，－L管の

形態の大小および憩室の発達状態に注目した石神・

森により精嚢X線像の内分泌学的分類を用いて自験

例を検討した．また精嚢X線像を内分泌学的に検索

する場合，両側i三管によって形成される主軸の角度
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（年齢角度）も問題になるので，それについても検討

した．

　自験例では，1型，II型，　III型いずれも老人型が

最も多いのに対し，IV型では成人型が最も多かった．

III型に属するものの年齢角度平均値が134．3°と最も

広角を示し，IV型では1042°と明らかに角度の減少

がみられ，自験例の’F均値は122．7：であった．なお

同時に計測したL管の長径は，1型，II型，　III型の

間に有意の差は認められなかったが，IV型は最小で

左2．2　cm，右2．7cmであった．

　精嚢X線像の発育形態と血中テストステロン濃度

の関係をみると，正常成人型である1型では，血中

テストステロン濃度の平均値が586．5ng／dlと最も高

く，幼弱型であるIV型では逆に340．Ong／dlで最も低

かった．このことは，精嚢造影が固体のアンドロゲ

ン活性の状態を知る一手段として有用であることを

示唆している．また実験例における精嚢造影の検討

により，造精機能障害に起因する男性不妊では，そ

の精嚢は若干の老化傾向を有するものと考えられた．

第95回日本不妊学会関東地方部会

日　　　H寺　　昭和62年2月7日　（－L）

場　　所　ツムラホール

1．Inseminin・Test（E．　P．　F．活性測定法）の

　臨床研究（第V報）特にAIH，　AID，

　AIGF，　IVT－ET後の妊娠初期胚および胎

　　児の臨床管理について

　　　　　　　　　　峯　三夫（浅草国際病院）

　Inseminin－Test（E．　P．　F．活性測定法）ではAIH，

AID，　AIGF，　IVT－ET．施術後B，　B　T高温相第1

日1ヨは12％，　3日目65％，　5日目1こは100％と妃三

娠例では陽性となる，高温相7日目でなお陰性の例

は受精不能例であった，高温相18日つづた例では98

％，hCG陽性は受胎着床良好の例で，5週目に
1322－70で胎嚢像確認，7週目で児心音を認め，始

めて胚発育健在の証となる．

　Ing．　eminin・Testはその後，分娩後8時間まで母体

の血液中に証明された．瞬帯血，尊水中には母体血

液より有意に高く，出現した．しかし，hCG㊥で

胎嚢胚はみとめても，Illsemillin・Test　e伊llは全例音

後不良，胎胚死亡し流産した．例えば不全流産，子

宮内胎児死亡，卵管流産試毛ヒ皮腫，胞状奇胎等は

全て陰性，f一宮内胎児死亡の￥i水，腹水，膀帯血・

八一ll中絶後8時間，分娩後8時間の母体血液新生児

血液中でもlnseminin－Testはθであった．受精1

～
5日で出現し胚生存のユーカーとして確証をあた
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え，子宮内胎児死亡，流産中胚の生死の情報により

着床促進，胚保護育生のため極めて有意義なる決断

が出来，早期胎管理一ヒ重大な意義を有した．

2．体外受精・胚移植後の母体血液中

　Early　Preg皿ancy　Factorについて

　　　　　　伊藤仁彦・翁　文開・森定　優

　　　　　　　　　　　　　　　（慶応大産婦）

　わが国においても，体外受精・胚移植が多くの施

設で実施されるようになり，生殖医学は飛躍的な発

展を遂げつつある．このような状況において，受精

卵と母体間のシグナルの可能性が注目され，1974年

オーストラリアの，Mortonらによって初めて報告さ

れたEarly　Pregnancy　Factor（EPF）もその一つと

して脚光を浴びつつある。今回われわれは，体外受

精・胚移植後の母体血液中EPF活性を測定し胚の

予後推定およびEPFの産生部位について検討を加

え以下の知見をえた．

1）正常妊娠例でのEPF活性の推移は，胚移植後

2日目より一ヒ昇し，以後活性の持続が認められ，流

産例および非妊娠例とは著名な差が認められた．こ

のことより胚移植後の胚の予後推定にEPF活性の

推移をモニターすることが有用であることが示唆さ

れた．

2）EPFの産牛部位について，少なくともヒトに

おいては，着床までの時期では卵管の関与は否定的

であることが示唆された．

3．AIHに成功した逆行性射精の1例

　　　　　　勝岡洋治・河村信夫

　　　　　　　　　　　　　　（東海大泌尿器）

　　　　　　　小林善宗・井上正人

　　　　　　　　　　　　　　　　（同大産婦）

　34歳男性で，不妊および精液の射出不能を主訴に

来院．オルガスムスは存在し，射精直後の尿は乳白

色に混濁し，尿中に多数の精子を認めたことにより

逆行性射精と診断した，

　自慰行為後に自然排尿させて得た採取液を遠沈し

て精子を回収し洗浄濃縮を行なった．当初，精子濃

度および運動率ともに低下していたので，投薬を20

か月以L持続した．その後は著しく改善し，精子受

精能力検査で受精率も63％と満足すべきものであっ

た．60年6月に第1回目のAIHを試み，2回目に
妊娠が成功したが，不幸にもf宮外妊娠となり，右卵

管を切除した．10月にAIHを再開したところ，再

び妊娠が成凱し，順調な経過であったが，37週5日

目に胎児不整脈，回旋異常，分娩停1ヒのため帝切を
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施行し，31309の女児を無事出産した．本症例のよ

