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故和久正良先生略歴
本　　　籍

遺族現住所

生年月日

昭和14年

　　18年

　　18年

　　20年

　　20年

　　26年

　　26年

　　27年

　　27年

千葉県松戸市大谷口425の21

千葉県松戸市大谷口425の21

大正14年9月17日生

4月

3月

4月

3月

4月

3月

4月

3月

4月

27年　7月

27年12月
30年
30年
30年
33年

3月

4月

7月

2月

33年　3月

35年　7月

35年10月
35年10月
39年　2月

39年　4月

44年　1月

44年
45年
47年
48年
50年
51年
52年

1月

1月

4月

7月

3月

1月

9月

51年10月
52年　4月
57年　6月

59年11月
61年　8月

62年ユ0月

63年　9月

東京府立第五中学校入学

同上第四学年修了

東京高等学校理科二類入学

同上第二学年修r

東京帝国大学医学部医学科入学

東京大学医学部医学科卒業

東京大学医学部附属病院において実地修錬開始

同上終了

東京大学大学院入学（旧制，研究奨学生），東京大学医学部

附属病院泌尿器科にて研究

第十二回医師国家試験合格（第一，四七六号）

医師免許証下附（登録番号第一四七一七六号）

東京大学大学院修了（旧制，研究奨学生前期）

東京大学副手（医学部附属病院泌尿器科）

文部教官（東京大学助手医学部附属病院）

テキサス州ヒューストン市メディカルセンター内ベイラー大

レジデント訓練コースに留学

医学博ヒの学位授与（東京大学）

留学より帰朝

東京大学講師（医学部）及び附属病院外来医長

　日本泌尿器科学会評議員

東京都立駒込病院泌尿器科医長

東京大学医学部非常勤講師

文部教官東京大学助教授（医学部），東京大学医学部附属病

院分院泌尿器科科長併任

日本不妊学会評議員

　日本不妊学会常任幹事，第七回国際不妊学会組織委員

帝京大学教授（医学部泌尿器科）

rii央薬事審議i会臨時委員（昭和62年10月まで）

厚生省医師研修審議会委員（昭和54年2月まで）

日本Cryosurgery学会理事

　万国外科学会正会員

　日本不妊学会常任理事

厚生省医師試験委員（昭和56年4月まで）

　［本アンドロロジー学会評議員

　H本受精着床学会常任理事

第六回国際精子シンポジウム（富士吉田）副会長

第ヒ回国際ヒト生殖会議（東京）副会長

3日　　逝去



和久正良先生を偲ぶ
　弔辞

　謹んで日本不妊学会常任理事，和久正良先生の御霊前に哀悼の辞を捧げます。

　先生，あなたは余りにもあっけなく，忽然とこの世を去って逝かれました。こ

のように御遺影の前に立っている今も尚，あのにこやかな笑顔で，しかも真剣に

学問の事，学会の事など語られている先生が瞼に浮かんで御逝去が真実とは信じ

えない気持です。御遺族のお悲しみも一しほとお悔やみ申し上げます。

　先生は大正十四年，千葉県松戸市に生まれられ，東京府立第五中学校，東京高

等学校を経て東京大学医学部に御入学，昭和二十六年御卒業後，同大学大学院研

究奨学生となられ，同三十年より泌尿器科学教室，助手ついで講師となられまし

た。その間，二年半にわたり米国テキサス州ヒューストン市メジカルセンターレ

ジテント訓練コースに留学され，泌尿器科学を中心に研鎖を積まれました。さら

に東京都立駒込病院泌尿器科医長、東京大学助教授を御歴任の後、昭和四十七年

より帝京大学教授として医学部泌尿器科学を担当され、御逝去の日迄、きわめて

熱心に研究、教育、診療に尽力されました。先生の御．専門は泌尿器科学のうちで

も、泌尿内分泌学をライフワークとされ、その方面に数多くの価値ある業績をの

こされたことは万人の斉しく認める処であります。

　先生は医学教育の面でも情熱を注がれ，厚生省医師研修審議会委員，医師試験

委員など数々の要職を歴任されております。学会面では，日本泌尿器科学会，ア

ンドロロギー学会，クライオサージェリー学会等の理事，評議員として活躍され

一昨年及び昨年，我が国において開催された国際精子シンポジウム，国際ヒト生

殖学会会・議では副会長としてそれぞれの会議を成功に導かれましたことは記憶に

新しいことであります。

　とくに我々の日本不妊学会においては，昭和五十一年以来常任理事として学会

の運営，発展に言葉に表せぬ御尽力を賜り，今更感謝の言葉もありません。先生

は御足跡にみられるように絶えず国際的視野に立って活動され，国際会議御出席

の都度会議の内容をきめ細くお知らせ下され，令夫人とのにこやかな写真を同封

してお送り頂いたことも忘れえぬ思い出となってしまいました。

　このような先生と今突然お別れしなければならぬとは，もっともっとお元気で

学会の為にもお助け頂きたかったのにと残念でなりません。然し先生の素晴らし

い御業績は必らずや優秀な門下の人達によって受け継がれ，大きな実を結ぶこと

と信じます。

　最後に御遺族の方々の平安を心より祈りまして弔辞といたします。

　先生，どうぞ安らかにお眠り下さい。

　　　昭和六十三年九月二十四日

　　　　　　　　　　　　　日本不妊学会　理事長　　石　神　　裏　次



会 止口

第34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34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

期日：昭和64年9月1日（金）役員会

　　　　　2日（土），3日（日）　学術講演会

会　場：旭川市民文化会館

　　　　〒070旭川市8条通9丁目（TEL　O166－24－4321）

　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（34巻1号，

昭和64年1月発刊予定）に掲載いたします。一一般演題の締切は4月下旬の予定です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第34回日本不妊学会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清　水　哲　也

連絡先：〒078　旭川市西神楽4－5

　　　　旭川医科大学産婦人科学教室

　　　　第34回日本不妊学会総会事務局

　　　　TEL　OI66－65－2111内線2560（清水） ，2561（石川），2562（千石）
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GROWTH　HORMONE　RESPONSE

TO　METOCLOPRAMIDE　DURING

THE　VARIOUS　PHASES　OF
：

THE　MENSTRUAL　CYCLE

Katsuyoshi　SEKI　and　Koichi　KATO

二

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　National　Defense　Medical　College

：

二

　　Abstract：Growth　hormone（GH）responses　to　metoclopramide（MCP），　a　dopamine　antagonist，

were　evaluated　in　normal　women　during　the　various　phases　of　the　menstrual　c｝・cle．　The　admini－

stration　of　MCP　increased　circulating　GH　levels　in　normal　women　during　the　early　follicular

phase　but　not　during　the　Iate　follicular　and　mid－luteal　phases．　The　reason　for　the　absence　of　GH

response　to　MCP　during　the　high　estrogen　and　progesterone　phases　is　unclear．　However，　the

absence　of　GH　response　to　MCP　during　the　high　estrogen　and　progesterone　phases　may　be　related

to　the　increased　dopaminergic　tone．　Alternatively，　it　may　reflect　a　direct　action　of　the　sex

hormones　on　the　hypothalamic・pituitary　GH　secretion．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，33（4），683－685，1988）

k

■

Introduction

　　There　are　conflicting　reports　on　growth　hor－

mone（GH）response　to　metoclopramide（MCP），　a

dopamine　antagonist，　in　normal　women．　Chiodera

et　al1）．，　Hagen　et　al2）．　and　Seki　and　Kato3）found　a

significant　rise　in　circulating　GH　Ievels　after　the

administration　of　MCP　in　normal　women．　How・

ever，　Andersen　and　Tabor　found　no　significant

GH　response　to　MCP　in　normal　women4）．　The　GH

response　to　MCP　may　be　dependent　on　the　sex

hormone　status　of　the　individual　subject5・6）．

Accordingly，　the　disparate　findings　on　the　GH

response　to　MCP　in　normal　women　may　be　ac－

counted　for　by　the　cyclic　changes　in　circulating

levels　of　ovarian　steroid　hormones．　Reported　are

GH　responses　to　MCP　during　different　phases　of

the　menstrual　cycle．

Materials　and　Methods

Sixteen　studies　were　performed　in　16　normal

women　in　different　phases　of　the　menstrual　cycle；

early　follicular　phase　（day　2－5，　n＝6），　late　fol－

1icular　phase（day　10－12，　n＝5）and　mid－1uteal

phase（day　18－22，　n＝5）as　indirectly　confirmed

by　basal　body　temperature　charts．　All　women

were　free　from　any　medication　for　at　least　6

weeks　prior　to　the　studies．　Starting　O900　to　1000　h，

each　subject　received　10　mg　of　MCP　as　an　iv　bolus

dose　after　two　baseline　samples　had　been

obtained（－15　and　O　min）；additional　blood　sam・

ples　were　obtained　at　15，30，60，120　and　180　min

after　MCP　administration．　Serum　GH　concentra－

tion　was　measured　by　radioimmunoassay（RIA）

with　RIA　kits　obtained　from　Daiichi　Radioisotope

Laboratory（Tokyo，　Japan）．　The　sensitivity　of　the

GH　assay　was　O．6　ng／ml。　Undetectable　GH　Ievels

were　assigned　values　of　O．6　ng／ml　for　computa－

tion　purposes．　Serum　estradio1（E2）and　progester－

one（P）levels　were　determined　by　RIA　with　RIA

kits　obtained　from　Commissariat　a　PEnergie

Atomique（Gif－sur－Yvette，　France）．　The　within一
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and　between－assay　coefficients　of　variation　were

less　than　lO％in　each　assay．　AII　samples　from　an

individual　subject　were　analyzed　at　the　same

time．　Mean　basal　concentrations　were　obtained

by　averaging　the　two　baseline　samples　collected

before　MCP　administration．　Statistical　analyses

were　performed　using　analysis　of　variance　and

Wicoxon’s　rank　test．

Results

日不妊会誌　33巻4号

Table．　l　Mean（±SE）basal　concentrations　of　est・

　　　　　　　　radiol（E2）and　progesterone（P）in　normaI

　　　　　　　　women　during　the　early　follicular（EF），　late

　　　　　　　　follicular（LF）and　mid－luteal（ML）phases　of

　　　　　　　　the　menstrual　cycle．

Subject E2（pq／ml） P（ng／ml）

EF（n＝6）

LF（n＝5）

ML（n＝5）

43±19

220±46

110±21

O．31±0．03

0．34±0．03

11．3±1，0

　　The　mean　basal　concentrations　of　E2　and　P

were　normal　for　the　various　stages　of　the　men－

strual　cycle（Table　1）．　The　mean　basal　concentra－

tion　of　GH　was　norma1，　and　it　did　not　significant・

ly　differ　between　phases　of　the　menstrual　cycle．　In

the　early　follicular　phase，　a　significant　rise　in

circulating　GH　levels　was　observed　in　response　to

MCP　administtration（Fig．1）．　However，　in　the

late　follicular　and　mid・luteal　phases，　MCP　admin－

istration　induced　no　discernible　change　in　GH

levels（Fig．1）．
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Fig．1．　Mean±SE　basal　serum　GH　and　its　response　to

an　iv　bolus　dose　of　10㎎MCP　in　normal　women
during　the　early　follicular（■，　n＝6），1ate　follicular（o・

n＝5）and　mid・luteal（△，n＝5）phases　of　the　menstrual

cycle．

Discussion

　　The　present　study　demonstrates　that　the　admin－

istration　of　MCP　leads　to　an　increase　in　circulat・

ing　GH　concentrations　in　the　early　follicular

phase，　but　not　in　the　late　follicular　and　mid・luteal

phases　of　the　cycle．　The　difference　in　the　GH

responses　to　MCP　during　the　various　phases　of

the　menstrual　cycle　may　explain　the　conflicting

reports　on　GH　responses　to　MCP　in　normal

women，　and　the　GH　response　to　MCP　appears　to

be　dependent　on　the　sex　hormone　status　of　the

individual　subject．　The　mechanism　by　which　sex

hormones　affect　the　GH　response　to　MCP　is

unclear．　MCP　stimulates　GH　secretion　in

normoprolactinemic・amenorrheic　patients，　but

not　in　hyperprolactinemic－amenorrheic　patients3）．

It　has　been　reported　that　an　increased　dopaminer－

gic　inhibition　of　luteinizing　hormone　（LH）－

releasing　hormone－LH　system　occurs　both　in

hyperprolactinaemic・amenorrheic　women7）and　in

normal　women　during　the　late　follicular　and

mid－luteal　phases　of　the　menstrual　cycle8・9）．　Conse－

quently，　the　absence　of　GH　response　to　MCP

during　the　high　estrogen　and　progesterone　phases

may　be　related　to　the　increased　dopaminergic

tone．　Alternatively，　it　may　reflect　a　direct　action

of　the　sex　horrnones　on　the　hypothalamic・

pituitary　GH　secretion．
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Metoclopramideに対する

　　　growth　hormoneの

反応の月経周期における変化

防衛医科大学校産科婦人科

関　克義　加藤宏一

　　ドーパミン拮抗剤であるmetoclopramide（MCP）に

対するgrowth　hormone（GH）の反応の月経周期にお

ける変化について検討した．MCP投与後．血中GHは

卵胞期初期の婦人において増加したが，卵胞期後期お

よび黄体期中期の婦入において」血中GHは増加しなか

った．高エストロゲンおよびプロゲステロン環境にお

けるMCPに対するGH反応の消失の理由は明らかで
はないが，内因性ドーパミン活性の充進と関連してい

るかもしれない，あるいは視床下部・下垂体のGH分

泌調節に対する性ホルモンの直接作用を反映している

可能性もある．

　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年8月20日）
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EFFECT　OF　LUTEINIZING　HORMONE一

RELEASING　HORMONE　ON　DNA　SYNTHESIS，

　　　　　　　　GROWTH　FACTORS　AND　RENIN

ACTIVITY　IN　IMMATURE　RAT

OVARIES　IN　VIVO

　　　　　　　　　　　Satoshi　USUKI

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Institute　of　Clinical　Medicine，　University　of

　　　　　　Tsukuba，　Ibaragi　305，　Japan

　Abstraet：To　gain　some　clarification　as　to　how　the　hypothalamic　gonadotropin　releasing

hormone（GnRH）participates　in　the　cell　proliferation，　growth　factors　and　renin　activity　of　rat

ovary，　immature　hypophysectomized　rats　in　vivo　were　treated　subcutaneously　with　it，　followed

by　examination　of　the　changes　that　took　place　in　the　activity　of　deoxyribonucleic　acid（DNA）

α・nucleotidyltransferase，　DNA　content，　epidermal　growth　factor（EGF），　insulin－1ike　growth　factor

l（IGF－1）and　renin　level　in　the　ovaries．　Twelve　hours　following　200μg／rat　of　LHRH　treatment，

DNAα一nucleotidyltransferase　activity　per　ovary　and　its　specific　activity（activity　per　ovarian

DNA　content）were　found　to　have　increased　significantly（p〈0．001）．　Ovarian　DNA　content　also

increased　significantly（p＜α01）after　treatment．　In　contrast，　any　change　detected　in　DNA

β・nucleotidyltransferase　activity，　EGF，　IGRI　and　renin（prorenin）level　was　inconsequential．　It

thus　appears　from　these　findings　that　LHRH　stimulates　the　induction　of　DNA　α・

nucleotidyltransferase　and　sequential　DNA　synthesis　but　does　not　participate　in　EGF，　IGF－1　and

renin　synthesis　in　immature　rat　ovaries．　These　results　indicate　that　LHRH　may　be　related　to　cell

proliferatioll　in　immature　rat　ovaries　without　connection　with　EGF，　IFG－I　and　renin　synthesis．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　SteriL，33（4），686－691，1988）

Introduction

　Many　studies　have　demonstrated　the　direct

stimulatory　and　inhibitory　effects　of　GnRH　on

ovarian　functions　such　as　stimulation　of　estrogen

biosynthesis’）and　protein　synthesis2）．　However，

no　reports　have　been　directed　to　DNA　synthesis

and　cell　division，　EGF，　IGF－I　and　renin　synthesis．

　　Recently，　Usuki　and　Shioda3・4），　and　Usuki　and

Usuki5・6）　found　　either　estrogen　　or　follicle・

stimulating　hormone　（FSH）to　stimulate　the

induction　of　DNA　α一nucleotidyltransferase　in

relation　to　DNA　synthesis　during　cell　prolifera・

tion　in　immature　rat　ovaries．　It　is　indicated

furthermore　that　the　induction　may　be　a　requisite

for　DNA　replication　in　ovarian　cellular
proliferation4－7》．　This　fact　suggests　the　possibility

that　LHRH　is　also　related　to　ovarian　cellular

proliferation．　DNA　α・nucleotidyltransferase　is

essential　for　nuclear　replication　during　ovarian

growth3｝，　and　the　author　and　coworkers　recently

found　that　there　exist　EGF8），　IGF－19）and　renin　and

renin　messenger　ribonucleic　acid（mRNA）10｝in　the

ovaries．　To　investigate　whether　LHRH　partici一
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pates　in　cell　proliferation　via　growth　factors　and

renin　or　not，　DNA　α一　and　β一nucleotidyL

transferase　activity，　DNA　content，　EGF，　IGF－I

and　renin　level　were　measured　in　immature　hypo－

physectomized　rat　ovaries　in　vivo．

Materials　and　methods

Chemicals

　　Unlabeled　deoxyribonucleoside　5’－triphosphates

were　purchased　from　Boehringer－Mannheim
（Mannheim，　West　Germany）．［Methyl　1’，2’・3H］