うに高度乏精f症を伴い，治療により精液所見が改

善し，妊娠に成功した例は希と思われる．なお，A

IH成功例としては本邦18例目である．

4．IVF・ETにより妊娠分娩に成功した1例

　　　　　　　長出尚夫・山田祐二・赤嶺和成

　　　　　　　高木繁夫（日大産婦）

　本院では，倫理規定によりマイクロサージェリー

による卵管形成術を行なった症例で，一定期間経過

観察するも妊娠に至らない場合のみIVF－ETが対象

になる．今回IVF－ETにより妊娠，分娩に至った症

例は36歳の主婦で既応歴にて2度，開腹術（卯巣の

う腫ならびOHSSによる卵す腫大のため）を行ない，

卵管性不妊症のために昭和58年マイクロサージェリ

ー による卵管形成術を行なった．しかし2年以上経

過観察するも妊娠せず，IVF－ETを昭和61年4月6

目に行なった．その後，妊娠成、7二し昭和61年11月

22日に，在胎週数34週にて帝切を行ない17249の

女児を娩出した．帝切の適応は，前期破れ，子宮筋

腫合併妊娠ならびに高年初産であった．本院におい

ては，現在までに9例にIVF－ETを施行し，今回の

成功はその1例である．

5．当科における高プロラクチン血症の

　　臨床的検討

　　　篠崎百合子・岩下光利＊・高木耕一郎＊

　　　武田佳彦・坂元正一＊

（東京女子医大産婦，母子総合医療センター＊）

　当科内分泌不妊外来における，高プロラクチン血

症（血清プロラクチン値，30ng／ml以上）の患者，39

例の臨床像およびbromocriptin療法の治療成績につ

き検討した．

　症状では無月経を主訴とするものが18例（46％）

で，そのうち乳漏を伴うものは7例（18％）であっ

た．他に月経不順，無排卵周期症，黄体機能不全，

不正出血があった，原因の分かったものでは，薬剤

性のものが12例（31％），CT－scanでみつかったド

垂体微小腫瘍が3例（8％），腎透析症例が2例（5

％），分娩後のものが4例（10％）であり，その他の

18例（46％）は，原因不明であった．これら原因別

によるTRH負荷試験の結果は，薬剤性のものでは

反応が良好に保たれていたが，そのほかの原因によ

るものでは，ほとんどが低反応から無反応であった．

　Bromocriptin投与等による治療成績では，高プロ

ラクチン血症の76％で排卯の回復，黄体期の改善と

高い治療効果が得られた．

日不女E会茜志　　33巻1号

6．内分泌不妊症外来における

　　DHEAS測定の意義

　　　　外山和秀・五十嵐　俊夫・可世木久幸

　　　佐々木茂・荒木　勤

　　　　　　　　　　　　　　（日本医大産婦）

　内分泌不妊症患者37例と正常月経周期を有する婦

人22例につき，RIA法にて血中DHEASを測定し
比較検討し次の結果を得た．

　正常群において月経周期内の血中DHEAS値の変

動を検討した結果，卵胞期と黄体期の血中DHEAS

値に差はなく，また正常群全体の平均値と患者群全

体の平均値にも差はみられなかった．

　血中DHEAS値は年齢の増加とともに減少した．

　正常群の血中DHEAS値は900　一一　2400　ng／mlの狭

い範囲に集中するのに対し，患者群の血中DHEAS
値は600　一一　6600　ng／mlの広い範囲にわたっていた。血

中DHEAS2000ng／ml以上を示す高値群は患者群に

多くみられた．患者群において多くみられた血中

DHEAS値2000　ng／m1以上の症例にPMが多くみら
れた．

7．多嚢胞卵巣（PCOD）に対するClomid

　　Variation法とhMG－hCG療法の効果

　　　　　　　渡辺直生・楠原浩二・川勝雅秀

　　　　　　　許山浩司・松本和紀・序島芳輝

　　　　　　　　　　　　　　（慈恵医大産婦）

　不妊症患者の中で，多嚢胞性卵巣（PCO）例は

少なくない．その中でもclomiphene単独投与に抵抗

性のPCO例に対して，種々の排卯誘発法を試みた．

症例は21例，平均年齢27．2歳，うち16例が第1度

無月経，5例が第2度無月経であった．clomiphene－

hCG療法，　clomiphene　two　step法，　clomiphene－

predonisolone併用療法，　clomiphene－bromocriptin

併用僚法等のclomiphene　variation　i去は概ね排卵率

が50～75％と比較的良好であり，妊娠率も10数％

にいたり，ある程度の妊娠を期待できると考えられ

た．これらのclomiphene　variation　lまiが奏効しない

PCO　lO例に対してhMG－hCG療法を試みたとこ
ろ，排卵率および妊娠率とも約70％と極めて良好な

治療成績を得たが，多胎妊娠が約30％，OHSSが約

50％に認められた．これらの副作用の発生にはhM

Gに含まれるLHが関与していると言われており，

この含有量をドげ，より生理的なhormone環境を築

くことが副作用発生防止につながると思われる．今

lnl　1例ではあるが，従来のhMGよりLH含有量の

少ないhMGを使用し，著明な副作用もなく排卵誘

‘
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発に成功したことより，本法の有効性が示唆され，

今後症例を重ねて検討する予定である．

8．当科不妊外来における臨床的統計

　　　　　　　佐久間洋・小倉一仁・牧みどり

　　　　　　　疋田美直・畑　俊夫

　　　　　　　　　　　　　　（埼玉医大産婦）

　当科不妊外来における昭和60年6月より，61年12

月までの1年7か月間に受診した不妊患者の臨床統

計的検討を行なった．成績は以下のごとくである．

1）不妊患者頻度（不妊期間1年以上）は全新患数

2946名中119名（4．04％）で，原発不妊57．1％，

続発不妊42．9％であった．2）初診時平均年令は原

発30．4歳続発31．3歳であった．3）初診時不妊期

間は原発で5年以上が26．5％と最高で，続発は1
」一・一． 2年が41．2％と約半数を占めた．4）不妊原因は，

排卯障害のみられる内分泌因子が原発，続発ともに

約半数を占めた．5）妊娠成功率は，全体で18．5％，

年令別妊娠率は20～24歳で原発，続発ともに50％

を越え，高令になるほど低下した．6）妊娠成立時

の治療はclomid等による排卵誘発が約半数を占め

た．7）妊娠経過は，約半数が正常妊娠中であり，

約1／3は正期産に到った．早産，子宮外妊娠はみら

れなかった．

9．山梨医科大学付属病院における

　　不妊症統計

端　晶彦（lll梨医大産婦）

　山梨医大産婦人科外来における不妊症例の統計的

検討を行なったので報告する．

　対象：昭和58年10月開院より61年8月31日ま

でに挙児希望を主訴に当科外来を受診した234名の

うち，不妊期間が1年未満の患者および系統的検索

未終了で通院しなくなった患者を除いた152名につ

いて検討した，

　結果：不妊患者の頻度は全初診患者の5．4％であ

った．不妊患者のうち原発性不妊は63．8％，続発性

不妊は362％であった．その妊娠率は原発性24．7％，

続発性40．0％で，全体としては30．3％であった．

初診時年令および初診時不妊期間については，原発

性，続発性との間に有意の差はなく，年令では31歳

を，不妊期間では4年を境界にして妊娠率は低下し

た．不妊原因としては排卵因子が多く，原因別妊娠

率では原因不明，排卵因子が良好であった．以上は

諸家の報告とほぼ同様の結果であるが，卵管因子に

ついては不妊原因に占める率は低率でその妊娠率も

やや低率であった．今後IVF－ET，　GIFTなどの導入

や治療方法の改善を検討したい．
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シンポジウム：不妊症をめぐる最近の進歩

　　　一IVF，　GIFTをめぐって一

1．実験動物（マウス）におけるGIFT

　　　　　　　中潟直己（順大共同病理研究室）

　ヒトにおける排卵障害，卵管采の卵子摂取障害あ

るいは乏精子症などの不妊症に対し，IVF＆ETに

比べ，より簡単で，かつ人工的操作の少ない不妊治

療の実験モデルとして，マウスを用い，卵管内配偶

子移植（GIFT）を行ない，新生子への発生を検討し

た。精子とともに142個の排卯直前の卵胞卵を14匹

の受容雌に移植した結果，10匹の受容雌から計23匹

の新生子が得られ，これら子のその後の観察におい

て外観上の異常は認められず，繁殖能力もすべて正

常であった．しかし新生子への発生率が低値（16、2

％）を示したことについて，移植時の卵胞卯のほと

んどがMet－　IIに達しておらず，卵胞卯の未熟性が

示唆された．そこでこれら卵胞卵の受精および発生

能に及ぼす卵子前培養の効果について検討した．す

なわち排卵直前の卵胞卯を採取後種々の時間前培し，

体外受精を行なった結果，一定時間（4～6時間）

の前培養後に授精を行なうと受精ならびに発生能が

飛躍的に向上した．以上，マウスにおけるGIFTと

卵子前培養の効果について紹介するt

2．実験動物（ラビット）におけるGIFT

金山喜一（日大農獣医学部）

　最近，IVF－ETに代ってGIFTに関する研究・報

告が多く認められるようになってきた，当教室では

少量の希釈精液のみを卯管内に注入するGIFTの変

法と考えられる卵管内人工授精について家兎を用い

て行ってきた．

　今回は，これまでに当教室で検討を試みてきた家

兎の卵管内人工授精に関する成績の概要を報告する．

1）妊娠・分娩成績について

　卵管采への物理的刺激が卵管の運動性および卵子

の下降速度への影響の有無を検討した．

2）精液希釈倍率の検討

　注入精液の最適希釈倍率を検討する目的で注人精

子数と受精率との関連性を検討した．

3）子宮・卵管接合部からの精液注入について

　卵管采への物理的刺激を軽減する目的で，卵管・

子宮接合部からの入工授精を試みた．

4）家兎におけるGIFTの検討

　卵管内人工授精とGIFTの成績を比較検討した．
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5）卵管性不妊への応用性について

　卵管・子宮接合部および，卵管の種々の部位を結

紮したモデルを作出し，本法の卯管性不妊への応用

について検討した．

　以上のことから，GIFTの変法と考えられる卵管内

人工授精の有用性が示唆された．また，これらの基

礎研究をもとに，今後の研究の方向性，とくにf宮

内受精の可能性についても若干の言及を行なった，

3．マイクロマニュピレーターによる体外受精

佐藤嘉兵（日大農獣医学部）

　細胞内への微量注入法は比較的早く開発された技

術である．しかし，この技術が受精の研究に導入さ

れたのは比較的最近のことである（Uehara　and

Yanagimachi　1976）．最近，演者はウサギ卵子内に

不動化した精子をmicroinjecteし，その後の卵子の

発生能について検討した．

　成熟雌ウサギにPMSG・hCGで過排卵処理を行な

い，　micromanipulatorを用いて精子を卯細胞質中へ

注入した．精子は一20℃において6時問以上静置（凍

結）するか，lysophosphatidyl　choline（LC）を含む

medium中で3時間incubationしたものを同様に一

20℃に置いて不動化（非凍結〉したものを注入した．

注入された卵一ヂはHam　Fi。液を用いてCO2incubator

内で培養した．発生した卵子は最1。j　Morulaまで達し

た．発生率（2－cell以上）は36．5％で2　一一　8－cellの胚

をダッチ種の卵管内に移植を行なったところ，2頭

のrecipientsに妊娠が成立した．

　LC一処理精子の注入では雄性前核形に至ったもの

は注入卵子の16．7％で2－cel1以上の発生は見られず，

凍結注入に比べて明らかに劣っていた．

4．不妊症治療としてのIVFについて

吉村慎一

　　（東京歯科大市川病院産婦）

　不妊症治療としてのIVF－ETについて，現状での

臨床におけるIVF－ETプログラムの卯巣刺激法，卯

胞発育モニタリング，卵採取のタイミング，卵採取

法，媒情を含む卵培養法．ET法およびその成績を，

器具，設備等について今日までの本院における実情

を示す．

　本院は歯科大学を母体とする総合病院であり，日

常一般診療，分娩，手術と，他の中小病院となんら

変わりのない状況でIVF・ETを行なっているため，

スケジュールは一般診療業務に支障を来さぬことが

最重要課題である．しかし，その点が患者にとって

日不妊会誌　33巻1号

の不利益にならぬよう，パラメディヤルの協力を得

ながら試行錯誤している毎日である．成績，結果に

関しても，決して満足の行くものではなく，より一・

層の努力が必要なのは言うまでもないが，年月を経

るごとに若干ながら向上：傾向をしめしており，今報

告が，今後何らかの参考となれば幸いである，

5．配偶子卵管内移植（GIFT）の開発とその改良

田中　温（越谷市立病院産婦）

　われわれはGIFTを1984年より臨床に応用してき

たが，妊娠成功率は1割程度と低値であった．1986

年4月より採取した卵胞卵に追加培養を行なった後

にGIFTを施行する（New－GIFT）方法を開始した．

このNew－GIFTはMouseを用いた動物実験で卵胞
卯を4・一一一一6時間培養すると，卵の染色体が高率に

Meta－IIとなり，またこの培養した卵を用いてIUF

を行なうと受精率が著明に上昇するという結朱を参

考とした．

　1986年4月より同年12月までに50例のNew－
GIFTを施行し，19例が妊娠に成功した（妊娠率38

％）．19例のうち，6例の流産と1例の卵管妊娠を認

めた．多胎妊娠は4例（品胎1例，双胎3例）であ

った．これからの課題としては①いかに成熟した卵

を得ることができるか，②採取した卵の成熟度を簡

単に判定するにははどうすればよいか，③Lateal

Supportは必要か．もし必要ならばどのようにして行

なえばよいのか．などが考えられる．これからも1

つ1つこれらの問題を解決していき，妊娠率の向上

をはかっていきたい．

6．体外受精卵卵管内移植（IVF・EFR）

井上正人（東海大産婦）

　配偶子卵管内移植（GIFT）を行なっても妊娠しな

い難治生不妊患者17例に計18回の体外受精卯卯管

内移†直in　vitro　fertilization・embryo　tubal　replace－

ment（IVF－ETR）を試みた．患者の年齢は33．7歳

（28～39歳），不妊期間は9．0年（3～14年）であっ

た．17例中5例に精チ不動化抗体を認め，7例は

AIH－Laparoscopyで卵管内精子輸送障害と診断さ

れた，また8例は子宮内膜症を合弁し，5例は腹腔

鏡ドに卵管卵巣周囲癒着剥離術を受けていた．男性

側因f・では，乏精子症2例，精子無力症2例であっ

たが，精子受精能力検査（ZSPT）は全例正常であっ

た．方法は体外受精の要領でエコーガイド下に採卯

し媒精した．採取した成熟卵子49個（平均2．7）中

46個（93．9％）が受精した．多精子受精卵を除く44

個（平均2．3）を腹腔鏡下にGIFTの方法に順じて卵
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管内に移植した．結果は5例（27，8％）が妊娠し，