deoxythymidine　5’・triphosphate（［3H］dTTP；96．

8Ci／mmol）was　obtained　from　New　England

Nuclear（Boston，　Massachusetts，　U．　S．　A．）．　Calf

thymus　DNA　was　donated　by　Sigma　Chemical

Company（St　Louis，　Missouri，　U．　S．　A，）and

activated　according　to　the　rnethod　of　Fansler　and

Loebl1）．　Aphidicolin　was　a　gift　from　Dr．　S．

Ikegami（Hiroshima　University，　Japan）．　N－

Ethylmaleimide　and　2’，3’－dideoxythymidine　5’－

triphosphate（ddTTP）were　obtained　from　Wako

Pure　Chemical　Industries（Osaka，　Japan）and　P－L

Biochemicals（Milwaukee，　Wisconsin，　U．　S．　A．）

respectively．　All　chemical　reagents　were　of　ana－

lytical　grade　and　organic　solvents　were　distilled

prlor　to　use．

H∂rmones，　animals　and　treatments

　　LHRH（synthetic　LHRH，　gonadrelin　in　hydro・

chloride；AY－24，031－A－26，　prepared　in　Ayerst

Research　Laboratories，　Montrea1，　Canada）was

kindly　donated　from　Dr．　G．　Bialy（Contraceptive

Development　Branch，　Center　for　Population

Research，　National　Institute　of　Child　Health　and

Human　Development，　Bethesda，　Maryland，　U．　S。

A，）．Rats　of　the　immature　female　Wistar－

Imamichi　strain，　obtained　from　the　Imamichi

Institute　for　Animal　Reproduction　（Saitama，

Japan），　were　maintained　in　an　environmentally

illuminated　daily　from　O8．00　to　20．00　h．　The　rats

were　hypophysectomized　at　21　days　of　age　via　the

parapharyngeal　approach．　They　were　treated

subcutaneously　with　200μg／rat　of　LHRH　in　O．2

ml　of　saline　at　25　days　of　age．　In　the　control

groups，0．2　ml　of　saline　alone　was　treated．　Stan－

dard　Purine　Chow　and　water　were　freely　avail－

able　and　after　hypophysectomy　an　aqueous　solu－

t量on　of　5％glucose　was　substituted　for　their　drink・

ing　water．　The　rats　were　sacrificed　by　decapita－

tion　under　ether　anesthesia　12　hours　following

LHRH　treatment．　Following　sacrifice，　the　ovaries

were　rapidly　removed　and　the　oviduct　and　sur－

rounding　tissue　stripped　off，　and　were　used　for

enzyme，　DNA，　EGF，　IGF－I　and　renin　measure－

ments．

Measar・remen　t　of　D醐nzacleotidyltransferase　activ・

め

　　The　ovaries　were　dipped　in　a　homogenizing

solution（20μl　per　l　mg　wet　weight　of　ovary）

containing　1．0％Triton　X－100，0，25　M　sucrose，20

mM　potassium　phosphate　buffer（pH　7．9），5mM

ethylenediaminetetraacetic　acid（EDTA），5mM

2－mercaptoethanoL　l．O　M　NaCl　and　2　mg／ml

bovine　serum　albumin（BSA）for　about　30　minutes

at　O℃．After　swelling，　they　were　cut　up　into　pieces

with　the　tip　of　a　pipet，　homogenized　with　a

Teflon－glass　homogenizer　and　centrifuged　at　15，

000xgfor　30　minutes．　The　supernatant　was　then

mixed　with　an　equal　volume　of　90％glycerol．

Aliquots（0．5－2．0μ1）of　the　supernatant　were

assayed　for　DNAα一andβ一nucleotidyltransferase

activity．　The　aliquots（0．5－2．0μ1）were　incubated

at　37℃for　20　minutes　in　a　25μl　of　reaction

mixture　containing　50　mM　Tris－HCI　buffer（pH　7．

5），7mM　MgCl2，40　mM　NaCl，50μM　each　of

deoxyadenosine　5’－triphosphate　（dATP），　deox－

ycytidine　5’・triphosphate　（dCTP）　and　deox－

yguanosine　5’－triphosphate（dGTP），20μM　deox・

ythymidine　5’－triphosphate（dTTP；containing　LO

μCi［3H］dTTP；1，000　cpm＝LO　pmol　dTTP），2

mM　2－mercaptoethano1，10％glycerol，400μg／ml

BSA　and　lOOμg／ml　calf　thymus　activated　DNA．

After　incubation，　the　incorporation　of　the　radio・

activity　into　the　acid－insoluble　fraction　was　deter・

mined　as　described　previously3｝．　To　determine

DNAα一andβ・nucleotidyltransferase　activities

selectively，　the　incubation　was　carried　out　in　the

presence　of　40μM　dideoxyTTP（a　specific　in－

hibitor　of　DNAβ一andγ一nucleotidyltransferase）

or　20　mM　N－ethylmaleimide（an　inhibitor　of　DNA

polymeraseα一arldγ・nucleotidyltransferase），　and

these　drug－resistant　activities　were　designated　as

DNAα一andβ一nucleotidyltransferase　activities，

reSpeCtiVely12）．

Measurement（ゾovarian　D醐content
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　Ovaries　were　treated　and　centrifuged　as　de－

scribed　for　the　assay　of　DNA　α一and　β一

nucleotidyltransferase．　Following　centrifugation，

the　precipitate　was　treated　and　assayed　for　DNA

content　as　described　previously3｝．

Measurement〔ゾEGF
　　Recently，　we　confirmed　a　rat　EGF　radioim・

munoassaying　system　（Sakamoto　and　Usuki，

manuscript　in　preparation）．　Rat　EGF　was　purified

using　high　performance　liquid　chromatography

（HPLC）．　Purified　rat　EGF　was　immunized　into　the

female　rabbits（Japanese　white　2．O　kg）in　order　to

establish　rat　EGF　radioimmunoassaying　system．

Twentyμg　of　rat　EGF　was　dissolved　in　l　ml　of

saline　and　emulsified　with　l　ml　of　Freund’s　com－

plete　adjuvant　and　injected　subcutaneously　every

2weeks　interval，　Two　months　later，　good　antiser・

um　to　rat　EGF　could　be　obtained　and　titer　of　this

antiserum　was　30，000　times　dilution（final）．　Rat

EGF　was　radioiodinated　by　the　method　of　Miya－

chi　et　al．13）with　minor　modification．　Ovary　was

homogenized　by　a　Teflon　homogenizer　with　500

μlof　cold　phosphate　buffer　saline　〔PBS）and

centrifuged　at　105，000　x　g　for　30　minutes　and　the

supernatant　was　measured　for　ovarian　EGF　con－

tent．　One　hundredμl　of　sample　or　standard　rat

EGF　solution　dissolved　in　1％BSA，10　mM　PBS

（pH　7．4），100μl　of　1251－labeled　rat　EGF　diluted

with　1％BSA　and　PBS，　and　100μl　of　antiserum

diluted　with　1％normal　rabbit　serum　containing

50mM　EDTA　disodium　salt　were　incubated　at　4℃

for　24　hours，　then　200μl　of　second　antiserum／

antirabbit　IgG　goat　serum，　diluted　with　3．5％

polyethyleneglycol　EDTA　disodium　salt，　was

added　and　incubated　for　6　hours　at　37℃　and　spun．

The　precipitate　was　counted　by　gamma　counter．

Measurement　qズIGF－1

　　0varian　IGF－1／somatomedin　C　levels　were　as－

sayed　by　radioimmunoassaying　by　modification

of　the　method　of　Furlanetto　et　aL14）．　The　rabbit

antiserum　to　IGF－I　was　prepared　by　immunizing

rabbits　with　a　mixture　of　IGF－1，　synthesized　by

recombinant　DNA　technology　in　Fulisawa　Phar－

maceutical　Co．，　Ltd．，　Osaka，　Japan，　and　oval・

bumin　emulsified　in　complete　adjuvants．　The

supernatant　of　ovarian　homogenate　of　IGF・I　stan・

dard　was　preincubated　with　antiIGF－I　antiserum

for　3　days　at　4℃．［1251］　IGF－I　was　added　at　the

end　of　the　preincubation　and　incubated　at　4℃　for

16hours．　Bound　and　unbound　IGF－I　were　separat－

ed　by　a　double　antibody　method　and　measured　for

ovarian　IGF－I　content．

Determination（ゾrenin　activity

　　Renin　activity　was　assayed　using　the　partially

purified　hog　angiotensinogen、　Prorenin　was　deter－

mined　as　the　increment　in　activity　following　acti－

vation　with　trypsin．　Details　are　described．

elsewherel5）．　Angiotensin　I　generating　activity　of

renin　from　hog　angiotensinogen　was　determined

by　radioimmunoassaying　of　angiotensin　I　generat－

ed　after　incubation15〕．

Statistical　analysis

　　The　Student’sオーtest　or　Cochran・Cox　test　was

conducted　for　statistical　analysis　and　differences

were　considered　to　be　significant　at　the　level　of

p〈0．05．

Results

　　In　Fig．1，　top，　ovarian　DNAα・nucleotidyltrans－

ferase　activity　lsignificantly（p＜0，001）increased

12hours　following　LHRH　treatment　compared

with　that　in　saline・treated　hypophysectomized

rats（control　groups）．　DNA　content　significantly

（p＜0．01）increased　12　hours　after　LHRH　treat・

ment（Fig．1，　top）．　The　specific　activity　of　DNA

α・nucleotidyltransferase　activity　also　increased

significantly（p〈0．001）12　hours　following　treat－

ment　when　compared　with　that　in　出e　control

groups，　these　being　in　parallel　with　increase　in

DNA　α一nucleotidyltransferase　activity（Fig．1，

top）．　However，　DNAβ一nucleotidyltransferase　ac－

tivity，　EGF　or　IGF－I　content　and　renin　activity

did　not　change　by　LHRH　treatment（Fig．1，　bot－

tom）．　There　was　no　statistical　significance　in

DNA　nucleotidyltransferase　activity，　DNA，　EGF

or　IGF－I　content　and　renin　activity　between　un－

treated　and　saline－treated　hypophysectomized

rats（data　not　shown）．

　　Direct　effects　of　LHRH　or　DNA　nu－

cleotidyltransferases，　EGF，　IGF－I　and　renin　were

examined　but　none　were　significant．　Neither

activators　nor　inhibitors　of　DNA　nucleotidltrans－

feraseαcould　be　found　in　the　mixing　ovarian

extracts　used　in　this　experiment（data　not　shown）．
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Fig　1．　Effects　of　LHRH　on　DNA　nucleotidyltransfer－

ase　activity，　DNA　content，　specific　activity，　EGF　or

IGF－I　content　and　renin　activity　in　immature　hypo・

physectomized　rat　ovaries．　Hypophysectomized　rats

were　treated　subcutaneously　with　200μg／rat　of

LHRH　or　saline　alone（control）．　On　the　time，　as　in－

dicated　in　the　figure，　DNA　nucleotidyltransferase

activity，　DNA　content，　EGF，　IGF・I　and　renin　levels　in

the　ovaries　were　measured　as　described　in　Materials

and　Methods．

回，saline－treated　hypophysectomized　rat　ovaries；［α］，

DNA　α・nucleotidyltransferase　activity；［β］，　DNA

β一nucleotidyltransferase　activity；1劃，　DNA　content；

圏，specific　activity　of　DNAα一nucleotidyltransferase；

圏，specific　activity　of　DNAβ一nucleotidyltransferase；

1服，EGF　levels；吻，　IGF・11evels；目，　renin（prorenin）

actlvlty．

Each　value　is　the　mean±SD　for　6　animals．準p＜0．01，＊ホ

p〈0．001；NS，　not　significant　compared　with　saline－

treated　hypophysectomized　rats．

Discussion

　　GnRH　has　been　reported　to　participate　in　ovar－

ian　steroidogenesisl・16－18）and　protein　synthesis2），

indicating　that　GnRH　is　also　related　to　ovarian

cell　proliferation。　In　the　present　in　vivo　experi－

ment，　DNA　α・nucleotidyltransferase　activity，

which　decreased　following　hypophysectomy　when

compared　with　in　intact　rat　ovaries3），　was　found

to　be　enhanced　significantly　by　LHRH，　increasing

in　parallel　with　the　specific　activity　of　DNA

α一nucleotidyltransferase（DNAα一nucleotidyltrans－

ferase　activity　perμg　DNA）．　The　increase　in

DNA　α一nucleotidyltransferase　activity　and　its

specific　activity　precedes　that　in　DNA4・6・7）．　In

contrast，　DNAβ一nucleotidyltransferase　activity

showed　no　change　with　the　LHRH　treatment．

　　These　findings　indicate　that　the　degree　of　DNA

α一nucleotidyltransferase　activity　is　controlled　at

the　cellular　Ievel　in　the　ovaries　and　that　LHRH

induces　DNAα一nucleotidyltransferase　prior　to

DNA　synthesis　and　participates　in　ovarian　cellu－

lar　proliferation．　Many　growth　factors　recently

have　been　reported，　and　EGF19　25）or　IGF－126）is

supposed　to　be　mitogenic　for　ovarian　cells．

Furthermore，　Hammond　et　a1．27－29）indicated　that

granulosa　cell　proliferation　and　steroidogenesis

are　associated　with　growth　factor　modulation　of

polyamine　synthesis．　Usuki　and　coworkersio・30）

recently　found　from　the　human　and　rat　ovaries

that　the　renin－angiotensin　system　is　present　in　the

ovary　and　that　ovarian　renin　is　associated　with

perifollicular　neovascularization　in　the　process　of

follicular　development，

　　However，　ovarian　EGF，　IGF・I　and　renin（pror－

enin）levels　did　not　change　with　the　LHRH　treat・

ment　in　this　in　vivo　experiment，　indicating　that

LHRH　itself　has　no　direct　effect　on　EGF，　IGF－I

and　prorenin　synthesis　in　the　immature　rat

ovaries．　In　addition，　LHRH　alone　did　not　stimu－

1ate　E2　in　serum6），　indicating　LHRH　not　to

enhance　indirectly　DNAα一nucleotidyltransferase

activity　via　E2　production．

　　Since　the　induction　of　DNAα一nucleotidyltrans－

ferase　activity　is　considered　to　be　a　requisite　for

DNA　synthesis　in　the　immature　rat　ovaries3｝，　it

thus　appears　to　consider　that　LHRH　induces

DNAα一nucleotidyltransferase　activity　prior　to

DNA　synthesis　for　ovarian　cellular　proliferation

without　synthesis　of　EGF，　IGF・I　or　renin（Fig．2）．
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Fig，2。　Postulated　mechanisms　of　effect　of　LHRH　on

cell　proliferation　in　immature　rat　ovaries．　Solid

arrows，　stimulative；dotted　arrows，　not　stimulative．
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　　releasing　hormone（LHRH）の

　　　　卵巣におけるDNA合成，

growth　factorおよびrenin活性に
　　　　　　　　及ぼす影響について

筑波大学臨床医学系産科婦入科

臼杵　慧

　　LHRHの卵．巣機能に及ほす直接作用に関する研究は

数多くあるが，ce11　proliferationへの介在性について

は不明の点が多い．今回は，一ド垂体摘出（HPX）ラ

ットを用いて，LHRHのDNA合成，growth　factorお

よびrenin活性に及ぼす影響について加vivoでの検討

を加えたので報告する．

　　21日齢のWistar・Imamichi系雌ラットにHPXを

施こし，HPX後4日目に200μg／ラットのLHRH
（synthetic　LHRH；AY－24，　031－A－26）を皮下投与した，

LHRH投与後12時間目にエーテル麻酔下で断頭屠殺

し，卵巣を摘出し，卵巣組織中のDNA　nu・
cleotidyltransferase　（α，β）活性，　DNA，　epidermal

growth　factor（EGF），　insulin－like　growth　factor

（IGF・1；somatomedin　C）およびrenin（prorenin）活性

を測定した．

　DNAα一nucleotidyltransferase活性およびDNA
量は，LHRHの投与で夫々コントロール群にくらべ有

意な増加（p〈0．001，p〈O．Ol）を示した．一方，　DNA

β一nucleotidyltransferase活性，　EGF量，　IGF－1量およ

びprorenin活性は，　LHRHの投与で有意な変化を示さ

なかった．以上のin　vivoでの事実は，　LHRHはDNA

α・nucleotidyltransferase（DNA複製酵素）活性を増

加させてDNA合成を促進させ，卵巣のcell　prolifera－

tionに関与することを示唆している．

　　さらに，LHRHは卵巣においてDNA修復酵素であ

るDNAβ・nucleotidyltransferase活性，　EGFおよび

IGF－1のgrowth　factorおよび卵巣のangiogenesisを

促進させるrenin（prorenin）活性系には直接作用を有

しないことが明らかとなった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年9月24日）



日本不妊学会雑誌
第33巻第4号　1988

‘

「

CORRELATION　BETWEEN　THE
REACTION－TYPE　OF　LH－RH　TEST　AND

ULTRASONIC　APPEARANCE　OF　THE

OVARIES　IN　PATIENTS　WITH
：

POLYCYSTIC　OVARY　SYNDROME

Kazuo　YOSHINO，　Kentaro　TAKAHASHI，　Arata　NISHIGAKI，

　　　Takaaki　SHIRAI，　Yoshimi　ARAKI　and　Manabu　KITAO

　　　　　　　　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　　　　Shimane　Medical　University，　Izumo　693，　Japan

二

：

　Abstract：To　determine　whether　or　not　the　delayed　reaction－type，　that　is　the　peak　of　serum　LH

level　observed　on　and　after　90　minutes　in　the　LH－RH　test　correlates　with　the　ultrasonic　appear・

ance　of　the　ovaries　in　patients　with　polycystic　ovary　syndrome，　we　studied　28　patients　with

polycystic　ovary　syndrome．

The　results　are　as　follows：

1）The　delayed　reaction－type　accounted　for　100f　28（35．7％）with　polycystic　ovary　syndrome

　　　given　the　LH－RH　test．

2）　Classifying　the　delayed　reaction・type　by　the　obesity・index，　the　incidence　of　the　delayed

　　　reaction－type　was　60．0％in　the　obese　patients．

3＞Classifying　the　delayed　reaction－type　by　the　reaction－type　of　the　LH－RH　test，　the　incidence

　　　of　the　delayed　reaction－type　was　37．5％in　the　Middle　type　low・FSH　group　and　33．3％in　the

　　　Middle　type　high－FSH　group．

4）Classifying　the　delayed　reaction－type　by　the　ultrasonic　apPearance　of　the　ovaries，　the　incidence

　　　of　the　delayed　reaction－type　was　the　highest　in　the　mixed　type（66．7％）and　the　lowest　in　the

　　　peripheral　cystic　pattern（20．0％）

　These　results　might　indicate　that　the　delayed　reaction－type　of　the　LH－RH　test　is　related　to

obesity　and　variable　entities，　viewed　ultrasonically　in　ovaries　in　patients　with　polycystic　ovary

syndrome．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　SteriL，33（4），692－696，1988）
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Introduction