1例は流産に終わったが4例は妊娠経過順調で，う

ち1例は生児をえた．IVF・ETRは卵管内受精障害が

疑われる難治性不妊の新たな治療法になりうるもの

と思われる．

1．予定発言

可世木久幸（日本医大産婦）

　1986年11月から子宮鏡を用いる卯管内精子注入

（Hysteroscopic　Insemination　into　Tube：HIT）に

よる不妊治療を開始しているので，解説する．

方法）①排卵誘発法はクロミッドーHCG，または

HMG－HCGによる．②排卵モニタリングには尿エス

トロゲン半定量または血中E2RIA，　LHsurge開始の

チエックはハイゴナビス（持［iD，卵胞径測定は超音

波法（横河RT3000，経膣ブローべ，セクタスキャン）

を利用する．③精子は夫のものを用いswimming　up

法による運動能力良好精子を用いる．④子宮鏡操作：

排卯直前に子宮鏡（富十写真工機，HYS－F）を用い，

卵管内にφ0，3mmのテフロンチューブを通し精子を

卵管内に静置する，

結果）4例に施行し，今だ妊娠例はみられていない．

考察）卯管両側不通過の真のIVF適応例は数が少

なく，卵子を体外へ取り出し精子と共に体内に戻す

GIFT法に比べ，本法は侵襲が少なく，従来のAIH

を改善した方法なので，自然であり，倫理的にも許

容されよう．

2．IVF．　ETに関連する最近の進歩

　　　　　　　　　久保春海（東邦大第1産婦）

　体外受精・胚移植をめぐる技術的進歩は近年めざ

ましいものがある．今回，われわれは当科における

採卵時の卵胞成熟モニタリングとして，尿中正値に

よる方法を紹介する．また，GIFTにおける試みとし

てculdoscopic　GIFT法，更に活力精子を用いた子

宮内媒精法（IUI），配偶1’一妊孕能試験（GFT）

の成績を述べる．

　胚移植の成績を向上させるためには胚のqualityが

問題となるところであり，培養液，条件の検討をマ

ウス胚移植実験により検討した．

　また，環境変異原に対するDNA損傷をモニター

する鋭敏な方法である姉妹染色分体交換（SCE）

によって，体外受精・培養卵のSCEスコアを検討

した．胚一子宮内膜相関における着床メカニズムの

解明は現在Black　holeの中であるが，われわれは今

回，採卵同一固体（マウス）移植を試み，着床率，

胎仔率を検討した．また，体外培養系着床実験モデ
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ルを作製し，着床周辺期の胚と子宮内膜細胞との

interactionを検討し，　I　V　F胚の着床機序を調べた．

第105回　日本不妊学会関西支部集談会

1」　時：昭和62年2月28日（土）

場　　所：神戸大学医学部第2講堂

1．精索静脈瘤症例に於ける陰嚢シンチグラフィ

　　ーについての検討

　　　　　　　篠崎雅史・藤沢正人・岡本恭行

　　　　　　　岡　伸俊・浜口毅樹・松本　修

　　　　　　　守殿貞夫（神大・泌）

　　　　　　　松F全巳（関西労災・泌）

　　　　　　　浜田俊彦・松井律夫・西山章次

　　　　　　　河野通雄（神大・放）

　精索静脈瘤症例84例にて対して99mTc－RBCを用

いた陰嚢シンチグラフィーを行ない，その臨床的意

義について検討した．陰嚢シンチグラフィーの集積

度を3段階に分類，また集積出現時期によって3タ

イプに分類した．静脈瘤のgradeが高いものほど集

積度が高度になる傾向が認められ，早期より集積を

認めるタイプでは，静脈瘤のgradeが高く，集積度

も高度なものが多く認められた．陰嚢シンチグラフ

ィーの所見と，精子濃度，精巣容積との間に関連は

認められなかったが，今後，静脈瘤手術後の精子濃

度の経過との関連について検索をすすめていきたい．

2．ヒト造精機能に及ぼす温度の影響

　　　　　　　中村正広・並木幹夫・奥山明彦

　　　　　　　園田孝夫（阪大・泌）

　ヒト造精機能に及ぼす温度の影響を分析するため，

精巣組織を24時間培養し，精細管の形態および精細

胞のDNA合成に及ぼす培養温度の効果をオートラ

ジオグラフィーで分析した．37℃培養での精j’一細胞の

Sertoli　cell　ratioは31℃に比し有意に低かったが，

精祖細胞，休止期第一次精母細胞および精母細胞の

値には優位な変化を認めなかった．37℃培養での精

祖細胞，休止期才1次精母細胞の3Hチミジン標識

指数は31℃に比し有意に低かった．37℃の温度は精

子細胞を減少させるのみならず，精祖細胞，休止期

第一次精母細胞のDNA合成を抑制すると推察され
た．
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3．カラーオビュレーションテストを用いた