　Luteinizing　hormone（LH）and　follicle　stimulat－

ing　hormone（FSH）levels　were　found　to　have

peaks　at　30　and　60　minutes，　respectively　after

intravenous　administration　of　Iuteinizing

hormone－releasing　hormone（LH－RH）1）．　Takaha－

shi　et　al．2）reported　that　the　LH　level　dose　not

peak　rarely　on　and　after　90　minutes　and　its

reaction－type（the　delayed　reaction－type）was　ob－

served　in　35％of　infertile　women．

　　The　correlation　between　ovulatory　distur－

bances　and　obesity　has　been　reported3・4）　and

Takahashi　et　al．5）found　that　the　delayed

reaction－type　in　LH－RH　test　was　closely　linked　to

obesity，　in　cases　of　polycystic　ovary　syndrome
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（PCOS）．　In　1935，　Stein　and　Leventhal6）were　the

first　to　document　evidence　of　bilateral　polycystic

ovaries　with　clinical　symptoms　of　amenorrhea，

hirsutism　and　obesity．　Paradisi　et　aL7）emphasized

the　role　of　body　weight　in　the　development　of

polycystic　ovary（PCO）in　obese　fernales．　Mat・

sunaga　et　aL8）reported　that　ultrasonography　was

a　pertinent　diagnostic　tool　for　a　non－invasive

diagnosis　of　PCOS，　and　ovarian　structures　in

patients　with　in　PCOS　were　evident　in　the　form　of

peripheral　or　general　cystic　patterns．　Therefore，

we　investigated　the　correlation　between　the

reaction－type　of　LH－RH　test　and　ultrasonic

appearance　of　the　ovaries　in　patients　with　PCOS．

Materials　and　methods

　　Twenty－eight　patients，　age　22－35year（mean　27．1

year）were　the　subjects　studied．　These　women

were　given　100μg　LH－RH　i．　v．　on　day　10　after　the

in三tiation　menstruatiorl　or　at　any　time　in　the

amenorrheic　subjects．　Blood　samples　were　co1－

lected　before　and　at　15，30，60，90　and　120　minutes

after　LH－RH　administration　and　were　assayed　for

serum　LH　and　FSH，　using　radioimmunoassay

（RIA）．　The　Classification　of　the　reaction　type　in

the　LH－RH　test　in　our　clinic　includes　7　typesi｝．

The　delayed　reaction－type　was　the　type　observed

when　the　peak　of　LH　seen　on　and　after　90　min－

utes．

　　The　obesity－index　used　was　the　Japanese　varia・

tion　of　Broca’s　index9）；namely，　patients　who　were

20per　cent　or　over　the　ideal　body　weight，10　per

cent　or　more　over　the　ideal　body　weight，－10　per

cent　or　more　over　the　ideal　body　weight，－20　per

cent　or　more　over　the　ideal　body　weight　and－20

per　cent　under　the　ideal　body　weight　were　classi－

fied　as　obese，　obese・tendency，　standard　weight，

thin　persons　and　emaciation，　respectively．　The

patients　with　PCOS　were　grouped　into　five　types

according　to　the　obesity－index．　The　PCO　was

classlfied　by　ultrasonography8）into　three　groups：

general　cystic　pattern（GCP），　peripheral　cystic

pattern（PCP）and　mixed　type（MT）．

Results

　　The　delayed　reaction・type　accounted　for　100f

28patients（35．7％）with　PCOS　given　the　LH・RH

test．　Table　l　summarizes　the　profile　of　the　basaI

hormonal　levels　in　each　patient　with　PCOS．　LH／

FSH　ratios　were　above　normal（≧3．0）in　24／28

patients（85．7％）and　testosterone　levels　were

higher　than　normal　ranges　（＜1．0）in　22／28

patients（78．6％）．　With　regard　to　the　reaction－type

of　LH－RH　test　with　PCOS，　the　Middle　type－low

FSH　group　accounted　for　240f　28　patients（85．7％）

with　PCOS，　and　there　was　almost　no　variation　in

each　group　of　the　obesity・index（Table　2）．　Clas－

sifying　the　delayed　reaction－type　by　the　obesity・

index，　the　incidence　of　the　delayed　reaction－type

was　60．O　per　cent　in　the　obese　and　38．9　per　cent　in

those　with　a　standard　weight（Table　3）．　The　corre－

lation　between　the　reaction・type　and　the　delayed

reaction　type　of　the　LH－RH　test　in　patients　with

PCOS　is　shown　in　Table　4．　Classifying　the　delayed

reaction－type　by　the　reaction－type　of　the　LH・RH

test，　the　incidence　of　the　delayed　reaction－type

was　37．5　percent　in　the　Middle　type　low－FSH

group　and　33．3　per　cent　in　the　Middle　type　high－

FSH　group．

　　PCO　was　classified　by　the　findings　on　the

ultrasonography．　Table　5　shows　the　correlation　of

the　reaction－type　of　the　LH・RH　test　and　the

ultrasonic　apPerrance．　Classifying　according　to

the　reaction－type　of　LH・RH　test，　the　Middle　type

low・FSH　group　accounts　for　80．0％in　GCP，86．7％

in　PCP　and　IOO％in　MT．　The　correlation　between

the　　ultrasonic　　apPearance　and　　the　　delayed

reaction・type　is　shown　in　Table　6．　The　delayed

reaction．type　of　MT　was　the　highest（66．7％）in

three　groups，　seen　with　ultrasound　and　in　GCP　50、

0％　and　in　PCP　20．0％．　Thus，　the　delayed

reaction・type　is　variable　in　types　identified　by

ultrasound．

Discussion

　　In　the　present　study，　we　suggested　that　the

delayed　reaction－type　of　the　LH－RH　test　was

linked　to　obesity　and　the　ultrasonic　apPearance　of

the　ovaries　in　patients　with　PCOS．　We　reported　a

relationship　between　body　weight　and　ovulatory

disorders　in　infertile　Japanese3｝．　The　delayed

reaction－type　of　the　LH－RH　test　was　frequently

observed　in　patients　with　normal　menstrual　cycles

and　ovulatory　disturbances1）and　was　closely
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Table　L　Basal　hormonal　levels　in　patients　with　polycystic　ovary　syndrome

patlent

obesity

index

　　％

　　LII　FSH　LII／FSHEI／E2　PRL　T　ASD　DI－IEA
mIU／ml　mlU／ml　　　　　　　　　　ng／ml　ng／ml　ng／ml　ng／ml

GCP

　1

　2

3＊

4＊

5＊

6

7＊

8＊

9

10

一 8．6

十66．7

＋62．2

十28．2

十8．8

－ 15．3

－ 6．0

－ 3．3

－ 9．0

－　LO

54

43

31

28

42

32

59

37

42

55

13

12

11

　8

13

8

8

12

10

16

4．2

3．6

2．8

3．5

3．2

4．0

7．4

3．1

4．2

3。4

1．1

2．7

3．0

2．1

1．5

3．5

1．4

2．4

2．6

16

17

13

81

12

　7

14

10

16

16

1．6

1．9

1．4

22
1．0

1．0

0．9

1．1

1．6

1．5

5．4

4．2

3．0

3．1

3．0

14．0

7．5

5，2

4．5

8．8

3．0

11．0

PCP

11＊

12

13

14

15

16

17＊

18

19

20

21＊

22

23

24

25

一　8，0

－ 11．5

十15，2

十9．1

十9．1

＋24．3

＋3．8

十14．0

＋9．4

十　1．7

－ 8．6

十6．7

－ 5．7

－ 8．4

十9．0

42

67

45

26

47

32

29

47

46

43

27

37

42

29

57

13

　9

23

　7

　6

9

　7

14

9

14

6

10

10

9

6

3．2
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊：The　delayed　reaction・type　of　LH・RH　test

Table．2　1ncidence　of　obesity・index　and　the　reactio11－type　of　LH－RI．．I　test　in　patients　with　polycystic

　　　　　　　ovary　syndrome

　　　　　　　　　　　　　　　Obesity－index

The　reaction　type
～ ＋20％

十20～

＋10％

十10～

－ 10％

一 10～

－ 20％
一 20％一 Tota1

Normal　range 0 0 0 0 0 0

Normal　good　type 0 0 0 0 0 0

Middle　type　high－FSIIgroup 0 1 2 0 0 3

Middle　type　low・FSII　group 5 2 16 1 0 24

High　good　type 0 0 0 1 0 1

High　poor　type 0 0 0 0 0 0

Low　poor　type 0 0 0 0 0 0

Total 5 3 18 2 0 28
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Table．3　1ncidence　of　obesity・index　and　the　delayed

　　　　　　　　reaction－type　of　LH－RH　test　in　patients　with

　　　　　　　　polycystic　ovary　syndrome

Obesity－index Total
The　delayed

　　　■reactlon
％

～ ＋20％ 5 3 60．0

十20％～十10％ 3 0 0

十10％～－10％ 18 7 38．9

一 10％～－20％ 2 0 0

一 20％～ 0 0
一

Total 28 10 35．7

Table．5　The　reaction－type　of　LH－RH　test　and　ultra－

　　　　　　　　sonic　apPerance　in　patients　with　polycystic

　　　　　　　　ovary　syndrome．

The　reaction　type GCP PCP MT Total

Normal　range 0 0 0 0

Normal　good　type 0 0 0 0

Middle　type

high・FSH　group
2 1 0 3

Middle　type

low・FSH　group
8 13 3 24

High　good　type 0 1 0 1

High　poor　type 0 0 0 0

Low　poor　type 0 O 0 0

Tota1 10 15 3 28

related　to　obesity．　There　was　a　correlation

between　the　delayed　reaction－type　and　PCOS5）．　In

our　data，　the　incidence　of　the　delayed　reaction・

type　of　obese　patients　was　higher　than　that　of

standard　weight（Table　3）．　On　the　other　hand，

Newmark　et　al．1ωfound　in　as　group　of　obese

patients　an　augmented　stimulation　of　LH　release

to　LH・RH　administration　at　the　end　of　a　period　of

fasting，　with　respect　to　prefasting　conditions　arld

Kopelman　et　al．11｝showed　a　larger　though　not

significant，　response　of　LH－RH－stimulated　LH　in

thin　subjects，　as　compared　to　massively　obese

subjects．

　　Hann　et　al．12）studied　the　ultrasonic　aPPearance

of　28　patients　with　polycystic　ovarian　disease　and

Parisi　et　aL13）reported　ultrasonic　evidence　of

findings　in　26　patients　with　polycystic　ovarian

disease，　seven　of　which　were　confirmed　his・

tologically　either　by　surgery　or　by　laparoscopy．

Orsini　and　Bovicelli14｝．　observed　four　ultrasono－

graphic　ovarian　patterns　in　polycystic　ovarian

（695）13

Table．4　The　reaction・type　and　the　delayed　reaction・

　　　　　　　　type　of　LH－RH　test　in　patients　with　polycy－

　　　　　　　　stic　ovary　syndrome

Total
The　delayed
　　　　・

％
reactlon－type

Normal　range 0 0
『

Normal　good　type 0 0
一

Middle　type

high－FSH　group
3 1 33．3

Middle　type

bw－FSH　group
24 9 37．5

111gh　good　type 1 0 0

High　poor　type 0 0
一

Low　poor　type 0 0
一

Total 28 10 35．7

Table．6　Ultrasonic　appearance　and　the　delayed　reac・

　　　　　　　　tion－type　of　LH－RH　test　in　patients　with　poly．

　　　　　　　　cystic　ovary　syndrome。

Ultrasonic
Total

The　delayed
　　　　，

％

appea「ance reactlon・type

GCP 10 5 50．0

PCP 15 3 20．0

MT 3 2 66．7

Total 28 10 35．7

disease．　In　our　study，　the　ultrasonic　apPearance　of

the　ovaries　in　patients　with　PCOS　was　classified

into　three　types，　general　cystic　pattern，　peripheral

cystic　pattern　and　mixed　type8）．　The　incidence　of

the　delayed　reaction－type　of　LH－RH　test　was　the

highest　in　the　mixed　type（66．7％）and　the　lowest

in　peripheral　cystic　pattern（20．0％）（Table　6）．　All

these　data　are　consistent　with　the　hypothesis　that

the　delayed　reaction－type　of　the　LH－RH　test　is

linked　to　obesity．　The　ultrasonic　appearance　of

the　ovaries　in　patients　with　PCOS　may　well　repre－

sent　variable　distinguishable　entities　of　the　same

syndrome，　in　the　LH－RH　test．
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　　　　　LH・RH　testにおける

遅延型反応と多嚢胞性卵巣症候群患者の

　　　　超音波像との関係について

島根医科大学医学部産科婦人科学教室

吉野和男高橋健太郎西垣新

臼井孝昭荒木芳美北尾学

　LH・RH　testにおける遅延型反応が多嚢胞性卵巣症

候群患者の超音波像とどのように関係しているかを検

討する為に，我々は28名の多嚢胞性卵巣症候群患者を

対象として検討した．結果として1）多嚢胞性卵巣症

候群患者のLH－RH　testにおいて遅延型反応は28人rl1

10人（35．7％）に認められた．2）肥満度で分けてみ

ると，遅延型反応は肥満症患者で60％に認められた．

3）LH－RH　testの反応型で分けてみると，遅延型反応

は中間型低FSH群で37．5％，中間型高FSH群で
33．3％に認められた．4）卵巣の超音波像で分けてみ

ると，遅延型反応はmixed　typeで66．7％と最も高く，

peripheral　cystic　patternで20．0％と最も低い値であ

った．

　以上のことより，LH－RH　testにおける遅延型反応は，

多嚢胞性卵巣症候群患者における肥満度と卵巣の超音

波像の形態とに関係していることが示唆された．

　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年11月21［1）
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排卯障害に対する

プロモクリプチン（BRC）単独及び併用療法

LH－RH－Metoclopramide（LH－RH－MCP）

負荷テストによる治療法選択の試み一

　　　　　AStudy　of　Single　and　Combined　Therapy

of　Bromocriptine（BRC）for　Normoprolactinemic　Infertile

　　　　　　　Women　with　Ovulatory　Disorders

　　　　　　　　　　　LH－RH－metoclopramide

　　　　　　　　　（LH－RH－MCP）double　Ioading

　　　　　　　　　test　as　index　of　effectiveness
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　正PRL血性排卵障害を有する不妊症例に対し，　Bromocriptine（BRC）単独（B法）または併用療

法の有用性を検討した．対象は1986年12月までの2年間に治療を行なった遅延排卵症（D群）30例，

無排卯周期症・第1度無月経症（AN群）33例，及び機能性不妊症（F群）9例の計72例で，これら

の症例に対し，まずB法を開始し，無効または不妊娠例の場合には適宜，併用療法としてi）BRC＋

clomiphene（B－C）法，　ii）i）＋HMG（B－C－H）法を行なった．またLH－RH－MCPテストを11

例の対照群（18日以内正常排卵群：C群）を含む全症例に月経第2日目に施行した，BRC有効例と

は，D群では卵胞期日数が18日以内に短縮する事，　AN群では排卵周期となる事とした，　F群では，

9例中8例（88．9％）がB法により妊娠した．D群では，　B法は30例中18例（60．0％）に有効で，

そのうちB法で8例，B－C法で2例の計10例（10例／18例＝55．6％）が妊娠した．　AN群では33

例中8例（24．2％）にB法が有効で，そのうちB法で2例，B－C法では3例の計5例（5例／8例＝

62．5％）が妊娠した．LH－RH－MCPテストにおける血清PRLの各測定値はD群・AN群ともにB法

無効群で，有効群・F群・C群に比して有意に低値を示した（P〈0．05～Pく0．01）．D群においては

血清PRL反応率（頂値／基礎値）が20倍以上の症例にB法有効例が有意に多く（P〈0．05），また

AN群では，　LH基礎値が30mIU／ml以上の症例にB法無効例が有意に多く認められた（P＜0．05）．

以上をまとめると①B法は併用療法も含め，軽症排卵障害及びF群の治療法として有用である6②i）

LH基礎値30mIU／ml未満のD群で，血清PRL反応率が20倍以上の症例．　ii）AN群でLH基礎値
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30mIU／ml未満の症例では，　B法のみで有効であることが多いが，これ以外の場合には，　B法を短期

間行なった後に，B－C法を早期に開始する事が望ましい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，33（4），697－704，1988）

緒　　言

　BRC療法が高PRL血性排卵障害例のみでなく，

正PRL血性不妊症例に対しても有効との報告がな

されている1”z°）．従来，軽症排卵障害例においては，

clomiphene療法が多く用いられ，その臨床効果も広

く確認されている21）が，一方で，その妊娠例における

多胎率・流産率21・22〕の高さも問題視されている．そこ

で今回は，正PRL血性不妊症例に対しB法をfirst

choiceの治療法として開始し，プロトコールに従っ

て，clomipheneまたは，　HMGと併用し，各々の場

合についてその臨床効果を検討した．また，各症例

のhormonal　profileの検索及びB法による有効性の

指標を検索する目的で，治療に先立ってLH－RH－

MCP同時負荷テストを行ない，その結果得られた血

清PRL及びLH，　FSHの反応パターンと臨床成績と

をretrospectiveに対応させ，より効率的な治療法の

選択を検索するとともに，BRC療法の有効性の機

序についても考察を加えた．

対象及び方法

　本研究において取1）扱った例は，1985年1月から，

1986年12月までに徳1⊥1中央病院産婦人科不妊外来

を受診した正PRL（25ng／ml以下）の不妊婦人のう

ち19日以上の卵胞期日数を有する遅延排卵症23）（D

群）30例，及び無排卵周期症と第1度無月経症とを

併せた無排卵群（AN群）33例及び機能性不妊症群

（F群）9例の計72例であり，対照群（C群）とし

て卵胞期日数18日以内の正常の排卵周期を有する婦

人11例を検討対象とした．Fig．1には，治療スケジ

ュールを示す．各群とも治療に先立って，月経ある

いは消退出血開始後，第2日目にLH－RH－MCP同時

負荷テスト（LH－RH100μg筋注及びMCP10　mg静注）

を行ない，以下の如く，治療を行なった．すなわち，

F群ではBRC単独療法くB法：BRC5㎎／日）
を5周期まで連続して行なう．またD群およびAN

群ではB法を2周期連続して行ない，無効の場合に

さらに月経周期第5日目より連続して5日間clomi－

phene　（100　mg／日，以下CL）を併用し，これを

BRC＋CL（B－C）法として，2周期連続行なう．B－

C法が2周期無効または，効果不充分（例えば，排

卵前血清estradiol（E2）値が低値あるいは，黄体期

血清progesterone値が10ng／m1未満），あるいは妊

1）F群B法5周期まで

2）　D　　群

3）　AN群

B法2周期
u無効

B－C法
⊥⊥
　　2周期無効

　　排卵前期E2低値

　　非　妊　娠

B－C－H法
Fig．1　治療スケジュール

娠にいたらない場合には，月経周期第10日目より，

HMG150単位／日をさらに加え，BRC＋CL＋HMG
（B－C－H）法として治療をすすめた．なお，endo－

crinological　profileの検索及び排卵の確認のため，

治療と併行して月経周期第5日目より，可及的連日

採血を行ない，血清E，及びLH，　FSH，　PRLをRIA

にて測定すると同時に，超音波計測により，卵胞成

熟をmonitorした，また採血は，原則として午前10

時とし，採血に先立ち30分間の安静臥床を全員に行

なった．治療効果判定基準としては，D群では，妊

娠の有無にかかわらず卵胞期日数が18日以内に短縮

する事，またAN群では，排卵周期となる事とした．

　有意差検定には，Student－t及びκ2検定を用い，

P＜0．05以上を有意差ありとした．

結　　果

①Table．1に示す如く，PRL基礎値はすべての群間

において，有意差を認めなかった．MCPに対する

Table．1　BRC投与前のLH－RH－MCP負荷テスト結果
　　　　（M±SEM）

P　R　L L　H F　S　H
Grou N

墨礎値a　辰応睾b 基碍価c　反応皐b 基礎値c　反応享b

C群 11 116士13　296土64 122上10　B6士28 78土09　24士03

F群 9 114±12　335t41 盲2D争日　　39⊥06 101←06　18主01

じ群

　口　脅効18
・。

〈　口　無効12
128土D9　254竺19「
　　　　　　　klI
1，，．1、1，，，21j

145t1915°上051　　　　ド　　　　　　　　ト争

202．？ア」78．14」

86ごo巳　？4tO4

93tOB　26土04

AN群

　口　有効8
・・

〈　1黛効25
138±14　245上52

13？卜08　191土ど5
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PRL反応率に関しては，　D群においては，　B法有

効群では，B法無効群に比して有意に高値を示した

（P＜0．01＞．

　LH基礎値についてみると，　AN群でB法無効群

は，B法有効群に比して有意の高値を示した（P＜

0．01）．またFSH基礎値に関しては，すべての群間

で有意差を認めなかった．

　次に，LH－RHに対するLHの反応率をみてみると，

D群でB法無効群はB法有効群に比して，有意の高

値を示した（Pく0．05）．LH－RHに対するFSHの反

応率については全群問に有意差を認めなかった．

②BRC単独及び併用療法の臨床効果（Fig．2）．

　D群では，30例中18例（60．0％）にB法が有効

であり，B法無効例は12例（40．0％）であった．　B

　　　B法有効
、／
（30例

＼
　　　B法無効

　　　B、去有効

慨
　　　B、去薫効

F、葺伊D

300
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9
量

凄

梶100
目
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妊娠準
8〆9　（88996）

併用療，去　　有効后療
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　　　　B　c；ま　　　　　　ノt2｛833　　　　ヨノヨロ