　排卵時期の判定

阿江　孝・片山和明・山辺善吾

西村隆一郎・望月眞人

　　　　　　　　（神戸大産婦）

　排卵日の推定の手段としてはBBT，　CMの観察，

尿中エストロゲンの測定，超音波断層法による卵胞

径の測定などがあるが，今回EIAを用いた尿中L

H測定キット，カラーオビュレーションテスト（C

OT）の排卯日推定への有用性を試みた．

　尿中LH値は血中LH値の上昇に伴い，数十分の

差で上昇してくることより，尿中LH値による血中

LHサージの推定は可能であると思われた．4症例

4周期つきCOTを試みたが，　COTが陽性となっ

た目は，1日のみか，連続した2日間のみで，RI

AにおいてもCOT陽性日は尿中LHはピークを示

し，BBTからCOT陽性最終Hの翌H，翌々日が
排卯日のように思われた．

　このキットはhLHと特異性が強いことや，操作方

法において尿を希釈する必要がないこと，また結果

が出るまでの時間が1時間以内と短かいという点な

どにおいて，より簡便な方法であると考えられる．

4．排卵誘発における尿中エストロジェン簡易

　測定法の有用性

高倉賢二・越山稚文・野々垣比路史

高井一郎・泰井俊造・野日1洋一

森　崇英（京大婦産）

　排卵誘発療法においては，最適な排卵のタイミン

グを得るために卵胞発育をモニターすることが必要

であり，尿中エストロジェン（E）の測定はその一

助となる．最近，Eに対するモノクローナル抗体を

用いたスライド法による尿中E測定キット（ハイエ

ストロテックスライド，ハイモニターE＞が開発さ

れたが，今回当科において4三にHMG－HCG療法の症

例においてその有用性を検討したので報告する．

　対象と方法）対象はHMG－HCG療法あるいはpure

FSH－HCG療法を施行した無排卵症例およびIVF

症例で，尿中E（417検体〉とRIA法によ血中エス

トラジオール（E、）（303検体）との相関を中心に検

討を加えた．

　結果）血中E2との相関係数は各個人内では
0．7～0．8であったが，全体でみると症例数が増すに

つれて低下し（0，38），各個人において尿中Eの排泄

率が異なると考えられた．また，IVF症例におい

ては排卵直前の尿中Eの時間的推移をとらえること

ができた．

1…不妊会、、占　33巻1号

5．新しい妊娠診断薬「新ゴナビスライド」

　　（MS－8501）の臨床的検討

畑山　博・福岡正恒・高井一郎

泰井俊造・森　崇英（京大婦産）

　目的）不妊診療において，妊娠の成立をできるだ

け早期に知ることは，その後に起こりうる流産や子

宮外妊娠などの異常な経過に対して迅速に対処する

ためにも重要である，われわれは，抗hCGモノクロ

ナール抗体を使用した高感度妊娠診断薬「新ゴナビ

スライド」を臨床的に試用し，正常妊娠の早期診断

や異常妊娠の診断・経過観察におけるこの診断薬の

有用性について検討を加えた．

　成績）4～6週の正常妊娠の早期の診断率は88．6

％と従来のゴナビスライドのそれ（62．8％）を大き

く上回った．流産や子宮外妊娠などの異常妊娠の診

断や経過観察においては，新ゴナビストとゴナビス

を伴用し経日的にこれらを検査することによってhCG

の推移に関する有用な情報の得られる症例があった．

ハイゴナビスによる半定量値と新ゴナビスの成績と

の相関については，80ないし320u／1のレベルで一一・

部false　positive，　false　negativeがみられたものの，

ほぼその感度（200u／1）に見合う結果が得られた．

6．超音波断層法によるPCOの検討

川鰭市郎・大野洋介・藤林秀了一

冨岡　恵・岡田弘二

　　　　　　（京都府立医産婦）

　近年超音波断層法によるPCOの診断の可能性に

ついて数多くの報告がみられる．われわれは当科不

妊外来を受診し超猷皮的にPCOの疑われる症例16

例について，その内分泌成績や臨床症状につき検討

を加えた．超音波によるPCOの診断はmulti　cystic

ovaryで，かつ両側卵巣蟻大径の和とr宮前後径の比

（RO十LO／UT－AP）が2以．ヒのものとした．内分泌

成績でみるとPCOの否定的な症例（5例）はRO＋

LO／UT－APが全例2．34以下であり，RO＋LO／UT－

APが2．5以上の症例（8例）はすべて内分泌学的に

PCO型を示した．臨床成績では内分泌学的にPC

O型を示した．群でchronic　anovulationを認めたも

のが多く，他にPCOに特徴的とされる多毛症や肥

満については内分泌学的にPCOの否定的であった

群と差を認めなかった．以上の成績により超1、波に

よるPCOの診断はある程度可能であると考えられ
た．
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7．X－linking法によるブタ卵巣穎粒膜細胞の

　LH／hCG　receptorの構造分析

　　　　　西村隆一郎・宇都宮卓・井手一夫

　　　　　北島隆史・望月眞人（神大産婦〉

　2種類のcross－Linkerを用いてブタ卯巣穎粒膜細

胞LH／hCGレセプターのPhotoaffinity　Labelingと

Chemical　cross－linkingを行なった．　cross・linking

産物を可溶化後SDS－PAGEにて分析すると，非還元

条件下では分子量136KDaの単一バンドが観察され

たが，DTTによる還元後ではSES　chemical　cross－

Iinkingでは136，105，78KDa，　ABG　photoaffinity

Iabelingでは136，105，78，72KDaに分離泳動された．

DTT処理後の2次元電気泳動の結果，これらの各

コンポーネントはhCGのαsubunitかαβdimerを

含むものであることが判明した．またこれらcross－

Iinked　complexの形成は過剰の非標識hCGの添加

で完全に阻害されたが，FSHやTSHによっては
阻害されなかった．以上の結果から，ブタ卵巣穎粒

膜細胞のLH／hCGレセプターは複数の分子量の異な

るsubunitがS・S結合された構造を有するものと考え

られる．

8。ヒト精子不動化抗体の遺伝子を導入した

　形質転換株の確立とその産生抗体の分析

　　　　　　山崎則行・亀田　絹・繁田　実

　　　　　　香山浩二・礒島普三

　　　　　　　　　　　　　　（兵庫医大産婦〉

　不妊症の発症に関与する精子不動化抗体（SI－Ab）

の対応抗原を検索・解析するためには，ヒト精子抗

原をIsoantigenとして認識するヒト型精子不動化モ

ノクローナル抗体（SI－Mab）を得ることが必要で

ある．われわれはSI－Ab保有不妊婦人の末梢血リン

パ球とマウスミエローマ細胞NS－1との細胞融合に

より，ヒトSI－Mabを産生するヒトーマウスヘテロ

ハイブリドーマ（H6－3C4）を確立した．しかし，

このようなヘテロハイブリドーマは多くの場合その

安定性に問題があり，長期間かつ大量にヒトMabを

得ることは一般的に困難である．今回，確立したSI－

Mab（μ，λ）産生ヒト・マウスハイブリドーマよりヒト

抗体遺伝子を単離し，まずH鎖を遺伝子レベルでμか

らγ、にクラススイッチさせた．できたH鎖遺伝子と，

L鎖遺伝子をマウスミエローマ細胞に導入し，それ

らを発現する形質転換細胞株を得た．そしてこれら

形質転換細胞株が分泌するヒトIgG1は補体依存性精

子不動化活を有していた．
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9．マウスプロラクチンのマウス体外受精ならび

　　に胚発生に及ぼす影響

福田愛作・野田洋一・森　崇英・＊森千里

　　　　　＊橋本尚詞・＊星野一正

　　　　　　　　　　　　（京大・産・＊解）

　ヒト体外受精（IVF）胚培養におけるプロラク

チン（PRL）の直接の影響は不明である，そこで

マウスIVF胚培養をモデルとしてマウスPRLを

用いその影響を検討した，各濃度PRL含有培養液

響　（Ong／ml：control，10ng／ml，50ng／ml，100ng／ml）

中で精子運動率を計測した．2および8細胞期胚を

PRL中で培養し発育を観察した．　PRLにて前培

養後精子でcontrol中にてIVFを，control中にて

前培養後精子でPRL中にてIVFを施行．上記2

方法による体外授精卯を，IVFを施行したのと同

じ培養液で培養し，発育を観察した．PRLにて前

培養後の精子運動率はcontrolに比し差はなかった．

2および8細胞期胚の培養でPRLの影響は認めら

れなかった．PRLにて前培養後精子のIVFでは

受精と胚発育が抑制された．しかし，PRLをIV

Fの場に加えても，受精率と胚発育に影響はなかっ

た．以kより，PRLは体外環境で，主に精子に影

響を与えることが明らかとなったが，そのメカニズ

ムは不明である．

10．プロスタグランジンの受精過程における役割

　　の解析

林清士・野田洋一・松本央
森　崇英（京大産婦）

　プロスタグランジン（PG）が受精の過程でどの

様に関与しているかを知るために，PG生合成阻害

剤であるインドメサシン（ID）を直接マウス体外

受精の培地に加えて両配偶子のviabilityと受精に及

ぼす影響を検討した．精子のViability（運動性）は，

ID100，150μg／ml添加では影響がなかったが，

ID200μg／ml添加では著名に抑制された．卯子のviabil－

ityは，　ID200μg／ml添加培地で5時間培養後も変化は

なかった．受精率は，IDO，100，150，200μg／m1添加

で夫々58．8，54．8，24．3，18．9％となり，150μg／ml

以上で優位な受精阻害が観察された．PG50μg／m1を

IDと同時に添加すると，　ID単独添加でみられた

精子運動阻害と受精阻害が観察されず，受精率は

ID150μg／ml単独群とPG添加群で23．1，55．8％，

ID200μg／m1単独群とPG添加群で20．7，64．0％とな

った．以上より，PGは精子の運動性を介してのみ

ならず，他の機序によっても受精現象に関与するこ
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とが示唆された，

第105回　日本不妊学会関西支部集談会

日　　時昭和62年2月28日（土）

場　　所　神戸大学医学部第2講堂

1．精索静脈瘤症例に於ける陰嚢シンチグラフィ

　ーについての検討

篠崎稚史・藤沢正人・岡本恭行

岡伸俊・浜口毅樹・松本修
守殿貞夫（神大・泌）

松下全巳（関西労災・泌）

浜旧俊彦・松片律夫・西山章次

河野通雄（神大・放）

　精索静脈瘤症例84例にて対して99mTc－RBCを用

いた陰嚢シンチグラフィーを行ない，その臨床的意

義について検討した．陰嚢シンチグラフィーの集積

度を3段階に分類，また集積出現時期によって3タ

イプに分類した．静脈瘤のgradeが高いものほど集

積度が高度になる傾向が認められ，早期より集積を

認めるタイプでは，静脈瘤のgradeが高く，集積度

も高度なものが多く認められた．陰嚢シンチグラフ

ィーの所見と，精子濃度，精巣容積との間に関連は

認められなかったが，今後，静脈瘤予術後の精子濃

度の経過との関連について検索をすすめていきたい．

2．ヒト造精機能に及ぼす温度の影響

　　　　　　中村正広・並木幹夫・奥山明彦

　　　　　　園田孝夫（阪大・泌）

　ヒト造精機能に及ぼす温度の影響を分析するため，

精巣組織を24時間培養し，精細管の形態および精細

胞のDNA合成に及ぼす培養温度の効果をオートラ

ジオグラフィーで分析した．37℃培養での精子細胞

のSertoli　cell　ratioは31°Cに比し有意に低かった．

精祖細胞，休止期第一次精母細胞および精母細胞の

値には優位な変化を認めなかった．37℃培養での精

祖細胞，休止期才1次精母細胞の3Hチミジン標識

指数は31℃に比し有意に低かった．37℃の温度は精

子細胞を減少させるのみならず，精祖細胞，休Lll期

第一次精母細胞のDNA合成を抑制すると推察され
た．

日不妊会誌33巻1号

3．カラーオビュレーションテストを用いた

　排卵時期の判定

阿江孝・片山和明・山辺普吾

西村隆一郎・望月眞人

　　　　　　　　（神戸大産婦）

　排卵日の推定の手段としてはBBT，　CMの観察，

尿中エストロゲンの測定，超音波断層法による卵胞

径の測定などがあるが，今同EIAを用いた尿中L

H測定キット，カラーオビュレーションテスト（C

OT）の排卯日推定への有用性を試みた．

　尿中LH値は血ili　L　H値のL昇に伴い，数十分の

差で上昇してくることより，尿中LH値による血中

LHサージの推定は可能であると思われた．4症例

4周期つきCOTを試みたが，　COTが陽性となっ

た日は，1日のみか，連続した211問のみで，RI

AにおいてもCOT陽性口は尿．中LHはピークを示

し，BBTからCOT陽性最終日の翌日，翌々日が
排卵日のように思われた．

　このキットはhLHと特異性が強いことや，操作方

法において尿を希釈する必要がないこと，また結果

が出るまでの時間が1時間以内と短かいという点な

どにおいて，より簡便な方法であると考えられる．

4．排卵誘発における尿中エストロジェン簡易

　測定法の有用性

高倉賢二・越山雅文・野々垣比路史

高井一郎・泰井俊造・野田洋一

森　崇英（京大婦産）

　排卵誘発療法においては，最適な排卵のタイミン

グを得るために卵胞発育をモニターすることが必要

であり，尿中エストロジェン（E）の測定はその一

助となる．最近，Eに対するモノクローナル抗体を

用いたスライド法による尿中E測定キ1ソト（ハイエ

ストロテックスライド，ハイモニターE）が開発さ

れたが，今回当科においてi三にHMG－HCG療法の症

例においてその有用性を検討したので報告する．

　対象と方法）対象はHMG－HCG療法あるいはpure

FSH－HCG療法を施行した無排卵症例およびIVF

症例で，尿中E（417検体）とRIA法によ血中エス

トラジオール（E2）（303検体）との相関を中心に検

討を加えた．

　結果）1貢L中E2との相関係数は各個人内では

0．7～0．8であったが，全体でみると症例数が増すに

つれて低下し（0．38），各個人において尿中Eの排泄

率が異なると考えられた．また，IVF症例におい

ては排卵直前の尿中Eの時間的推移をとらえること
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ができた．