・ 暫，。ll，＜　　　　（433％l
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Fig．2　臨床成績
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Fig．3　D群におけるLH－RH－MCP負荷テスト

法無効例に対し併用療法（B－C法及びB－C－H
法）を行なったところ，12例全例が有効例となった．

有効治療のうちわけはB－C法が10例，B－C－H法

が2例であった．この結果B法及び併用療法を含め

た検討では30例中13例（43．3％）が妊娠した．

　次にAN群についてみると，33例中B法有効例は，

8例（24．2％）で，残り25例（75．8％）は，無効

例であった．B法無効症例25例に併用療法を行なっ

たところ，全例有効例となった．有効治療は，B－

C法で25例中19例（76。0％），B－C－H法で25例

中6例（24．0％）であった．以上をまとめると，A

N群では，B法有効例は33例中8例（24．2％）で低

値であったが，併用療法を行なうとB法無効例25例

は全例有効例となり，B法及び併用療法を含めた妊

娠例は，33例中20例（60．6％）と良好な成績を得

た．またF群では，9例中8例（88．9％）が妊娠す

るというきわめて良好な成績を得ることが出きた．

③D群におけるLH－RH・MCP負荷テスト

　Fig．3にD群におけるLH－RH－McP負荷テスト

を施行した場合の血清PRL値の反応を示す．比較の

ために，C群の血清PRL値の変動パターンをsuper－

imposeした．　C群・B法有効群・無効群いずれの群

においても血清PRL値は，薬剤負荷後15分目また

は30分目に最高値をとり，以後，減少した．B法無

300

＿2oo
喜

量

薯

£

目

100

1・……

　　　1…－crlP・…聯・…

1・－P・1・・効・…25・
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Fig．4　AN群におけるLH－RH・MCP負荷テスト
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効群では，B法有効群に比して負荷前値を除くすべ

ての測定値で有意の低値を示した，また，B法有効

群とC群の血清PRL各測定値の間には有意差を認

めず，ほぼ同様の反応パターンを示した．

④AN群におけるLH－RH・MCP負荷テスト

　Fig．4に，　LH－RH－McP負荷テストを行なった場

合の血清PRLの反応パターンを示した．

　Fig．3と同様，　c群におけるLH－RH・MCP負荷テ

ストの場合の血清PRLの反応パターンを示し，　A

N群と比較検討した．AN群のB法無効群では，　C

群及びAN群のB法有効群の反応値と比較すると，

D群の場合と同様，負荷前値を除くすべての測定値

で，有意の低値を示した．

⑤D群及びAN群におけるLH基礎値とPRL反応
率の相関（Fig．5）

　LH基礎値及びPRL反応率との相関を検討した
ところ，D群ではY＝21．797－O．225X，γ＝O．2120，

AN群では，　Y＝27．588－0．052X，γ＝0．0404と，

両群とも両者に相関関係を認めなかった．

　そこで，LH基礎値及びPRL反応率に各々基準

値を設定し，B法有効群及び無効群の症例に，分布

上の差が認められるか否かを検討した．LH基礎値

については，PCOの診断基準1吸び森ら13）の報告に

準じ30mIU／ml以上又は未満に群別した．またPR

L反応率については今回，Table．1に示す如く，　A

N群でB法無効群のPRL反応率の平均が19．1であ

ったことより，これの近似値20を基準値とし，20以

上，または20未満の2群に分類した，D群では，　L

H基礎値には無関係にPRL反応率が20倍以上のa

reaにB法有効群が有意に多く分布することが認

められた（U2＝4．53，　P〈0．05）．またAN群では，

PRL反応率の高低には無関係にLH〈30mIU／ml
のareaにB法有効群が有意に多く分布することが示

された（X2＝5．24，　P＜0．05）．

⑥高LH（≧30mlU／ml）症例の検討（Fig．6）

　Fig．5で示した如く，　AN群ではPRL反応率に

は無関係にLH基礎値が30mIU／ml以上の症例で

は，B法無効例が有意に多い．そこで，　Fig．6には

LH基礎値が30mIU／ml以上の症例及び30mIU／mI

未満の症例に群別し，最終的に有効治療が何であっ

たかを示した．D群では，高LH症例は30例中4例

であり，このうち1例はB法が有効であったが，他

の3例はB法が無効で，最終的にはB－C法で1例，

B－C－H法で2例が有効となった．またAN群では，

33例中10例が高LH症例であり，そのうちB法有効

例は0例であり，最終的に有効治療はB－C法が7例，

B－C－H法が3例であった．即ち，D群・AN群と

も高LH症例に対してはB法の有効性は低いものと

思われる．

考　　察

　BRC療法が高PRL血性排卵障害を有する不妊
婦人の治療法として有用である事は周知の事実であ

り，日常診療に広く利用されている．一方，近年正

PRL血性不妊患者に対してもBRC療法は有効と
の報告が多くなされている1『2°｝．報告では，BRC療
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1）　D　群（30例）

BRC有効群18 〈
高LH　　1

正LH　17
有効治療

山下　他

　　　　　　　　　高・H・く黙ε1痴、、
・RC繍群12〈
　　　　　　　　　正・H・く講εL晶、。

lD AN群（33例1

BRC有媚・〈
高LH　　O

正LH　　8

　　　　　　　　　高LH
・RC無鰍25〈
　　　　　　　　　正LH

　　有効治療
1・く昌員ε‡εヒ．H輪、

15＜器ε‡εヒ．晶、、

Fig．6高LH（≧30mlU　ml）症例の検討

法は軽症排卵障害例に対する検討に関するものが多

く，またclomiphene無効症例に対するBRC療法の

有効性を検討し，clomiphene療法との比較検討に

pointをしぼった報告が多い2・7・1°・11，17・19）．今回我々は，

BRC療法をfirst　choiceとして開始し，　B　R　C単独

にて無効または妊娠に到らない症例の場合には，Fig．

1に示すプロトコールの如く，clomiphene（100㎎／日）

の併用（B－C法）．さらには，HMG併用（B－C－H

法）へと段階的に治療をすすめ，各々の場合の臨床

効果を検討した．以上の検討結果をふまえ，最終的

に何が有効な治療法であったかをretrospectiveに

個々の症例で検討し，よりspeedyに各症例に適した

有効治療を選択できるか否かを考察した．またその

指標をさぐるため，我々はBRC治療に先立って，

LH－RH－MCP負荷テストを行ない，その結果得られ

た血清PRL，　LH，　FsHの反応パターンにより，（Fig．

3，4，5），BRC単独療法の有効なもの，または併用療

法が有用であるものとが区別可能かどうかも検討し

た，従来，正PRL血性不妊症例に対するB法の効

果予知のための試みは，i）MCP・LH－RH負荷テス

ト9・24・25），ii）Domperidone－LH－RH負荷テスト19・26）

iii）TRH－LH－RH負荷テスト4・5・1°・11・13・14・17・18・2°）などが

知られている．

　杉並ら24｝は，正PRL血性無排卵症例の中に睡眠時

あるいはMCP負荷時に高PRL状態を呈する一群

の無排卵症例が含まれる事を明らかにし，これらの

症例は，MCP負荷テストにより識別できる事を示

した．またBRC療法はこれらの症例に対して有効

であり，作用機序としては，BRC療法が一過性の

高PRL状態を正常化する事により，排卵周期を回

復する事とした，即ちMCP負荷テストは正PRL

（701）19

血性排卵障害例に対するBRC療法有効性の予知に
有用と結論づけている．一方，Lin　et　al‘），高橋ら2°｝，

森ら15・18｝はTRHを負荷することにより覚醒時には正

PRL血症を呈する不妊症例の中に，夜間transient

hyperprolactinemiaとなる症例を選別でき，ひいて

はBRC有効例の選別が可能としている．またUeda

et　aL19）もDomperidoneを負荷し，血清PRLの分

泌予備能の高い症例でBRC療法が有効との報告を

行なっている．しかし，正PRL血性排卵障害に対

するBRC有効性の機序については，1）LH分泌
の律動性の回復による8・27），2）estrogenのpositive

feed　back能の改善作用28）等の報告もあり単にtran－

sient　hyperprolactinemiaの有無による一元的な説

明では解明できない．

　例えば，林ら14）はTRH（250μg）－LH－RH（100μg）

の同時負荷テストを行ない，PRL分泌予備能をP

RL反応率（△PRL　after　TRH／basal　PRL　ratio）

によって解析し，反応率が8D％以上のhyperrespon－

derと8．0以下のnormal　responderとに分類した結

果，BRC療法の有効性は前者では80．8％であった

が，後者でも43．8％にもみられたと報告した．彼ら

はこの結果から単にPRL分泌予備能の面からだけ

の解析ではその有効性のメカニズムが充分に解明で

きないとし，さらにgonadotropin，殊にFSHの分

泌予備の検討を併せて考えるべきと報告した．今回

の我々の研究では，前述の如きTRH，　Domperidone，

MCP負荷にて血清PRLが過剰反応を呈する症例に

BRC有効例が多いという報告とは異なり，むしろM

CPに対する血清PRLの反応率の低い症例にBR
C無効例が多いという結論を得た．この研究結果は，

今回我々がとり扱った症例にはいわゆるPCO症例

と思われる症例が多く含まれているためと考えられ

るが，これに関しては同様の報告がなされている．

例えばAlgarら29｝はPCO症例に対してはBRC療

法は有効性が低く，それらの症例ではMCP負荷に

対しても正常排卵周期を有する婦人に比して有意に

血清PRLの反応が抑制される事を示した．すなわ

ち，PCOでは高PRL血症又はtransient　hyper・

prolactinemiaを有する不妊婦人の病態とは異なり内

因性のdopamine活性が低下している事，およびPRL

分泌に対するdopaminergic　controlが損なわれてい

る事がその原因と考えられる29｝．またMattoxら1）は，

perphenazine　stimulation　testをPCOSの婦人に施

行したところ，contro1群に比してparallelだが有意

に低い血清PRLの反応を認めた事を報告した．今

回我々は，森ら13）の報告に準じPCO様症例をも含め，

一括してLH基礎値30mlU／ml以上を示す正FS
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H，正PRL血性の不妊婦人を高LH症例として検

討した（Fig，6）．その結果，高LH症例はD群には

30例中4例（13．3％〉に認められ，そのうち1例は

B法に有効であったが残り3例はB－C法1例，B－

C－H法で2例が有効例となった．また，AN群にお

いては，33例中10例（30．3％）が高LH症例であ

り，これらに対してはB法は全例無効であった，最

終的には，10例のBRC無効例のうちB－C法で7

例，B－C－H法で3例が有効と認められた．まとめ

るとD群及びAN群の高LH症例は14例あり，この

うち1例のみにB法が有効であった．他の13例の高

LH症例に対しては，B－C法あるいはB－C－H法
などの併用療法が有効と結論づけられる．しかしな

がら，一方で高LH症例に対しBRC単独療法が有
効とする報告6・13）もあり，一定の見解は得られていな

い．次に，LH－RHに対する血清LHあるいはFSH
の反応性により，効果予知が可能か否かを検討した．

Table．1に示す如くD群のBRC有効群では，血清

LHに関してはBRC無効群との間で有意差を認め

ていないが，血清LHの増加率はBRC無効群のそ
れに比して有意に低値を示した（P＜0．05）．一方A

N群においては血清LH基礎値はBRC無効群で，
有効群のそれに比して有意の高値を示した（P＜0．Ol）

が，血清LHの反応率に関しては両群間に有意の差

を認めなかった．またLH－RHに対する血清FSHの

反応性に関しては，我々は各群間に有意差を認めな

かったが，前述の如く林ら14）はBRC療法の効果予知

に関して，その有用性を報告している．即ち，PR

L分泌予備能の多少にかかわらず，LH－RH負荷に対

するFSH分泌予備能が対照群に比して低値である場

合には，BRC療法に対して無反応の場合が多く，

そのためBRC療法が奏効するためには，ある程度

以上のFSH分泌予備能が必要と主張した．以上の

如く，正PRL血性不妊症に対するBRC療法の作

用機序を考える場合，PRL分泌予備能の面からだ

けでなく，　gonadotropin分泌の面からも併せ考える

ことが必要と思われる．そこで我々はFig．　5におい

て，BRC有効群と無効群との問で有意差のみられ

た血清LH基礎値と血清PRL反応率との相関を検

索したが，D群及びAN群とも両者間に相関関係を

認める事が出来なかった．そこで我々は，LH基礎

値とPRL反応率は互いに影響を与えない別個のfac－

torと考え，BRC療法の有用性の予知法を検索する

目的で，　LH30mlU／ml及びPRL反応率20を基準と

して，各々，基準値以上または未満と2群に分類し，

BRC有効群及び無効群の分布状況を分析した．そ

の結果，D群では高LH症例が少ないことも関与し

正プロラクチン血性不E症婦人

　　LH・RH　－MCPテスト

①しH基礎値く30mlUlml　　①LH基礎値≧30mlVlml
and　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　endlor

②normet　PRL　respOnSe　　　②low　PRしrespOnse

　　　　　　　（PRL反応＄≧20倍）　　（PRL反応率く20倍

B　法 B－C法・B－C－H法

Fig．7　治療方針（機能性不妊症・軽度排卵障害症例）

ているが，LH基礎値とは無関係にPRL反応率が

20以上の場合に有意にB法有効例が多く（P＜

0．05），またAN群では，　PRLの反応率には無関係

にLH基礎値が30mIU／ml以下の症例でB法有効例

が有意に多く認められた（P〈0．05）．即ちD群では，

PRL反応率がdominant　factorであり，BRC療法

の有効性にはPRLの分泌予備の充進が大きく関与

しているものと思われた．一方，AN群ではLH基

礎f直がdominant　factorであると考えられた．以上

の検討結果をふまえて，当科ではFig．7の如く治療

をすすめている，即ち，i1三PRL血性不妊患者に対

して第1周期目は無治療にて患者のhormonal　pro・

fileをチェックし，排卵の有無の確認の後，月経周期

第2日目または無排卵の場合には，消退出血開始第

2日目にLH－RH－MCP負荷テストを行ない，血清P

RLの反応パターン及び負荷前LH基礎値により，

次の場合にはB法を行なう．

①LH基礎値30mIU／m1未満のD群で，血清PRL

反応率20以上の場合，②AN群でLH基礎値
30mIU／ml未満のもの．これ以外の症例にはB法を

短期間行なった後に，B－C法を早期に開始する事

が望ましい．BRCのprimingの必要性に関しては，

田村ら28｝が報告しているようにBRCにはE2に対す

るLHのpositive　feed　back能の修復及び改善作用

があり，その結果clomipheneの作用が増強すると考

えられるため，②の条件でB－C法がより有効と考

えられる症例に対しても，それに先立ち，BRCの

primingを行なうことが必要と思われるからである．

以上，我々はF群及びD群・AN群など軽症排卵障

害例に対する有用性を報告したが，久保田ら1°〕の報告

の女llく，第II度無月経症例などに対してもB－C法あ

るいはB－C－H法などの有用性を検討し，適用を拡

げたいと考』えている．

　なお，本論文の要旨は第32回日本不妊学会（金沢）

にて発表した．
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with　ovulatory　disorders　was　investigated．　The

日不妊会誌　33巻4号

usefullness　of　LH・RH－MCP　test　to　evaluate　the

effectiveness　of　BRC　therapy　was　also　studied．

Seventy　two　infertile　women（delayed　ovulation　30

cases；Dgroup，　anovulatory　cycle　and　lst　grade　a

menorrhea　33　cases；AN　group，　functional　sterility

9cases；Fgroup）treated　in　our　clinic　since　January

1985until　December　l986　were　participated　in　this

study．　These　patients　were　first　treated　by　the　B

method　and　in　ineffective　or　sterile　cases，　the　com－

bined　methods　were　used　as　applicable：i）BRC十

clomiphine（B－C　method）and　ii）the　B－C　method＋

HMG（B・C－H　method）．　The　LH・RH・MCP　test　was

performed　on　the　2nd　day　of　menstruation　on　the

patients　and　a　control　group　of　ll　cases（normal

ovulation　within　18　days；Cgroup）．　The　effective

cases　of　B　method　were　those　in　the　D　group　in

which　the　number　of　days　of　ovulation　was　shor・

tened　to　within　18　days，　and　those　in　the　AN　group

which　showed　an　ovulation　cycle．　In　the　F　group，

eight　of　the　nine　cases（88．9％）became　pregnant　by

the　B　method．　In　the　D　group，　BRC　was　effective　in

l80ut　of　30　cases（60．0％）and　a　total　of　ten　of　these

cases（10／18；55．6％）became　pregnant，　eight　with

the　B　method　and　two　with　the　B－C　method．　In　the

AN　group，　B　method　was　effective　ill　eight　out　of

33cases（24．2％）alld　of　these，　a　total　of　five（5／8；62．

5％）became　pregnant，　two　with　the　B　method　and

three　with　the　B・C　method．　The　measured　values　of

serum　PRL　in　the　LH－RH－MCP　test　were　signifi－

cantly　lower（p〈0．05－p＜0。01）in　the　irleffective

cases　of　B　method　in　the　D　and　AN　groups　than　in

the　effective　cases　in　these　two　groups　and　the　F

and　C　groups．　In　the　D　group，　cases　with　an　increase

rate　of　serum　PRL（peak　value／baseline　value）of　at

least　20－fold　were　significantly　more　common

among　the　effective　cases　of　B　method（p〈0．05）」n

the　AN　group，　there　were　significantly　more　cases

with　LH　baseline　values　of　at　least　30　mlU／mI

among　the　ineffective　cases　of　B　method〔p〈0．05）．

　　In　summary，（1）the　B　method，　including　com・

bined　method，　is　useful　in　the　treatment　of　cases

with　mild　ovulation　disorders　and　cases　of　sterility，

and（2）the　B　method　only　is　often　useful　in　i）cases

with　a　serum　PRL　response　rate　of　at　least　20・fold

irl　the　D　group　with　LH　baseline　values　of　under　30

mIU／ml　and　ii）cases　in　the　AN　group　with　LH

baseline　values　of　under　30　mIU／ml，　but　in　other

cases，　it　is　recommended　to　start　using　the　B・C

method　soon　after　applying　the　B　method　for　a

short　period．

　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和63年4月24日特掲）
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　GIFT，　AIHの目的で，　Clomiphene－hMGによる刺激を行った不妊症患者32名52周期を対象として，

黄体期中期内分泌動態の検討を行い以下の結果を得た．受精現象の推定には，着床前の血小板減少を

指標とした．

　1）hCG切り換え時E，値は，黄体期中期E2値と強い相関（r＝O．SO）を示し，一方黄体期中期P

値との相関（r＝0．46）は弱かった．2）hCG切り換え時，最大径18　mm以上の卵胞は黄体期に活発に

Pを分泌するが，それ以外の卵胞はE2の産生に比較してPの産生が低いことが，重回帰分析により推

定された．また，発育卵胞（hCG投与時最大径14　mm以上）が6個以上になると，黄体期中期P／E，比

は低下傾向を示した．3）妊娠成立周期と着床障害が考えられた周期について黄体期中期のホルモン

値を比較すると，P，　E，，　PRL値に関しては差を認めなかったが，P／E2比は，妊娠成立周期が有意

に（18．8±9．lvs42．9±21．6，　P＜0．05）高値を示した，

　以上より，発育卵胞が6個以上になるような卵巣の過剰刺激は黄体期中期P／E2比の低下を招きやす

く，それはhCG投与時に存在する17mm以下の卵胞が黄体期に十分なPを産生しないことに起因して

いる．これらの過程は着床に阻害的に働くことが推定される．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，33（4），705－712，1988）