5．新しい妊娠診断薬「新ゴナビスライド」

　　（MS－8501）の臨床的検討

　　　　　　畑山　博・福岡正恒・高井一郎

　　　　　　泰井俊造・森　崇英（京大婦産）

　目的）不妊診療において，妊娠の成立をできるだ

け早期に知ることは，その後に起こりうる流産や子

宮外妊娠などの異常な経過に対して迅速に対処する

ためにも重要である．われわれは，抗hCGモノクロ

ナール抗体を使用した高感度妊娠診断薬「新ゴナビ

スライド」を臨床的に試用し，正常妊娠の早期診断

や異常妊娠の診断・経過観察におけるこの診断薬の

有用性について検討を加えた．

　成績）4～6週の正常妊娠の早期の診断率は88．6

％と従来のゴナビスライドのそれ（62．8％）を大き

く上回った．流産や子宮外妊娠などの異常妊娠の診

断や経過観察においては，新ゴナビストとゴナビス

を伴用し経日的にこれらを検査することによってhCG

の推移に関する有用な情報の得られる症例があった．

ハイゴナビスによる半定量値と新ゴナビスの成績と

の相関については，80ないし320u／1のレベルで一

部false　positive，　fslse　negativeがみられたものの，

ほぼその感度（200u／1）に見合う結果が得られた．

6．超音波断層法によるPCOの検討

　　　　　　川鰭市郎・大野洋介・藤林秀r・

　　　　　　冨岡　　恵・岡田弘二

　　　　　　　　　　　　　（京都府ウニ医産婦）

　近年超音波断層法によるPCOの診断の可能性に

ついて数多くの報告がみられる．われわれは当科不

妊外来を受診し超音波的にPCOの疑われる症例16

例について，その内分泌成績や臨床症状につき検討

を加えた．超音波によるPCOの診断はmulti　cystic

ovaryで，かつ両側卵巣最大径の和と子宮前後径の比

（RO十LO／UT－AP）が2以上のものとした．内分泌

成績でみるとPCOの否定的な症例（5例）はRO＋

LO／UT・APが全例2．34以下であり．RO＋LO／UT－

APが2．5以一ヒの症例（8例）はすべて内分泌学的に

PCO型を示した．臨床成績では内分泌学的にPC
O型を示した．群でchronic　ariovtilatioriを認めたも

のが多く，他にPCOに特徴的とされる多毛症や肥

満については内分泌学的にPCOの否定的であった

群と差を認めなかった．以上の成績により超韻皮に

よるPCOの診断はある程度可能であると考えられ
た．
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7．X・linking法によるブタ卵巣穎粒膜細胞の

　LH／hCG　receptorの構造分析

　　　　　西村隆一郎・宇都宮卓・井手一夫

　　　　　北島隆史・望月眞人（神大産婦）

　2種類のcross－Linkerを用いてブタ卵巣穎粒膜細

胞LH／hCGレセプターのPhotoaffinity　Labelingと

Chemical　cross－linkingを行なった．　cross－linking

産物を可溶化後SDS－PAGEにて分析すると，非還元

条f11：下では分子量136KDaの単一一Lバンドが観察され

たが，DTTによる還元後ではSES　chemical　cross－

Iinkingでは136，105，78KDa，　ABG　photoaffinity

Iabelingでは136，105，78，72KDaに分離泳動された．

DTT処理後の2次元電気泳動の結果，これらの各

コンポーネントはhCGのαsubunitかαfi　dimerを

含むものであることが判明した．またこれらcross－

Iinked　complexの形成は過剰の非標識hCGの添加

で完全に阻害されたが，FSHやTSHによっては
阻害されなかった．以Lの結果から，ブタ卵巣穎粒

膜細胞のLH／hCGレセプターは複数の分子量の異な

るsubunitがS－S結合された構造を有するものと考え

られる．

8．ヒト精子不動化抗体の遣伝子を導入した

　形質転換株の確立とその産生抗体の分析

Ll1山奇貝1』看f　・　亀1」」　　　糸1－1　●　繁1｝H　　　実

香山浩二・礒島普三

　　　　　　　（兵庫医大産婦）

　不妊症の発症に関与する精f不動化抗体（SI－Ab）

の対応抗原を検索・解析するためには，ヒト精子抗

原をIsoantigenとして認識するヒト型精子不動化モ

ノクローナル抗体（SI－Mab）を得ることが必要で

ある．われわれはSI－Ab保有不妊婦人の末梢血リン

パ球とマウスミエローマ細胞NS　－1との細胞融合に

より，ヒトSI－Mabを産生するヒトーマウスヘテロ

ハイブリドーマ（H6－3C4＞を確立した．しかし，

このようなヘテロハイブリドーマは多くの場合その

安定性に問題があり，長期間かつ大量にヒトMabを

得ることは一般的に困難である．今回，確立したSI－

Mab（Pt，λ）産生ヒト・マウスハイブリドーマよりヒト

抗体遺伝子を単離し，まずH鎖を遺伝〕ニレベルでμか

らγ】にクラススイッチさせた．できたH鎖遺伝子と，

L鎖遺伝子をマウスミエローマ細胞に導入し，それ

らを発現する形質転換細胞株を得た．そしてこれら

形質転換細胞株が分泌するヒトIgGIは補体依存性精

子不動化活を有していた．
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9．マウスプロラクチンのマウス体外受精ならび

　　に胚発生に及ぼす影響

福田愛作・野田洋一・森　崇英・＊森問千星

　　　　　＊橋本尚詞・＊星野一正

　　　　　　　　　　　　（京大・産・＊解）

　ヒト体外受精（IVF）胚培養におけるプロラク

チン（PRL）の直接の影響は不明である．そこで

マウスIVF胚培養をモデルとしてマウスPRLを
用いその影響を検討した．各濃度PRL含有培養液
響　（Ong／ml：control，10ng／ml，50ng／ml，100rユg／nll）

中で精子運動率を計測した．2および8細胞期胚を

PRL中で培養し発育を観察した．　PRLにて前培

養後精子でcontrol中にてIVFを，contro1中にて

前培養後精子でPRL中にてIVFを施行．上記2

方法による体外授精卵を，IVFを施行したのと同

じ培養液で培養し，発育を観察した．PRLにて前

培養後の精子運動率はcontrolに比し差はなかった．

2および8細胞期胚の培養でPRLの影響は認めら

れなかった．PRLにて前培養後精子のIVFでは

受精と胚発育が抑制された．しかし，PRLをIV

Fの場に加えても，受精率と胚発育に影響はなかっ

た．以トより，PRLは体外環境で，　Lに精子に影

響を与えることが明らかとなったが，そのメカニズ

ムは不明である．

日不妊会誌33巻1号

10．プロスタグランジンの受精過程における役割

　　の解析

林　清士・野出洋一・松本　央

森　崇英（京大産婦）

　プロスタグランジン（PG）が受精の過程でどの

様に関与しているかを知るために，PG生合成阻害

剤であるインドメサシン（ID）を直接マウス体外

受精の培地に加えて両配偶子のviabilityと受精に及

ぼす影響を検討した．精子のViability（運動性）は，

ID100，150μg／ml添加では影響がなかったが，

ID200μg／ml添加では著名に抑制された．卵子のviabil－

ityは，　ID200ptg／ml添加培地で5時間培養後も変化は

なかった．受精率は，IDO，100，150，200μg／ml添加

で夫々58．8，54．8，24．3，18．9％となり，150μg／ml

以上で優位な受精阻害が観察された．PG50μg／nllを

IDと同時に添加すると，　ID単独添加でみられた

精子運動阻害と受精阻害が観察されず，受精率は

ID150μg／ml単独群とPG添加群で23．1，55．8％，

ID200μg／ml単独群とPG添加群で20．7，64．0％とな

った．以上より，PGは精子の運動性を介してのみ

ならず，他の機序によっても受精現象に関与するこ

とが示唆された．



　　　　　　　　　　お　知　ら　せ

第28回日本産科婦人科内視鏡学会総会ならびに学術講演会

　　　日時：昭和63年7月30日（土），31日（日）

　　　場所：コクヨホール

　　　　　　　〒108港区港南1－8－35

　　　　　　　　　　容　　03－450－5730

　　　会　長：飯塚　理八（慶慮義塾大学教授）

　　　　　　　　　　ft　　O3－353－1211



会 止
口

第6回日本受精着床学会学術講演会案内

（第1回予告）

　第6回日本受精着床学会学術講演会について，下記のごとく御案内申し上げます。多数の御

出題ならびに御参加をお願い申し上げます。

記

会　期：昭和63年7月27日（水）・28日（木）

会場高輪プリンスホテル

　　　　〒108　東京都港区高輪3－13－1（TEL 03－447－ll11）

　なお演題募集要項，特別講演，シンポジウム，その他詳細については次回に掲載いたします．

一般演題の締切りは4月30日（土）です．

連絡先　〒113　東京都文京区本郷7－3－1

　　　　東京大学医学部産科婦人科学教室内

　　　　第6回日本受精着床学会事務局宛

（TEL　O3－815－5411　内8493）

　　　　日本受精着床学会　会長

　　　　　　　水　野　正　彦



　　第6回国際受胎調節学会開催のお知らせ
（Society　for　the　Advancement　of　Contraception：SAC）

会

会

会

期

場

長

昭和63年5月23日（月）～26日（木）

笹川記念会館　東京都港区三田3－12－12

高木繁夫（日本大学医学部産科婦人科学教室主任教授）

主な内容：

海外招待講演

E．Diczfalusy，　S．　McCann，　E－E．　Baulieu，　J．　Strauss，　H．　Hasson　J．　Zatuchini，　M・Elstein，

他

Sessions

Neuroendocrinology，　Endometrial　function，　Ovarian　function

腹腔鏡（workshop），　IUD，　Oral　contraceptives　and　Barrier　method（workshop），家族計画

性行為感染（STD）経口避妊薬の基礎と臨床，新しい受胎調節，　vaginal　contraception，　male

contraception，　surgical　contraception　Basic　research　in　reproduction，その他

t

参加費

正会員

新会員

同伴者

準会員

昭和63年2月末日迄

　￥38，000

　￥40，000

　￥20，000

　￥20，000

（＊助産婦， 看護婦，保健婦，

3月1日以降

￥40，000

￥45，000

￥22，000

￥20，000

　　学生を含む）

演題応募締切：昭和63年2月末日（口演，ポスター）

応募，登録要項請求先：

　　　〒173　東京都板橋区大谷口上町30－1

　　　　　　　日本大学医学部産科婦人科学教室

　　　　　　　SAC学会事務局

　　　　　　　Tel：03－972－8111

　　　　　　　Fax：03－972－0011



投　稿　規　定

1．本誌掲載の論文は，特別の場合を除き，会員の

　ものに限る．

2．原稿は，本会の目的に関連のある原著，総説，

　論説，臨床報告，内外文献紹介，学会記事，その

　他で，原則として未発表のものに限る．

3．1論文は，原則として刷り上り6ページ以内と

　し，超過は4ページ（計10ページ）までを認める．

超過ページならびに特に費用を要する図，表，写

　真は実費を著者負担とする．

4．原著，総説，論説，臨床報告などは必ず，400字

　以内の和文抄録ならびに，ダブルスペース2枚以

　内の欧文抄録（題名，著者名，所属を含む）を添

　付する．

5．図表ならびに写真は稿末に一括してまとめ，符

　号を記入し，かつ本文中に挿入すべき位置を明示

　する．

6．記述は和文または欧文とし，和文は横書き，口

語体，平がなを用い，現代かなつかいによる．

7．外国の人名，地名等は原語，数字は算用数字と

する．学術用語および諸単位は，それぞれの学会

所定のものに従い，度量衡はメートル法により，

所定の記号を用いる．

8．文献は次の形式により，末尾に一括記載する．

　a．雑誌の場合

　　著者名：題名，誌名，巻数：ページ数，年次

　原則として，特に原著の場合は著者名を全員あ

　げる，誌名は規定または慣用の略名に従うこと．

　特に号数を必要とする場合は巻数とページ数と

　の間に入れて括弧で囲む，すなわち

　著者名：題名，誌名，巻数（号数）：ページ数，

　年次

例1．Kilbourne，　N　J．：Varicose　veins　of　preg－

　　　nancy．　Amer．　J．　Obstet．　Gynec．25：104，

　　　1933

　2，足高善雄，竹村　喬，美並義博：最近1力

　　　年間のわが教室における外来不妊患者の統

　　　計的観察，日不妊誌，4：13，1956

b．単行本の場合

　　著者名：題名，巻数：ページ数，発行所，年次

例1．Rovinsky，　J　J．　and　Guttmacher，　A．　R：

　　　Medica1，　Surgical　and　Gynecological

　　　Complications　of　Pregnancy，　ed　2：p68，

　　　Baltimore，　Williams＆Wilkins　Co．1965

9．同一著者による論文の掲載は同一号に1編のみとす
る，

10著者校正は原則として初校のみ1回とする．なお校

　正は字句の訂正にとどめる．

11．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する．

12．特別掲載を希望する論文は，受付順序によらず，速や

　かに掲載される．この場合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．

13．掲載原稿に対しては，別冊30部を贈呈する．これ以

　上を必要とする場合は源稿に別刷総部数を朱記す

　る．なお，30部を越す分についての実費は著者負担と

　する．

14．投稿先および諸費用の送付先は，東京都中央区日本

　橋2丁目14番9号加商ビル（株）アイシーエス企画

　内　社団法人　日本不妊学会　事務所とする．

編集会議からのお知らせ

　　　　　　原稿用紙はB5判横書き400字詰のものを使用し，組版に差支えないよう

　　　　　　　清書して下さい．ワープロを使用しても結構です．（昭和62年9月）

ランニング・タイトル（和文で25字以内，英文では401etters以内）を記載してください．（昭和63年1月）
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事務局からのお知らせ

日本不妊学会の業務委託をしている（株）国際会議事務局の社名が（株）アイシーエス企画と

変わりました．従って日本不妊学会事務局の住所は下記のとおりになります．

　　　　　　　　　　　　社団法人日本不妊学会
　　　　　　　　　　　　〒103東京都中央区日本橋2－14－9

　　　　　　　　　　　　　　　加商ビル㈱アイシーエス企画内
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