緒　　言

　近年GIFT（gamate　intrafallopian　transfer）や

IVF（in　vitro　fertilization）の治療では，複数の成熟

卯を得るためclomiphene　citrate（以下CC）や

human　menopausal　gonadotropin（以下hMG＞等

の排卵誘発剤を使用した刺激周期を使用するのが一

般的である．しかし，そのようにして複数の配偶子

または受精卵を移植しても着床に至らない場合が多

く，着床率をいかに向上させるかが今後の重要な問

題となっている．不妊症治療において黄体機能不全

は，着床成立の阻害因子として重視されており，自

然周期の黄体機能不全の原因は，卵胞期初期のFS

H分泌障害，排卵期のLH　surgeや黄体期のtonicな

LHの分泌障害，高prolactin（PRL）血症等が原因と

して考えられている1）．また，不十分な卵胞発育が黄
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体機能不全を招くことが報告されており，黄体機能

を考える場合その周期の卵胞発育までさかのぼって

考える必要性が指摘されている2）．しかし我々が使用

している刺激周期では，複数の卵胞発育が惹起され

ることや最終的な卵胞成熟は外因性hCGに依存する

こと等，自然周期の場合と事情はかなり異なってい

る．今回我々はCC－hMG刺激周期を利用した場合の

黄体期内分泌環境を検討すると共に，それが卵胞期

における卵胞発育にどのように関連づけられるかを

分析した．また0’Neill（1985）3）により報告された

受精の指標となると考えられる軽度の血小板減少

（early　pregnancy－associated　thrornbocytopenia，

EPAT）を利用して，着床過程に対する内分泌動態

の影響を推定したので報告する．

研究方法

　GIFT，　AIHの目的で，　CC－hMGによる刺激を行っ

た，26日から36日の正常自然周期を有する難治性不

妊症患9－　32例（乏精子症および精子無力症17例，

付属器周囲癒着3例，子宮内膜症7例，原因不明不

妊症5例）52周期を対象とした．周期の長短により

月経周期の4ないし5日目よりCC　100　mgを5日間内

服させ，月経周期の8ないし9日目よりhMG（Per・

gonal，　Serono）1501UをhCG切り換えまで連日筋注

した．超音波断層法（SSD・280，Aloca）および尿中

Estrogen測定（ハイモニターE，帝国臓器）により

卵胞発育をモニタリングし，主席卵胞の最大径が20

mmに達した段階でhCGに切り換えた．hCG切り換え

の34から36時間後に，17例35周期についてはPer・

co1法により洗浄選別された優良精子を数時間前培養

した上で，AIHを行い，17例19周期については

GIFT法による治療を行った．　hCG切り換え日より黄

体期中期まで肘静脈より隔日に採血して，後日

radioimmunoassayによりestradiol（E2），
progesterone（P），　PRL値を測定した．hCG切り換え

日から6ないし7日後のホルモン値を，特に着床環

境を形成する黄体期中期のホルモン値として注目し，

検討をおこなった．血中E，，PRLの測定には1211・RIA

キット（ミドリ十字），血中Pの測定には1211－RIT

キット「第一」（第一ラジオアイソトープ）を用いた．

GIFT施行患者については，連日血小板数の変動を測

定し，EPATの有無を検討した．採血は肘静脈より

できるだけ速やかに真空採血管に採血し，直ちに全

自動血球計数装置ECT－8（ORTHO社）により測定
した．

研究結果

　hCG切り換え時からのE2，　P，　PRL値の継日的

変動を，図1に示す．E2値はhCG切り換え時に
2430±1620pg／m1（mean±SD）まで上昇してから一

旦下降し，黄体期中期に1957±1778pg／mlまで再ヒ

昇した．P値は，黄体期中期に41．0±28．2ng／m1ま

で上昇しており，通常自然周期の黄体期中期で低値

とされる10ng／ml以下を示す症例は存在しなかった．

PRL値には，経過中有意な変動は認められなかっ

た．黄体期中期に25ng／m1以上の高PRL血症を呈し

た症例は，21．2％（範囲25．3～83．2ng／m1）存在した．

　hCG切り換え時のE2値と黄体期中期E，，　P値と

の関係を，図2に示す．hCG切り換え時のE2値は黄

体期中期E2値との間に強い相関（r＝0．88）を認め

たが，黄体期中期P値との相関（r＝O．35）は弱か

った．

　hCG切り換え時に超音波断層法により観察された

発育卵胞（hCG切り換え時の最大卵胞径14　mm以上）

の個数と，hCG切り換え時のE2値，黄体期中期のE2，

P値との関係を，図3に示す．hCG切り換え時およ

び黄体期中期のE2値は，発育卵胞の個数が上昇する

につれて漸増した，一方黄体期中期のP値は，発育

卵胞の個数が6個以上では明確な上昇が認められず，

それに伴って黄体期中期のP／E、値も低ド傾向に示し

た．黄体期中期PRL値は発育卵胞8個以上で有意

な（P〈O．05）上昇を示した．
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図1　Changes　in　estradiol，　progesterone，　and　prolactin

　　levels　after　hCG　injection．
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8000

　hCG切り換え時に観察された卵胞の最大径にした

がって卵胞を5群に分類し，それぞれの群の卵胞か

らどれだけの性ステロイドが分泌されているのかを

推定した．各周期のhCG切り換え時のE2値がその周

期の各群の卵胞の個数と各群の卵胞一個から分泌さ

れるE2値の積の線形一次結合で表現されると過程し，

下記のような式を想定した．

　α0十α1β1十………＝γA・B・C

　　　αD：性ステロイドの基礎量（constant）

　　　α1　一一　ev　5：各群の卯胞一個から分泌されるステ

　　　ロイド量

　　　β1～β5：各群の卵胞個数（独立変数）

　　　γA・B・c：hCG切り換え時のE2値または黄体期

　　　中期のE2，　P値（従属変数）

　この式より重回帰分析を用いてαにあたる係数

（coefficient）を求め，各群の卵胞より分泌されるE2

値を推定した．この分析を，同様な方法で黄体期中

期のE，，P値についても行った．計算は当大学の中

央コンピューターでSTAT－PACの重回帰プログラ

ムを用いて行った．その結果を，表1に示す．

　GIFTの患者のGIFT施行日より以後3－4日聞
の血小板数の変動を，GIFT施行当日の血小板数を

100％として，図4に示した．GIFT施行後1日目は

血小板数はほとんどの例で程度の差は認めるものの

低下傾向を示した．その後2から3日目にかけて低

下傾向が持続する症例と，前値ないしはそれ以上に
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表1　Regression　coefficient　of　steroid　secretion　per　follicle　size　at　various　stages．

preovulatory　E2 mid　luteal　E2 mid　luteal　P

constant 一 401．8±160．4＊
一 493。9±318．1 2．80±4．59

10－13mma 68．2±81．7＊ 109．7±162．0 1．20±2．34

14－15mma 337．9±76．0＊＊ 827．0±150，8＊＊
一 2．40±2．18

16－17mma 639．6±66．4＊＊ 397．9±131．8＊＊
一 3．12±1．90

18－19mma 431．3±88．2＊＊ 264，3±174．9 10．07±2．52＊＊

20≦mma 654．9±98．9＊＊ 419．2±196，3＊ 20．64±2．83＊＊

Coefficient±SE．

＊p＜0．05　＊＊p〈0．Ol

aMaximum　follicular　diameter．
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図4　Relative　change　in　the　platelet　coullt　of　patients　performed　GIFT

もどる症例が存在した．実際の妊娠例は後者に認め

られ，その経過を参考にGIFT施行後3日間の血小

板数の平均値が基準値より10％以上の減少を示した

9周期を，EPATが認められた（受精が成立した）

として判定した．GIFTおよびAIHで妊娠が成立し

た周期6周期と，EPATが認められたにもかかわら

ず妊娠が成立しなかった着床障害が考えられたGIFT

周期7周期に関して，黄体期中期のホルモン値を比

較検討した結果を図5に示す．妊娠成立周期と着床

障害の考えられる周期の比較で，E2（1311±880pg／

ml　vs　2115±460pg／m1），　P（42．6±21．6ng／ml　vs　38．

0±18．8ng／m1），　PRL（16．0±13．6ng／ml　vs　22．2±IL

7ng／ml）はそれぞれ有意差を認めなかったが，　P／E，

比（429±21．6vs　188±9．1，　mean±SD）は有意差

（P＜O．05＞を認めた．

考　　察

　IVFが開始された当初は，卵子と共に頼粒膜が

吸引されることで黄体機能が障害される可能性が検

討されており，意見の相違が認められていた4・5・6）．し

かし，最近の主流であるCC・hMGを使用した刺激周

期においては，今回（図1）の検討でも諸家の報告7・8）

でも明らかなように，卵胞期後期のみならび黄体期

においても非常に高い性ステロイド値を示すのが一
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般的である．したがって，自然周期にみられるよう

なP産生が不足するような黄体機能不全は，ほとん

ど認められない．

　このステロイド産生が，卵胞期における卵胞発育

を反映していることは明らかである．すなわち，図

3に示されるように，発育卵胞が多くなればそれだ

け黄体化しうる英膜，穎粒膜の細胞数も自然周期と

比較して多くなり，ステロイド産生もそれに平行し

て上昇することになる．そこでもし，発育した英膜，

穎粒膜が全て刺激により黄体化しているとするなら，

排卵期のE2値と黄体期のP値とは相関することが予

想される．しかし，検討された結果は図2に示され

るように，hCG切り換え時のE，値と黄体期中期のE，

値には強い相関が認められるものの，黄体期中期の

P値との相関は弱いものであるという，E2とPが解

離した結果を示した．この原因の一つは，発育卵胞

が6個以上となるとE2の産生増加に見合うだけのP

の増加が認められず，その結果P／E、比が低下するこ

とに起因すると思われる．また，重回帰分析の結果

からは，黄体期中期のPに関しては最大径18　mm以上

の卵胞のcoefficientが高値を示している．このこと

は，hCG切り換え時に最大径18　mm以上の卵胞から主

に産生されていることを推定させる結果である．し

たがってhCG切り換え時に最大径18　mmに満たない

小さな卵胞は，黄体期にはE2を産生するもののそれ

に見合うだけのPの産生が無く，それがP／E2比が低

下する原因となると推定される．

　Plachotら9｝はCC－hMGによる刺激でhCG投与時

に18　mm以下の卵胞を穿刺しても閉鎖率が高く，採取

された卵子のquolityが悪いことを報告している。18

mmの基準は，それに満たない卵胞でP産生が低下す

るという我々の検討と一致している．Botero・Ruizら18）

は，CC－hMG刺激周期で未熟卵が採取された卵胞液

中のP濃度が，成熟卵が採取された卵胞液中のP濃

度より有意に低いことを報告しており，当科におけ

る追試11）も同様の結果である．また，Channingら12）

は，未熟な卵胞液中に黄体化抑制因子luteinizing

inhibitorが存在しておりそれが卵胞の黄体化をコン

トロールしている可能性を示している．卵胞の黄体

化に関する卵胞側の要因としては穎粒膜細胞のLH

receptorの獲得と卵胞内のnonsteroidal　inhibitor

の役割りが重要と考えられる．また，gonadotropin

surgeの開始する12時間前よりPの上昇が開始され

ることが報告されており13），生体において卵胞のP産

生が卵胞成熟のparameterとして働いていることが

推定される．外因性にhCGを投与する場合，未成熟

な卵胞は卯子の成熟が不十分となることに加えて，

刺激を受けても十分にPを産生する能力を有してお

らず，これが後の黄体機能に影響を与える可能性を

考慮していく必要がある．

　0’Neilll4）は，マウスおいて着床前のembryoより

血小板活性化因子が放出されることにより母体に一

過性の血小板減少が惹起されることを報告した．当

科においても151，着床前のマウスembryoより放出さ

れた血小板活性化因子を，TLCおよびHPLCにより

抽出し，その活性を確認している．0’Neill16）はさら

に，ヒトでもviabilityを有するembryoを移植する

ことにより，約20％の血小板減少が認められると報

告している．今回はそれに基づいてGIFT施行周期

において連日血小板数を算定して，受精の指標とし

て使用した．しかし，実際に血小板数の変動を検討

してみると，採血から測定までの時間の長さ，術後

輸液や測定条件によるhematocritの変動等，種々の

因子による測定誤差がかなり大きく存在すると推定

され，血小板数の正しい評価の困難性からEPATの
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判定は容易でないと考えられた．今回は，実際の妊

娠例を根拠にGIFT施行後2－3日間の血小板数の

平均値がGIFT施行日までの数日間の血小板数の平

均値より10％以上の減少を示したものを，EPATと

して判定し，不明瞭なものは全て陰性例とした．し

かし，妊娠例も含めて殆どの症例での血小板減少は

10％強に過ぎず，0’Neillが報告するような約20％

強の血小板減少は認められず，この原因がどこにあ

るのかは解明できなかった。妊娠が成立した周期と，

EPATが認められたにもかかわらず妊娠が成立しな

かった周期の黄体期中期のホルモン値を比較検討し

た結果は，E2，　P，　PRLの絶対値の比較では有意

差を認めなかったが，P／E2比で比較した場合有意差

を認めた（図5）．このことは，着床成立過程に最も

影響を及ほす内分泌学的factorはP／E2比であるとい

う0’Neilll4｝およびGidley－Bairdi6）の報告を裏づけ

る結果である．着床期の過剰なestrogenが着床を阻

害することは従来より報告17）されており，その説明と

して過剰なestrogenが子宮内膜へ直接作用する可能

性に加え，estrogenが中枢に作用してgonadotropin

の分泌を抑制しその結果黄体からのPの産生が減少

するといった間接効果が考えられている．しかし，

彼らの報告は，単にestrogenが高いということより

もむしろP／E2比が重要な因子となるということであ

り，興味深い．Gidley・Bairdらは16），　estrogenを負荷

して着床数を減少させたmouseにpregesteroneを負

荷するとまた着床数が正常化するという動物実験で，

その事実を裏づけている．これは，過剰刺激周期に

おけるprogesterone補充療法18）の有効性を，理論的

に指示する根拠となると考えられる．

　卵巣の過剰刺激が血中のPRL値を上昇させるこ

とは，従来よりhMG－hCG療法においてHealyら2°）

やFormanら21）より報告されている．また，　Marti－

kainenら22）は，CGhMGによる卵巣過剰刺激状態下

ではdopamine　antagonistであるmetoclopramide

に対するPRLの反応が充進していることを報告して

いる．今回の我々の検討では着床期において約23％

の症例に25－50ng／mlの軽度の高PRL血症を認め

た．過剰なestrogenが，　P　R　L産生を刺激すること

は，視床下部レベルでまた下垂体レベルでそれぞれ

指摘されている23）．我々の検討では，発育細胞が10

個以上では高頻度に高PRL血症がみとめられ，黄

体期中期のE、はPRL値と相関（r＝0．62）が比較

的強かった．しかし，特にE，がそれほど高くならな

くともPRLの上昇する例が少数例であるが存在す

ることから，E，だけがPRLh昇の原因であるとは

考えにくい．PRL値が上昇した周期での妊娠例は

日不妊会誌　33巻4号

1例のみであったが，高PRL血症が着床率の低下

を招くかどうかは明らかでなかった．そもそもPR

L値の上昇する周期ではE2値の高い例が多く，内分

泌動態も多方面で異常なバランス状態を示している

と考えられる．しかし，Kauppiliaら2‘）は過剰なPRL

がluteolyticに黄体に作用し，　Pの分泌を阻害する可

能性を指摘しており，PRL単独の影響も症例によ

っては無視できないものかもしれない．

　以上，当科のCC・hMG刺激周期の着床期内分泌動

態についての検討結果を報告した．着床を制御する

メカニズムの解明と共に，内分泌環境のより厳密な

モニタリングが，今後妊娠率を向上させていく上で

の重要な因子となると考えられる．今回の検討では，

黄体期中期のP／E2比を2．0×101以上に導くのが妊娠

の成立に重要と考えられ，その為には発育卵胞数を

多くとも5個以内に抑えること，hCG切り換え時に

最大卵胞径17mm以下の小さな卵胞を作らないことが

必要と考えられる．結局のところ黄体期の内分泌環

境は，　CC－hMGにより惹起される卵胞発育形態とhCG

投与のタイミングに依存するように思われる．黄体期

のP／E2比の改善に単に外因性にprogesteroneを投

与することが，本当に問題の解決になるのかについ

ては，さらに今後の症例の集積が必要と考えられる．

（本論文の要旨は第37回日本産婦人科学会総会にて

報告した．）
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　　The　relationship　between　follicular　development

and　mid・1uteal　hormone　levels　was　studied　in　52

cycles　of　32　patients　superovlated　with　clomiphene

citrate　and　human　menopausal　gonadotropin　GIFT

or　AIH．　Human　chorionic　gonadotropin〔hCG）was

administered　when　maximum　diameter　of　leading
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follicle　reached≧20　mm。　Early　pregnancy－associated

thrombocytopenia（EPAT）was　used　as　an　indicator

of　fertilization．

　　Preovulatory　estradiol（E2）was　strongly　correlat・

ed　to　mid－luteal　E2（r＝0．80），　but　slightly　correlated

to　mid－luteal　progesterone（P）（r＝0．46）．

　　Multiple　regression　analysis　was　carried　out　to

evaluate　steroids　secretion　per　follicles　at　various

stages，　It　was　suggested　that　mid・luteal　P　was

mainly　produced　by　follicles≧18　m皿at　hCG　injec・

tion，　If　the　number　of　follicles≧14　mm　was　more

than　5，　P／E2　ratio　was　decreased　below　20．O

　　Mid・luteal　P／E2　ratio　was　significantly（p〈0．05）

日不妊会誌　33巻4号

higher　in　pregnant　cycles　（n＝6，42．9±21．6）　than

nonpregnant　cycles　with　EPAT（n＝5，18．8±9．1，

mean±S．D）．　However，　mid－luteal　E2，　P，　or　PRL　was

not　significantly　different　in　both　groups．

　　The　results　suggest　that　P／E2　ratio　in　mid－luteal

phase　is　often　decreased　when　number　of　follicles≧

14mm　at　hCG　injection　is　more　than　5　and　this　is

induced　by　the　presence　of　fo11icles≧17　mm　which　do

not　significantly　produce　P　in　mid－luteal　phase．

These　process　may　effect　adversely　to　implanta－

tion．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和63年1月13日）
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クロミフェンとエストリール併用療法の再評価

Re－evaluation　of　the　Efficacy　of　Combination

　　Therapy　with　Clomiphene　and　Estriol

　　　　　　in　Patients　with　Infertility
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　　三　宅　　　侃
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　高い排卵率を有するクロミッド療法の欠点である低妊娠率を補うために，クロミッドにエストリー

ルを併用する療法が行なわれてきた．この療法の有効性を再確認するため243症例，1376周期を分析

し以下の成績を得た．

1．クロミッドーエストリール併用療法の排卵率はクロミッド単独療法のそれと差はなかったが，妊

娠率は5．7％で，クロミッド単独療法の29．0％と比較して有意に低率であった，

2．エストリール併用により頚管粘液スコアの改善は認めず，クロミッド単独療法に比べ排卵期の血

中gonadotropinが低値で，　prolactin値が上昇した．また，黄体期の血中prolactin値が上昇し，逆に血

中progesteroneが低値を示した．

　以上の結果からクロミッドとエストリールとの併用療法は排卵期周辺以降のホルモン環境を変え，

受精，着床に悪影響を与え，妊娠率をさらに低下させている．したがって，この療法は日常診療上有

用な療法とは言い難い．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil，　Steril．，33（4），713－718，1988）

緒　　言

　Clomiphene　citrate（クロミッド）は非ステロイ

ド系合成エストロゲン製剤で無排卵性周期症や第1

度無月経などの排卵障害例では約70　一・　80％の高い排

卵率が報告されている．しかし，この優れた排卵誘

発率にもかかわらず，クロミッド療法による妊娠率

が低いことは臨床上しばしば経験され，多くの報告

にもみられる．この解離現象はクロミッドの持つ抗

エストロゲン作用による頸管粘液の分泌不全により

精子の上昇が妨げられることや，排卵後に黄体機能

不全の多いことなどにより起こっていると考えられ

る．この欠点を改善すべく，多くの工夫がなされて

きたが，その中でもエストロゲン製剤であるエスト

リールを1日2㎎ずつ投与する方式が排卵抑制率が

低くて，しかも頸管粘液の改善を認めるという理由

で今まで日常診療上よく試みられてきた，今回われ

われはこのクロミッドーエストリール併用療法を多

数例に行ない，排卵率や妊娠率，さらに血中ホルモ

ン値をクロミッド単独療法のそれらと比較検討し，

この併用療法を再評価した．

対象および方法

　昭和60年11月1日から昭和62年6月30日まで
20ヵ月間に排卵障害（卵管因子，男性因子の障害例

を除く）が原因と思われる不妊症243症例，1376周

期を以下の4群に分けた・A群：クロミッド単独療

法群，B群：クロミッドーエストリール併用群，　C
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群：クロミッドと高温相progestin等の他剤併用群，

D群：クロミッドーエストリールと高温相他剤併用

群。それぞれの排卵率，妊娠率，流産率を調べた．

なお，併用療法はクロミッド服用終了翌日からエス

トリール1日2㎎を7日間追加するスケジュールで

ある．さらに昭和62年7月から10月まで4か月間

に10症例を選び，それぞれにクロミッド単独療法と

クロミッドーエストリール併用療法を1周期ずつ行

ない，基礎体温表より推定し得た排卵期に頸管粘液，

血中follicular　stimulating　hormone（FSH），　lutein－

izing　hormone（LH），　prolactin（PRL），　estradio1

（E2）と黄体中期（推定排卵日より7－一　10日間）に血

中FS　H，　LH，　PRL，　Proges－terone（P），E，を同様な時

期に測定し，それぞれを比較検討した．ホルモン測

定はすべてRIA法により，　LH，　FSH，　PRL

は第一RI社のkit，　E，とPはミドリ十字社のkitに

て測定した．

結　　果

　243症例の排卵や妊娠，さらに妊娠の転帰について

表1にまとめ，妊娠率については図1に詳しく示し

た．各治療群の排卵率には有意な差は認められなか

った．次に妊娠率についてみると図1に示したよう

にA群のクロミッド単独療法では100例中29例の

29．0％であったが，エストリール併用療法では87例

中5例の5．7％と有意に低率であった．一方，クロ

ミッドと高温相他剤併用群での妊娠率は17％で，さ

らにエストリールを併用したD群の妊娠率は24％で，

両者の間に統計上有意差を認めなかった．投与周期

別の妊娠率についてみるとクロミッドーエストリー

ル併用群（B）1．1％はクロミッド単独群（A）の9．6

％と比較して有意に低率であった．しかし，C群4．

7％とD群3．7％のように高温相に他剤を併用すると

妊娠率に差が認められなかった．

　流産率を比較するとクロミッド対照群（A群とC

群）の8．1％（3例／37例）に対して，クロミッドー

エストリール併用群（B群とD群）28．6％（6例／

21例）と有意に高率であった．表2には同一症例に

クロミッド単独療法とクロミッドーエストリール併

用療法とをクロスオーバー治療した際の妊娠成立成

績を示した．クロミッド単独療法で妊娠しない31症

例にエストリールを併用しても妊娠例はなかった．

クロミッド単独群

症　例

（A）対照群

（B）エストリール群

クロミッド＋高温相他剤併用

　　（C）対照群

（D）エストリール群

周　期

10　　　20　　　30％ 5　　　10％

290－ 96 「　＊＊

57 11

170 47

242 37

申＊P〈OOl

図1　クロミッド治療周期各群の妊娠率

表1　治療法別の排卵，妊娠，転帰の比較

排卵周期 転 帰
治 療　　群 症例　数 投与周期 （％）

妊　娠　例
分　娩 流　産

269 29
A　群 クロミッド 100 302

（89．0％） （29．0％）
27 2

クロミッド
462 5

B　群 1 87 475
（97．3％） （5．7％）

4 1

エストリール

クロミッド
156 8

C　群 1 47 172
（90，7％） （17．0％）

7 1

高温相他剤

クロミッド
1 403 16

D　群 エストリール
　　1

66 427
（94．4％） （242％）

11 5

高温相他剤
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表2　同一症例におけるクロミッド単独療法とエス

　　　トリール併用療法のクロスオーバー療法によ

　　　る妊娠

治　　療　　法 症例数 妊娠例（％）

クロミッド単独群
　　　　↓

エストリール併用群

31 0　（％）

エストリール併用群

　　　　↓

クロミッド単独群

23 　7
（30．4％）

表3　エストリール併用療法からクロミッド

　　　単独療法に切りかえて妊娠した7例

症 例 治療した周期数

クロミッド

NO 年齢 診　断
　　　1

エストリール

併用療法

クロミッド

単独療法

無排卵性
1 34 9－一→ 1

周期症
無排卵性

2 25 1－一→ 1

周期症
無排卵性

3 30 5－→ 1

周期症
無排卵性

4 32 3－一シ 1

周期症

5 27 PCO 12－一＞2

無排卵性
6 29 10－一〉 1

周期症
無排卵性

7 29

周期症
6－→ 2

一方，エストリール併用療法からクロミッド単独療

法に変えた23例中7例（30．4％）に妊娠が成立した．

この7例の治療周期を表3に示したが，クロミッドー

エストリール併用療法で妊娠せず，クロミッド単独

療法に変えると，全ての症例は2周期以内に妊娠し

た．妊娠した7症例の低温期日数はクロミッド単独

療法周期平均16，1±0．6日に対して，エストリール

併用周期では平均17．7±0．5日と低温相期間の有意

な延長は見られなかった．10症例の頸管粘液スコア

（cervical　score）として粘液量，牽糸性，羊歯結晶

形成，子宮口開大度の4項目で採点化して頸管粘液

の状態を客観的に評価したところ，クロミッド単独

療法群では排卵期のスコア平均は5．2±0．7であり，エ
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図2　クロミッド単独療法群とエストリール併用療法群

　　　における排卵期での各ホルモン値の比較

　　　（クロミッド単独群での値を10⑪％として表わした）
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図3　クロミッド単独療法群とエストリール併用療法群

　　における黄体期での各ホルモン値の比較）

　　　（クロミッド単独療法群での値を100％として表し

　　　した）

ストリール併用療法群では平均5，8±09と粘液性質

の改善傾向が見られたが，統計上両者の間に有意差

が認められなかった．血中ホルモン値の比較は図2

と図3に示した．各血中ホルモン値はクロミッド単

独療法群のホルモン値を100％として，エストリール

併用療法群の値を百分率で表わした．

　排卵期のFSH値は54．9±2．2％，　LHは79．2±5，

9％とエストリール併用群で減少し，PRLは123．7±

5．5％と逆に有意に上昇した．なお，E2値は115．6±14．

5％で有意な変動を示さなかった．同様に黄体期のホ

ルモン変動は図3に示したようにFSH値は71．8±4．

5％，P値は61．1±5．3％に有意に減少，　LH値は90．4±

15．5％と変わらず，PRL値は127．2±16．3％，　E2値は

128．3±9．2％とともに上昇した．
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考　　察

クロミフェンとエストリール併用療法の再評価

　クロミッドは排卵誘発剤として軽症の排卵障害に

対しその高い排卵誘発率や副作用の少ないことより，

現在最も広く使用されている．その作用機序はクロ

ミッドが間脳，下垂体細胞のエストロゲン・レセプ

ターに結合し，エストロゲンとの結合が競合的に阻

害されるので間脳・下垂体は血中のエストロゲン値

が低下したかの如く誤って感知し，視床下部より

LH・RHを放出させ，下垂体よりLHおよびFSHの
分泌を促し，排卵が誘発されると考えられている1・2・3）．

　クロミッド療法による排卵率は高いが妊娠率は20

％前後と低く，両者の間に差がある．その原因とし

て，クロミッドは子宮頸管腺や子宮内膜組織のエス

トロゲン・レセプターとも結合し，抗エストロゲン

作用を発揮し，これらの腺，組織の機能に抑制的に

働くために頸管粘液を悪条件に導き，精子上昇機構

を障害し，さらに子宮内膜のestrogen　priming障害

を介して着床不全をひき起こし，妊孕力を低下させ

ることが最も考えやすい4｝．

　そこでクロミッドの高い排卵誘発効果を保ちなが

ら頸管粘液の量や性状を改善し妊娠率を向上させる

目的で，エストロゲン製剤との併用療法が試みられ

てきた．Sharfら5）はクロミッド単独療法で妊娠しな

い症例はクロミッド服用開始の翌日からethinyl・

estradiolの誘導体であるquinestrolを1日50μgず

つ11日間内服させると，76．4％に頸管粘液の改善が

みられ，23％に妊娠が成立したと報告している．ま

た，Inslerら6）もethinyLestradiolをクロミッドと併

用する治療法で24％の症例に妊娠の成立をみたこと

はエストロゲン製剤との併用療法の有効性を証明し

たことになる．日本ではquinestrol，　ethinyl－estradiol

の製剤は市販されていないのでestriol（エストリー

ル），mestranol（デポシン）またはpremarin（プレマ

リン）を使用せざるを得ない．館野7）は同様の目的で

クロミッド服用終了翌日からエストリール1－2㎎

／日，デポシン40μg／日またはプレマリンL25～3．75

㎎／日を7－一　10日間追加投与する方式を比較検討し

たところ，エストリールを1日2㎎ずつ投与した方

式が排卵抑制率が低くて，しかも頸管粘液の改善を

認めるので最も推奨できる治療法と述べている．

　その後青野（1975）s），館野（1977）9），高橋（1979）1°）

らの追試報告により，この併用療法の有用性が認め

られてきた．一方，Garciaら1Dによるとクロミッド

療法時エストロゲン製剤を併用すると卵胞発育の指

標としての頸管粘液の所見に影響を与えるため不適

当と指摘され，クロミッド療法時のエストリール製
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剤追加投与はむしろ禁忌であると述べている．また，

Gyslerら12｝はクロミッド療法の多数例を調査したと

ころ，頸管粘液の性状に差がなく，排卵率と妊娠率

との差はほかの不妊因子に起因すると報告した．さ

らにRezai13）は頸管粘液の改善をもたらす経ロエスト

リール製剤の量は0．25㎎／日であり，これ以上の量

では必ずしも頸管粘液の状態は改善せず，かえって

多量のエストリールはgonadotropin分泌を抑制し，

受精を阻害すると報告している．

　今回，われわれの多数例の分析では，全体の排卵

率，妊娠率，流産率それぞれは93．8％，23．9％，15．5

％でいままでのクロミッド療法についての報告結果

とよく一致していた．詳しく分析するとクロミッド

単独療法に比べ，エストリール併用療法群の排卵率

に差がないのに妊娠率は（25．2％：13．7％）低くて，

しかも流産率（8．1％：28．6％）が高い．さらに同

一症例の検討ではエストリール併用療法での妊娠例

がみられず，エストリールの投与を中止してクロミ

ッド単独療法に変えると，約30％の症例が2周期以

内に妊娠したことからエストリールの投与は排卵期

周辺以降の受精，着床に何らか悪影響を与えるので

はないかと推測できる．

　クロミッドを使用すると頸管粘液の分泌不全ある

いは性状の異常をもたらすと考えられてきたが，今

回の検討よりエストリール併用によりスコアはやや

増えるが有意な改善は認められなかった．広井ら14）は

種々のエストロゲン製剤を比較検討した結果，エス

トリール2㎎では頸管粘液スコアの改善は全く認め

られず，妊娠例は皆無で，われわれと同様な成績で

あった．このことからエストリール製剤は頸管粘液

を改善するのではなく，あまり変化を与えず，妊娠

成立に好影響を与えるとは考えにくい．

　Vahapassiらi5｝は正常婦人6例にエストリール6

㎎／日投与すると月経周期の延長や排卵抑制が認め

られず，排卵期での血中LH値が低下し，　E2値は変

わらなかったが，黄体期での血中E2値は上昇し，逆

にP値が有意に低かったと報告している．これらの

成績はわれわれの今回のホルモン測定値とよく一致

している．

　Vdhapassiらは排卵期のLH値の低下は血中E2値

が上昇していなかったので，エストリールが間脳に

直接作用して，LHの放出を抑制していると推定し

ている．FSH値の変動については報告がされてい

ないが，われわれのFSH値の低下はおそらくLH

と同様な機序により抑制されていると考えられる．

一方，黄体期のFSH値の軽度低下の意義は現時点

では不明である．



昭和63年10月1日 陳　他 （717）35

　クロミッドとエストリール併用療法時のprolactin

値の変動についての報告はみられないが，今回の研

究では黄体期のPRL値はクロミッド単独群に比べ

併用群では約30％上昇したが，PRL異常域である

30ng／mlを超えるのは10例中1例であった．　PRL

が妊娠成立に悪影響を与えているとすれば卵巣ある

いは子宮内膜に直接作用して，着床障害を来したと

推定される．最近，Naraharaら16｝はPRLが培養黄

体細胞の増殖を抑制し，培養液中のPの産生も減少

したと報告している．これらのことからエストリー

ル製剤投与によりPRLが上昇し，黄体でのP産生

が減少した結果，受精，着床が障害されるのではな

いかと推定される．

　以上のホルモン変動をまとめるとエストリール投

与により卵胞期のFSH，　LH分泌が低下し，逆に

PRL分泌が増加して卵胞発育に何らかの悪影響を

与え，たとえ排卵しても卵の質はよくないと推定さ

れる．さらに黄体期のPRLとE2値の上昇は黄体細

胞の増殖を抑制し，Pの産生が妨げられる．その結

果，子宮内膜の増殖は不良になり，着床障害を来た

し，妊孕力が低下すると考えられる．したがってク

ロミッドにエストリールを追加投与する療法は不妊

症治療の観点からみると，逆効果と言える．

　クロミッド単独療法による頸管粘液分泌不全や低

妊娠率の対策としてクロミットにパーロデルを追加

併用すると，排卵率は61．8％より75．9％に一ヒ昇し，

頸管粘液の改善も著明に認めたと報告されている14）．

さらに少数例ながら33．3％の高い妊娠率が得られて

いる．したがって，広井らはクロミッド開始日より

パーロデル2．5㎎／日経口で連続投与方式を推奨し

ている．われわれはクロミッド単独療法を3～5周

期おこなっても妊娠しない場合は，Huhner　testを参

考の上，AIHを施行するか，2．5mg／日のパーロデ

ルとの併用療法か，あるいはクロミッド・hMG－hCG療

法のどれかを選択している．

　以上をまとめるとクロミッドーエーストリール併

用療法はクロミッド単独療法に比べて

1）　女壬娠率がイ氏い．

2）排卵率，卵胞期の期間，頸管粘液の性状に差が

ない．

3）排卵期と黄体期の血中FSH値が低く，　PRL

値が高く，黄体期のprogesteroneが低値を示した．

　以上の結果からエストリールとの併用療法は排卯

期周辺以降のホルモン環境を変え，受精，着床に悪

影響を与え，妊娠率を低下させていると考えられる．

われわれの今回の検討からクロミッドーエストリー

ル併用療法は日常診療上有用な治療法とは言い難い

と考えられた．

（本論文の要旨の一部は第77回近畿産婦人科学会講

演会にて発表した．）
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Re－evaluation　of　the　efficacy

of　combination　therapy　with

　　clomiphene　and　estriol　in

　　　patients　with　infertility

　　　Chu－Fung　Chen，　Akira　Miyake，

Naoki　Terakawa　and　Osamu　Tanizawa

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　Osaka　Un1verstiy　Medical　School，

　　　　　　　　　　Osaka　553，　Japan

　　Treatment　with　clomiphene　citrate（clomid）has

been　noted　to　results　in　a　high　ovulation　rate　in

patients　with　anovulation，　but　in　a　low　pregnancy

rate，　possible　due　to　the　antiestrogenic　effect　of

clomid　upon　endocervical　mucus　secretion．　Estriol

is　known　to　stimulate　cervical　mucus　production

without　suppressing　ovulation，　so　a　combination　of

clomid　and　estriol　is　often　used　in　therapy　of　infer一

tility．　We　re－evaluated　the　efficacy　of　this　combina－

tion　treatment　by　studies　on　the　ovulation　and

pregnancy　rates　in　1376　cycles　in　243　cases　of

anovulation，　and　the　changes　of　cervical　mucus　and

serum　hormones　on　treatment　with　clomid　alone　or

in　combination　with　estrioL

The　results　were　as　follows：

1）The　pregnancy　rate　was　5．7％on　combination

　　　therapy，　which　was　significantly　lower　than

　　　that　on　clomid　therapy（29．0％），　although　the

　　　two　therapies　resulted　in　similar　ovulation

　　　rates．

2）Combination　on　therapy　with　clomid　and　estriol

　　　did　not　improve　cervical　mucus　production，

　　　decreased　the　plasma　gonadotropin　Ievel，　in・

　　　creased　the　plasma　level　of　prolactin　in　the

　　　ovulatory　phase，　and　the　prolactin　level　was

　　　still　elevated　and　progesterone　level　was　signif・

　　　icantly　low　in　the　luteal　phase　compared　with

　　　the　levels　on　therapy　with　clomiphene　only．

These　data　indicate　that　estriol　administration

with　clomiphene　may　change　the　hormone　environ－

ment　during　and　after　ovulation　and　have　adverse

effects　on　fertilization　and　implantation，　resulting

in　a　Iower　rate　of　conception．　Thus，　we　conclude

that　this　combined　regimen　is　of　no　value　in　treat－

ment　of　infertile　patients　with　anovulation．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和63年1月18日）
：
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Two－step　sandwich法応用ディスク式

HCG　EIA　test（HCGテストパック）の

半定量判定による妊娠の早期予後診断

　Diagnosis　of　Pregnancy　in　the　Initial

Stage　and　Prognosis　by　Semiquantitative

　　　　Urinary　Disk　HCG　EIA　Test

　　　　　　　　（HCG　Testpack）

　假野クリニック

假　野　隆　司

Takashi　KANO

Kano　Clinic

　基礎体温（BBT＞の高温が18日以上持続した129例（非妊娠44例，妊娠85例）のBBT＋16Day

の随時尿を用いてTwo－step　sandwich法応用ディスク式HCG　EIA　test（HCGテストパック）の垂

直方向線の濃度による半定量化判定によって妊娠の早期予後診断を行なった．この結果，（一；垂直方

向の線が認められない），（±；垂直方向の線が水平方向の線より薄い），（＋；垂直方向の線と水平方

向の線の濃度が同じ），〈＋＋；垂直方向の線が明らかに濃い）と垂直方向線の濃度が増強するにした

がって血中HCGは有意に増加した．（一），（±）群では2日後反応が増強した例を含めて全て流産に

終わった。〈＋）群で予後が良好であったのはわずかに1例（6．7％）のみであった．この症例は2日

後に反応が（＋＋）に増強した．（＋＋）群では32例中31例（96．9％）が予後が良好であった．また，

（一）群の29例（39．7％）はBBT＋16Dayの血中HCG値から基礎体温の高温持続が妊娠に起因して

いることが明らかになった．以上の結果からHCGテストパックはその高感度故に多くのBBT高温

持続症例の妊娠関与診断が可能であること，また，BBT＋16Dayの（±），（＋）群の妊娠の予後は不

良で（＋＋）の妊娠の予後は良好であることが明らかになった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．，33（4），719－724，1988）

緒　　言

　近年，試薬の大幅な感度向上によって，早期妊娠

の診断技術は飛躍的に向上した．

　しかし，高感度化されたとはいえ尿検体によるモ

ノクロナール抗体を使用したLAR・testでも多くの基

礎体温（BBT）高温持続症例で妊娠が関与してい

るか否かを証明できず，血中HCGの測定で始めて

流産と診断される症例が少なくない1）．この点Two－

step　sandwich法応用HCG　EIA　test（HCGテスト

パック）は感度が今までの妊娠試薬より驚異的に高

く，前述のBBT高温持続後出血症例の妊娠関与の

診断が可能になった．しかし，本検査で今まで診断

不可能だった流産がどの程度診断されるかについて

の報告はない．これを明らかにするのが今回の研究

の第一の目的である．さらに免疫学的習慣性流産2）が

問題になっている昨今，不妊症診療では妊娠の診断

は早期であればいいという訳ではなく予後の判定に

まで踏み込む必要がある．

　HCGテストパックは被検尿中にHCGが存在す

ると反応が（＋）に発色表示されるため，垂直方向

の線の濃度で半定量的判定ができる可能性がある．
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このため，同ステトの反応形態と血中HCG値の相

関性を調べることで半定量判定の合理性を検討した．

さらにBBT＋16Dayの同テストの反応とその後の経

過から，妊娠の早期予後診断を試みた．

対象と方法

　昭和62年6月1日から11月30日までに假野クリ

ニックで不妊症治療を行なった患者のうちBBTの

高温が18日以上を持続し，高温16日（BBT＋
16Day）の随時尿でTwo－step　sandwich法応用ディ

スク式HCG　EIA　test3’“s｝（HCGテストパック，ダイ

ナボット）と血中HCG（第一ラジオアイソトープ

社製125　1キットによるRIA）測定を行なった24歳

から43歳までの129例を対象とした．今回の研究対

象には夫婦いずれかに染色体異常が認められる症例

や頸管不全症に起因したと考えられる流産の既往を

持つ症例は含まれていない．なおHCGテストパッ

クは高感度なために検査施行1週間前に筋注したH

CGの排泄されたものに陽性を示すことが知られて

いるために5），対象症例はBBT十10Day以降は黄体

機能賦活の目的のHCG療法は行なっていない．

　HCGテストパックの反応は以下の基準で判定量

的に判定した．

（一）：垂直方向の線が全く認められない．

（±）：垂直方向の線が認められるが水平方向の線よ

り明らかに薄い．

（＋）：垂直方向の線の濃度が水平方向の線と同じ．

（＋＋）：垂直方向の線の濃度が水平方向の線に対し

て明らかに濃い．

（＋＋）以外の症例についてはBBT＋18Dayに再び

HCGテストパック検査を行なった．（＋＋）の症例

くBBT＋18Dayに行なった症例も含む）はその後随時

HCG　LAR　test（感度750mIU／ml，ノルモテックス，

森乳ラボラトリーズーエーザイ）を行なった．

　対象症例のうち超音波断層法で心拍動を確認し，

その後の経過が順調な症例を正常妊娠，BBT＋16Day

の血中HCG値が10mIU／m1以上1）でその後出血をき

たすか臨床的に流産と診断された症例を流産，その

他の症例を非妊娠と診断した．

　また卵胞機能および黄体機能の指標としてBBT－

3DayからODayに血中estradiol6）を，　BBT＋5か

ら＋8Dayのprogesterone7）を第一ラジオアイソトー

プ社製1251のRIA　kitで測定した．

結　　果

　129例のBBT＋16DayのHCGテストパックの反
応は（一）；73例（56．6％），（±）；9例（7．0％），

（十）；15例（11．6％），（十十）；32例（24．8％）で

あった．各群の最終診断は，（一）群では非妊娠44例

（60．3％），流産29例（39．7％）であり正常妊娠は

認められなかった．（±）群9例は全て流産に終わっ

た．（＋）群15例のうち14例（93．3％）は1充産に終

わり，正常妊娠は1例のみであった．なお本群には

非妊娠は認められなかった．（＋＋）群32例のうち

流産に終わったのはわずか1例（3．1％）であり，残

りの31例（96．9％）は正常妊娠であった，なお本群

でも非妊娠は認められなかった。

　通常であれば陽性と判定される（±）以上の反応

を示したのは56例であり，この中で流産に終わった

のは24例（42．9％）であった（Table，1）．

　BBT一ト16Dayに引続いて行なったBBT＋18Day

の結果は（一）群では引続き（一）を示したものが

67例（91．8％〉と圧倒的に多く，（±〉は2例（2．7

％），（十）は2例（2．7％），（十十）は1例のみ（1．4

％）であった．しかし，反応が陽性に転じた5例は

全て流産に終わった．（±）群では反応が（一）に転

じた症例が7例（77．8％）と最も多く，（±〉と同じ

であったのが1例（11．1％），（＋）に増強したもの

が2例（222％）であった．（＋＋）に増強した症例

Table．　l　Diagnosis　of　the　cases　whose　hyperthermia

　　　　continued　over　l6　days　categ　orized　by　reac－

　　　　tion　of　two－step　sandwich　applied　disk　HCG

　　　　EIA　test（HCG　Testpack）on　BBT＋16day

Roac量1㎝ Ca808 Non－
　　prognancγ Abor輔on

Norm81
　P蟹ognancy

｛一） 73 　44
｛60．3％｝

　29
｛39．7％｝

　0
‘0．0％｝

（土｝ 9 　O
lO．0％｝

　　9
｛100．0％，

　0
｛0．0％⊃

｛十） 15 　O
lO。0％，

　14
‘93．3％1

　1
｛6．7％1

‘晋， 32 　0
‘0．0％｝

　1
｛3．1％〕

　31
（96．9％）

To量al 129 　44
（34．1％1

53
〔41．1％1

32
｛24．8％）

Table．2　Reaction　of　two－step　sandwich　applied　disk

　　　　HCG　EIA　test（HCG　Testpack）on　BBT＋18

　　　　day　categorized　by　reaction　on　BBT十16day

Ro80電lon Ca869 （一） ｛土） ｛十） ｛柑

｛一｝ 73 67
く91．8％｝

　　2
｛2。7％｝

　　2
｛2．7％1

　　1

｛1．4％｝

｛±） 9 　　7
（77．8％）

　　1

｛1t1％）

　　2
｛22．2％）

　　0
〔O．09も｝

（十） 15 　　8
｛53．3％｝

　　2
｛13．3％）

　　3
｛20．0％，

　　2

q3．3％，

〔什） 32 一 一 一 一

Total 129 82 5 7 3
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は認められなかった．（十〉群では（一）に転じた症

例が8例（53．3％）と最も多く，（±）に反応が低下

した症例は2例（13．3％），（＋〉と同じであった症

例は3例（20．0％）であり，（＋＋）に反応が増強し

た症例は2例（13．3％）あったが，正常妊娠であっ

たのは1例（7。6％）のみであった（Table，2＞，

　BBT＋18Dayに（＋＋）を示した症例の750mIU

HCG　LAR　testが陽性を示した日は（一）群では＋

18Dayの1例のみであったが，この症例はその後流

産に終わった．（±）群では陽性例はなかった．（＋）

群では正常妊娠1例，流産1例の計2例の陽性例を

認めたが，前者の陽性日は＋18Day，後者は＋20Day

であった．（＋＋）群では全例で陽性を示したが，最

も早かったのは＋16Dayの2例（6．5％），最も多かっ

たのは＋17Dayの11例（35．5％），最も遅かったの

は＋22Dayの1例（3．2％），平均は18．8Dayであった

（Table，3）．

　BBT＋16Dayの血中HCGは（一）群では最低1，

8mlU／ml，最高150mIU／ml，平均値±標準偏差（標

準誤差）は22．7±25．0（2．9）mIU／m1であった．（±）

群は最低25．8mIU／ml，最高は98．9mIU／m1，平均

値±標準偏差（標準誤差）は60．5±26．9（9．0）mIU／

mlであった．（＋〉群は最低は423mIU／ml，最高は

220．OmIU／ml，平均値±標準偏差（標準誤差）は

97．1±46。3（12．0）mIU／mlであった．（＋＋）群で

は最低は330mIUml，最高は2641．OmIU／ml，平均

値±標準偏差（標準誤差）は1338．0±618．4（109．3）

mIU／m1であった．　HCGテストパックの反応が（一），

（±），（＋），（＋＋）と増強するにつれ血中HCG値

は有意（P＜0．001，P〈0．05，P＞0．001）に増加した

（Fig，1）．非妊娠群，流産群，正常妊娠群に分けて過

去の当クリニックにおけるHCGテストパックが高

温経過中に（±）以上の反応を呈するか，BBT＋16Day

Table．3　BBT　＋day　when　urinal　HCG　LAR　test

　　　　prove　positive　categorized　by　reaction　of

　　　　two－step　sandwich　applied　disk　HCG　EIA

　　　　test（HCG　Testpack）on　BBT＋16day　and

　　　　P「ognOSIs

noadlon Progno81S 16 17 18 19 20 21 22

｛一）
閥orm81　Progn●回oy

　　AborIlon

一
〇

一
〇

一
1

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

｛土｝
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一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

一
〇

嘔
0

（十）
麗orm81　Prggn■noy

　　紬or！量on

Oo 00 10 00 01 00 00

｛十D
憎or而81　Pr●9“8轟oy

　　丸bo川on

20 11

0

80 40 50 11 10

Tota1
NormgI　Progn即cy

　　昌bortb“

20 11

0

90 40 51 11 10

假野 （721）39

の血中HCGが10mIU／ml以上であった流産回数を

検討すると非妊娠群では0回（56．8％）が最も多く

最高は3回の1例で，平均は0．6回であった．流産

群では0回は11例（20．8％）のみで、最も多いのは

5回，平均は1．5回であった．正常妊娠群では0回

は9例（28．1％）で最も多かったのは2回で平均は

O．6回であった（Table，4）．

　BBT－3～ODayの血中estradiolは非妊娠群
（265．4±94．4pg／ml，M±SE），流産群（BBT十16Day

にHCGテストパック，血中HCG値の測定が施行で

1000
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む

2
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Fig．1　Serum　HCG　levels　on　BBT＋16day　categor・

　　　ized　by　reaction　of　two－step　sandwich　applied

　　　disk　HCG　EIA　test（HCG　Testpack）．

　　　Data　are　presented　as　M．±SE

　　　（＊：Pく0．05，＊＊＊：P＜0．001）．

Table．4 Frequency　of　abortion　categorized　by　final

diagnosis

0 1 2 3 4 5

Non－
　　prognanCV
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｛56．8％1

　電0

〔22．7％）
　8
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きなかった症例も含まれている，211．8±24．8pg／ml，

M±SE），正常妊娠群（362．8±123．Opg／ml，M±SE）

で有意な差は認められなかった（Fig，2）．

　BBT十5～8Dayの血中progesteroneは非妊娠群
（37．9±4．6ng／mLM±SE），正常妊娠群（37．3±8．4ng／

ml，　M±SE）は流産群（BBT十16Dayに｝ICGテス

トパック，血中HCG値の測定が施行できなかった

症例も含まれている，24．6±1．4ng／ml，M±SE）と比

較して有意（P＜o．01，P＜o．05）に高値であった（Fig，

3）．

考　　察

　近年の妊娠試薬高感度化の技術的進歩には眼を見

張るものがある．

　ゴナビス，ゴナビスライドに代表されるHAIR・test

を第一世代，モノクロナール抗体を使用したノルモ

テックス，新ゴナビスライド，プレグライドなどの

LAR・testを第二世代の妊娠試薬と規定すれば，本研

究に用いたTwo－step　sandwich法応用HCG　EIA

teatのHCGテストパックは第三世代の妊娠試薬と言

える。妊娠試薬の高感度化は，従来は診断困難ある

いは黄体機能存続症と診断されていたBBTの高温

持続が妊娠に起因するか否かの診断を可能ならしめ
た．

　しかし，不妊治療は妊娠の成立だけでは成功とは

いえない．なぜなら妊娠試薬の高感度化に伴って従

来の1000mIU／ml　HAIR－testや超音波検査では診断

不可能であった早期流産が増加し，習慣性流産が従

来考えられていたより高頻度に起こると考えられる

ようになり，同症の診断と治療の重要性が不妊症診

療の中でより深刻に認識1）されてるようになってきた

からである．このため妊娠の診断は単に時期が早け

ればいいというものではなく予後の判定に踏み込む

ことが求められるようになってきた．

　このような新しい状況の中で，早期に妊娠反応が

陽性となる症例や早期に超音波断層法でGSが確認

される症例は予後が良いことは経験的に知られてい

たが、月経遅延後何日目の尿中あるいは血中HCG

がどの程度あれば妊娠の予後診断が可能か，につい

て言及した報告はほとんどなかった．
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Fig．2　Serum　estradiol　levels　on　BBT－3～Oday　caし

　　　egorized　by　fhlal　diagnosis．

　　　Data　are　presented　as　M．±S，　E．

　　　（No　sigllificant　differences　each　other）
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Fig，3　Serum　progesterone　levels　on　BBT十5～8day

　　　categorized　by　final　diagnosis，

　　　Data　are　presented　as　M．±S．　E．

　　　（＊：P＜0．05，＊＊：P〈0．01）．
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　著者はBBT＋16DayのHAR－testで測定した尿中

HCGが320mIU／ml陽性であれば，その妊娠の流産

率は25．0％と報告したが，この予後判定は，同日に

測定した血中HCGが，250mIU／ml以上であれば流

産率6％，には劣っていた1）．更にHAR・testにはfalse

positiveが5．2％から33．0％程度1・7・8）認められ，結果

の判明が血中HCG測定よりはるかに早いとはいっ

ても，反応時間が2時間と比較的長時間なこともあ

って，早期妊娠診断，および予後判定試薬としては

満足すべきものではない．

　HCGテストパックは反応ディスク上の（＋）の

垂直方向に抗HCGβモノクロナール抗体が固相化さ

れ，水平方向にはHCGが固相化されている．　HC

Gを含有する被検尿を滴下すると抗HCGβ抗体にH

CGが結合する．次に酵素標識抗HCGα抗体を添加

すると，垂直方向および水平方向に結合しているH

CGとの問に抗原抗体コンプレックスを形成し（＋）

の発色が起こるメカニズムになっており，被検尿中

に20mIU／mlのHCGが含有されていれば陽性反応

を呈し，妊娠4週（BBT＋15～22Day）で100％の陽

性率を示す5）．

　今回の研究対象の129例中でBBT＋16Dayに行

なわれた本検査が「いわゆる」陽性を示したのは56

例であったが，そのうち予後良好例は32例で予後良

好率は57．1％（流産率42．9％）になり，本検査は

その高感度故に予後診断はHCG　HAR　testに劣る．

この事実から本検査の半定量的判定が求められる．

　本検査を半定量的に用いる方法としては従来の妊

娠試薬で行なわれてきた希釈法が考えられるが，煩

雑で経済的でない．

　本検査はHCGを検出すると（＋）の垂直方向の

線が新たに出現するため，その濃度（太さ）による

半定量判定は従来のスライド凝集法（凝集阻止法）

に比べて客観性が高い可能性がある．

　そこでBBTの高温が18日以上持続した症例の高

温16日目に同検査を施行し垂直方向の線の濃度と同

日に測定した血中HCG値と比較した．この結果，

（一），（±），（＋），（＋＋）と反応が増強するにつれ

て血中HCGは有意に増加し，縦線の濃度による半

定量判定の合理性が証明された．しかし，（一）例73

例のうち29例（39．7％）で血中HCGが10mIU／ml

以上であったことから，（一）例の中に流産がかなり

高率に含まれていることが明らかになり，妊娠の早

期診断は血中HCGの測定には劣る1）ことが明らかに

なった．また，（±）の最低血中HCG以上のHCG値

を示しながら（一）を示した例をfalse　negativeと

考えると，（一〉のfalse　negative率は24．7％であり

假野 （723）41

false　negative例の血中HCGの最高は150mIU／ml

であった．

　一方，（±）以上の反応を示しながら血中HCGが

10mIU／ml以下の症例は存在しなかった．この事実

から本検査にはHCG　HAR　test（ハイゴナビス）に

高率に認められるfalse　positiveは起こらないと考え

られた．

　ところで，半定量判定の目的は先に述べたように

妊娠の予後診断にあるが，今回反応結果別の正常妊

娠を検討すると，（一），（±〉例では正常妊娠は一例

も認められず，（＋）では1例（6．7％）に認めたの

みであるのに対して（＋＋）例では31例（96．9％）

が正常妊娠であった．さらに（一），（±），（＋）群

で2日後のBBT＋18Dayに反応が増強したのは9例

であったが，正常妊娠は（＋）から（＋＋）に反応

が増強した1例（11．1％）のみであった．ちなみに

（一）（血中HCG，　150mlU／m1）から（＋＋）に反応

が増強した一例は心拍動を認めるまで妊娠は継続し

たが10週で流産に終わった．

　以上の事実より，BBT＋16Dayに（＋＋）の反応

を示した症例の流産率は3．1％になり，同日の血中

HCG値よりはるかに早い時間でより正確な予後診

断が可能なことが明らかになった．逆にBBT＋16Day

の反応が（＋＋）を示さない妊娠例の予後は極めて

危惧すべきもの（流産率98．5％）と考えられた．

　当クリニックにおける血中HCGの測定あるいは

HCGテストパックで確認された過去の流産回数を

調べると，流産者に回数が多かった．この事実から

今回の研究対象になった流産群の中にはかなりの習

慣性流産患者が含まれていると考えられた，

　流産群の内分泌学的背景を検討すると，BBT－3

～ ODayのestradiol値，　BBT十5～8Dayのproges－

terone値から高温持続の原因を非妊娠群，流産群，

正常妊娠群に分けて考えると，非妊娠群ではproges－

terone高値例が多く，高温持続の原因は黄体機能存

続と考えられた．流産群ではestradio1には有意の差

がなかったのに対して，progesteroneレベルは他二

群より有意に低く，流産の原因が卵胞機能よりは低

progesterone分泌に起因する子宮内膜の分泌化不全

にある方が高率と推測された．

　以ヒの結果より，Two－step　sandwich法応用ディ

スク式HCG　EIA　test（HCGテストパック）は半定

量判定を行なえば妊娠の早期診断のみならず予後の

判定にも有用と考えられた．予後が良好なケースは

BBT＋16Dayに行なった検査のディスクの垂直方向

の線が水平方向の線より濃く反応する（＋＋）のケ

ー スである，また，同テストはfalse　negativeは起



42（724） HCG　EIA　Testの半定量判定 日不妊会誌　33’巻4号

こるが，false　positiveは発現しないと考えられた，

　流産例には流産を繰り返す傾向が認められ，反復

する症例の中には流産周期に黄体機能不全のような

流産の原因となる異常が認められないケースが半数

以上存在した．今回の研究対象は夫婦のヒト組織適

合抗原（HLA）の検索は行っていないが，今回の

流産例のうちGSまで確認できたのはわずか2例に

過ぎず，このため妊娠は4週といった尿中あるいは

血中HCGの検出のみで流産に終わる早期の流産の

中にかなりの数の免疫性習慣性流産患者が含まれて

いる可能性があり，今後の検討が必要と考えられた．
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　Diagnosis　of　pregnancy　in　the

　　　initial　stage　and　prognosis

by　semiquantitative　urinary　Disk

　HCG　EIA　test（HCG　Testpack）

Takashi　Kano

　　Kano　Clinic，

Osaka　542，　Japan

　　Urinary　HCG　was　measured　by　Disk　HCG　EIA

test（HCG　Testpack，　Dainabot）on十16　day　ofbasal

body　temperature（BBT）in　129　women（44　non・

pregnant　and　85　pregnant　women）who　have　had

initation　of　hyperthermia　in　BBT　over　18　days．　The

HCG　Testpack　applying　two　step　sandwich　disk

method　is　usually　evaluated　by　the　appearance　of

purple　horizontal　line（minus　sign）or　horizontaI

and　vertical　lines（plus　sign）．

　We　evaluated　the　sign　following　4　steps；appear－

ance　of　horizontal　line　without　vertical　line，（一）；

the　purple　vertical　Iine　is　lighter　than　horizontal

Iine，（±）；the　color　is　almost　same　in　horizontal

vertical　lines，（十）；and　the　vertical　line　is　darker

than　horizontal　line，（十十）．　There　was　a　possitive

corelation　between　the　plasma　HCG　level　and　the

purple　color　concentration　in　the　vertical　line，

　Although　several　cases　had　better　results　in　2

days　after　first　test，　all　patients　in　（一）and　（±）

groups　had　aborted．　In　the（一）group，　the　initiation

of　hyperthermia　of　BBT　with　plasma　HCG　Ievel

（over　10mIU／ml）upon　pregnacy　were　shown　in　29

patients（39．7％）．　Only　one　patient　had　good　progno・

sis　in　（十）group，　and　her　test　result　changed　to

（十十）in　the　2days　after　the　first　test．　In　the（十十）

group，31　in　32　patients（96．9％）had　good　prognosis．

　These　results　indicate　that　HCG　Testpack　is

sensitive　as　a　urinary　pregnant　test　in　most　of　the

cases　with　the　hyperthermia　of　BBT　but　not　in　all

cases．　According　to　our　steps，　the　pregnant　women

had　bad　prognosis　in（±）and（十）group　and　had

good　prognosis　in（十十）group．

　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年4月12日特掲）
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ヒト子宮内膜培養上清の

免疫抑制効果に及ぼす卯巣ステロイドの影響
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Testによる解析

　　Effect　of　Ovarian　Steroids　on　the

Immunosuppressive　Activity　of　Human

　　　　　Endometrial　Supernatants

Evaluation　by　Fluorometric　Blastformation

Test　and　Glucose　Consumption　Test一

京都大学医学部産婦人科教室（主任：森

王　　　輝　生

Huei－Sheng　WANG

佐　藤　重　恭

Shigeyasu　SATO

神　崎　秀　陽

Hideharu　KANZAKI
吉　田　益　美

Masumi　YOSHIDA

崇英教授）

　徳　重　　　誠

Makoto　TOKUSHIGE
　　森　　　崇　英

　　Takahide　MORI

Department　of　Gynecology　and　Obstetrics，

　Kyoto　university　Faculty　of　Medicine

　　（Director：Prof．　Takahide　MORI）

　子宮内膜由来の免疫抑制物質の分泌に与える卵巣ステロイドの影響を解明するため，エストロゲン

及びプロゲステロンを添加したヒト子宮内膜器官培養を行い，培養後の上清をPHA刺激リンパ球増

殖反応系に加えてFBT（Fluorometric　Blastformation　Test）およびGCT（Glucose　Consumption

Test）で検討した．増殖期内膜では，プロゲステロン単独またはプロゲステロンとエストロゲンの同

時添加によりその培養上清のリンパ球増殖に対する抑制作用は有意に増強したが，エストロゲン単独

ではこのような効果は認められなかった．これに対して，分泌期内膜では増殖期に比べて抑制効果は

有意に高く，ステロイド添加による抑制率の変化は見られなかった。一方，組織対照としての大網膜

培養上清ではプロゲステロン添加の有無にかかわらず抑制作用はなかった．添加したプロゲステロン

濃度（O．5μg／m1）は単独でリンパ球増殖を抑制し得る最低濃度（32μg／ml）より遙かに低く，また添

加培養後の上清での測定ではいずれも30ng／ml以下とさらに減少していた事から上述の効果はプロゲ

ステロンの直接作用によるものではないと考えられる．また増殖期で添加したプロゲステロン濃度と

抑制効果の検討では，0．25μg／mlより0．5μg／ml添加培養後の上清の方がより強い抑制作用を示したが，

1μg／mlではそれ以上の増強効果は認められなかった．

　以上の成績から，内因性または外因性のプロゲステロンが一定閾値内でヒト子宮内膜に働き，液性

の免疫抑制物質の分泌を促進する事が示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，33（4），725－730，1988）
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緒　　言

　ヒト非妊子宮内膜器官培養の上清に，PHA刺激

リンパ球の増殖反応に対する抑制効果がある事は既

に報告した1）．子宮内膜組織は卵巣ステロイドの標的

臓器であり，子宮内膜の周期性変化や分泌作用はこ

れらの性ステロイドの影響を大きく受けている15）．機

能的，形態的な子宮内膜組織の変化が子宮内膜由来

の免疫抑制物質分泌とも関連している可能性を探る

ため，エストロゲン及びプロゲステロンをヒト子宮

内膜短期器官培養に添加し，その培養上清のPHA

刺激リンパ球増殖反応に及ぼす影響を検討した．

研究方法

1．組織培養法

　標本の採取及び培養は既に報告した方法と同様に

行った1｝．子宮摘出術より得た子宮内膜組織は細切後

1－2時間前培養し，引き続き48時間Trowell’s　T8

培養液（Gibco　Laboratories，　U．　S．　A．）にて静置培

養しその上清を採取した．エストロゲン（17β一

estradiol，　Sigma，　U．　S．　A．）とプロゲステロン（4－

pregnene－3，20－dione，　Sigma）は純エタノールに

溶解し，TrowelPs　T8培養液で希釈して器官培養に

添加した．なお培養液中のエタノール濃度は0．005％

（V／V）以下となるように調整したが，これは予備実

験でリンパ球増殖に影響しない事を確認した濃度で

ある．エストロゲンとプロゲステロンの濃度は各々

0．1μg／ml，　O．5μg／mlとした．培養液対照としては

Trowell’s　T8培養液（FCS，抗生物質及びエタノー

ルを同量含む）を上記と同様に48時間incubator内

に静置したものを用い，組織対照としては大網膜組

織を子宮内膜組織と同様に処理した培養上清を用い
た．

2．PHA刺激リンパ球培養法
　成人健康男子末梢血より比重遠心法で得たリンパ

球は，10％FCS，1001U／ml　penicilline，100μg／ml

streptomycin　sulfateを含むRPMI1640培養液
（Gibco）で培養した，リンパ球，　PHA－M　（Difco

Laboratories　U．　S．　A．），子宮内膜上清，は各々1x106

個／ml，10μ1／ml，40％V／Vとして調整し，丸底培養

チューブ（12x75　mm，Falcon　Laboratories，　U．　S．　A．）

を用いて，37℃，5％CO2　incubator内で96時間培

養した。

3．リンパ球増殖反応の判定法

　リンパ球の分裂増殖と比例する核酸合成量とグル

コース消費率はFBT法1）及びGCT法1）で測定し，

FBT法では以下の式により求めたStimulation
Index（SI）と％Suppression（％Sup）で表した．

　　（PHA添加群の蛍光強度一バックの蛍光強度）
SI＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x100
　（PHA無添加群の蛍光強度一バックの蛍光強度）

％S・p－ （1一組織欝讐のSINO・

GCT法では培養液のグルコース消費量をグルコメッ

サーを用い，以下の式で計算し，グルコース消費率

を求めた．

グルコース消費量（mg／dl）＝PHA無添加リンパ球

培養上清のグルコース量（mg／d1）－PHA添加リン

パ球培養上清のグルコース量（mg／dl＞．グルコース

消費率（％）＝グルコース消費量（mg／dl）÷PHA無

添加リンパ球培養上清のグルコース量（mg／dl）．

　なお，すべての実験はduplicateで行い，結果は

paired　Student’s　t－testにより有意差を検討した．

研究成績

L卵巣ステロイド添加の影響について

　FBT法で卵巣ステロイド無添加あるいは添加の

子宮内膜器官培養上清計17列（分泌期7例，増殖期

10例），及び組織対照としての大網膜器官培養上清8

例のPHA刺激リンパ球増殖反応に対する影響をみ

ると（表L図1），増殖期ではステロイド無添加及

びプロゲステロン添加（P）の平均抑制率は各々28±

12％と35±11％であり，プロゲスラロン添加の群10

例中9例では有意に抑制率の増加が認められた（P＜

0．05）．GCT法でも同様の結果で（表2，図2）プ

ロゲステロン添加群（13例）及びプロゲステロン（P）＋

Table．1　Effect　of　steroid－treated　endometrial　super・

　　　　natants　on　PHA・induced　lymphocyte　react－

　　　　ivity　examined　by　FBT（Mean±SD）

Suppres51veδct8Vltv（％ SUぴ併OSSlon

Prollferatlvo　or恩ornetrlurn Se仁retOFy　endome！「旧冑1

cago ag6
Gyol8
day

9torOld
　（一） ＋P ＋E caso 即障

cycb
day

SterOld
　〔一） ＋P ＋E

1 38 6 肚o 20±4 ND li 3了 1了 3肚2 33土　1 ND
2 42 ア 9±　1 17±　1 12士1 12 43 21 23±4 20tI4 19±3
3 輔 12 33±　1 44士2 NO 13 43 24 36土3 36土6 31±4
4 45 13 28」：1 26丈0 26」：2 14 36 25 40±6 44±　4 46±6
5 37 14 27±2 28まo 21士2 15 40 25 40±1 37±　8 39±　2

6 44 14 4は　3 43±　5 ND 16 43 25 41±1 4略士　1 42士　6

ア 3了 15 42±8 43土　7 ND 1ア 45 31 45±9 37丈　1 ND
8 37 15 39‡　o 43土　1 34±2 一 一 一 一 一 　
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　　　　　　　　　　　　　Fig．2　Effect　of　steroid－treated　tissue　culture　super・

　　　　　　　　　　　　　　　　　natants　on　glucose　consumption　rates　of　PHA－

　　　　　　　　　　　　　　　　　stimulated　lymphocyte　cultures，

エストロゲン（E）添加群（6例）の増殖期子宮内

膜培養上清のリンパ球グルコース消費率はステロイ

ド無添加群より有意に低値を示した．しかしながら

エストロゲン添加ではFBT法，　GCT法いずれに

よってもこのような傾向は認められなかった。

　一方、分泌期子宮内膜培養上清のFBTによる検

討ではステロイド無添加群（7例）の平均抑制率38±

7％に対してプロゲステロン添加群（7例）は36±

8％，エストロゲン添加群（5例）は35±11％で，

ステロイド添加による抑制効果の増強は認められな

かった（表1，図1）．またGCT法でも，分泌期内

内膜ではステロイド添加培養による変化はなかった．
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Fig．3　Effect　of　concentrations　of　P　treatment　oll　the

　　　　suppressive　activities　of　proliferative　endomet－

　　　　rial　supernatants　examined　by　FBT（A），　and

　　　　GCT（B）．

（表2，図2）．

　組織対照として用いた大網膜ではFBT法，　GC

T法ともにステロイド添加の有無にかかわらず抑制

効果は全く認められなかった．

2．添加プロゲステロン濃度の抑制効果に及ぼす影

　　響について

　O．25μg／ml，0．5μg／ml，1μg／mlの3濃度のプロゲ

ステロンを増殖期子宮内膜の器官培養に添加し、こ

れらから得た培養上清の抑制効果を検討すると，プ

ロゲステロン添加によって増殖期子宮内膜培養上清

の抑制率は徐々に増強し（図3A），グルコース消費

率も徐々に減少する傾向が認められた（図3B）．し

かし0．5μg／ml以上の濃度（1μg／ml）を添加しても0．
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Fig．4　Effect　of　progesterone　on　PIIA－induced　lympho－

　　　　cyte　reactivity　examined　by　FBT（A），　and　GCT

　　　　（B）．

5μg／ml添加との差はなかった．

3．PHA刺激リンパ球増殖反応に対するプロゲス

　　テロンの影響について

　プロゲステロンの直接的な抑制作用発現濃度を検

討するため，各種濃度でPHA刺激リンパ球培養に

添加し，96時間培養後のリンパ球の核酸合成量（S

I）あるいはグルコース消費率とプロゲステロン無

添加群の各々を比較すると（図4），プロゲステロン

濃度が1．6μg／m1までではリンパ球増殖反応に対する

1
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影響はなく，3．2μg／ml以上で有意な抑制作用が認め

られた．

考　　察

　免疫学的には妊娠現象は同種移植で，その成立・

維持には複雑な免疫制御機構の存在が推定されてお

り，妊卵が直接的に接する子宮内膜にも妊卵の拒絶

を防ぐなんらかのメカニズムが存在すると考えられ

る．子宮内膜は卵巣ステロイドの影響下にダイナミ

ックに変化し，プロゲステロンはエストロゲンの作

用をあらかじめ受けている子宮内膜組織を分化（脱

落膜化）させる．またプロゲステロンにはin　vitro4・10｝

あるいはin　vivo6・8）で免疫抑制作用かあることが報告

されている．子宮内膜組織中のプロゲステロン濃度

は増殖期に比べ分泌期に増加することが知られてい

る12）が，その子宮内膜における免疫的意義は明らかで

はない．最近，免疫抑制作用をもち，プロゲステロ

ンに依存する子宮内膜組織内の大型類リンパ細胞が

ヒト非妊子宮内膜に存在すると報告されており5），ま

た，Wirai6）らは，プロゲステロンとエストロゲンの

影響によって免疫グロブリンが子宮から分泌される

ことを示した．さらに，ヒツジ子宮腔内皮膚移植の

生着時間はプロゲステロンによって延長されること

も報告されている6）．一方，エストロゲンのリンパ球

の増殖反応に対する影響は，促進から抑制までいろ

いろな説が挙げられている7）が，Ahlgvist2）らはエス

トロゲンによってallograftの生着時間が延長される

ことを示した．また，プロゲステロンが標的臓器に

おいて特異的にその生物学的効果を現すためにはエ

ストロゲンとプロゲステロンの協調作用が必要と考

えられ，特に子宮内膜とプロゲステロンの結合能力

はエストロゲンによって増強されることも明らかに

なってきた3・9・14）．

　近年，子宮から分泌される可溶性物質の生物活性

についての研究が注目されており，多くの動物（ヒ

ツジ6），ブタll），ウシ13｝等〉実験よりプロゲステロン

の刺激により子宮が免疫抑制タンパク質を分泌する

ことが報告されている．しかし，ヒトにおいては子

宮内膜の免疫抑制能と卵巣性ステロイドとの因果関

係についての報告はみられない．我々はヒト子宮内

膜器官培養上清の免疫抑制作用が増殖期に比べ分泌

期に有意に強いことをすでに報告しているが1），今回

の実験によって，増殖期内膜ではプロゲステロンを

添加して培養すると抑制作用が増強するが，エスト

ロゲン単独ではこのような効果のないことが明らか

となった．この効果がプロゲステロン自身の持つリ

ンパ球増殖抑制作用によるものでないことは，培養

後の上清中のプロゲステロン濃度がいずれも30ng／ml

以下で抑制を起こす濃度（3．2μg／m1）より遙かに低

く，またプロゲステロンを添加した分泌期内膜や組

織対照での検討からも裏付けられる．また，増殖期

内膜培養への添加プロゲステロン濃度が0．5μg／ml以

上では抑制効果がプラトーとなることや，すでに内

因性プロゲステロンが働いている分泌期内膜ではこ

のような効果が見られなかったことは，プロゲステ

ロンが子宮内膜からの免疫抑制物質の分泌を促進し

ていること，及びプロゲステロンの作用が一定の閾

値内で働いている事を示唆する．

　プロゲステロンが子宮内膜のどの細胞を介して免

疫抑制物質の分泌を促進しているかは今後の検討課

題であるが，この免疫抑制物質が妊卵着床の容認の

ため局所で母体免疫担当細胞に作用している可能性

が考えられ，いわゆる‘黄体機能不全’による着床障害

が内膜の免疫抑制能低下による拒絶反応の結果であ

ることも推測される．

　本論文の要旨は第30回日本不妊学会学術講演会

（昭和60年11月，東京）において発表した．
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　　　Effect　of　ovarian　steroids

　　　on　the　immunosupPressive

activity　of　hllman　endometrial

supernatants　　　evaluation　by

fluorometric　blastformation

　　test　and　glucose

consumption　test
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　　　　　　　and　Obstetrics，
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of　Medicine，　Kyoto，606　Japan

（Director：prof，　Takahide　Mori）

　　For　the　assessment　of　the　influence　of　ovarian

steroids　on　the　secretion　of　an　immunosuppressive

substance（s）from　human　non－decidualized　ell・

dometrium，　supernatants　from　short－term　cultures

of　endometrial　tissues　with　or　without　the　addition

of　progesterone　（P）and／or　estrogen　（E），　were

examined　for　their　effects　on　phytohemagglutinin

（PHA｝・induced　lymphocyte　reactivity　by　fluor－

ometric　blastformation　test（FBT）and　glucose

consumption　test（GCT）．　By　the　addition　of　P　alone

or　in　combination　with　E，　the　suppressive　activity

of　superrユatants　was　significantly　enhanced　　in

proliferative　but　not　in　secretory　endometria，　how・

ever，　that　of　E　alone　remained　without　irlfluence　on

immunosuppression　of　either　proliferative　or　secre・

tory　endometria．　Supernatants　from　the　secretory

endometria（SES）were　significantly　higher　in　sup－

pressive　activity　than　that　of　proliferative　ones

（PES）．　The　enhancing　effect　of　P　on　the　suppressive

activity　of　PES　was　gradually　elevated　by　increas－

ing　the　concentration　of　P　in　the　endometrial　cul－

tures　from　O25μg／ml　to　O．5μg／ml，　but　a　higher

concentration　of　P　at　1μg／ml　did　not　further

enhance　the　activity．　The　concentrations　of　P　in

P－treated　endemetrial　supernatants　were　too　low　to

affect　lymphoproliferation　in　FBT　and　GC↑．　These

findings　indicate　that　the　endogenous　or　exogenous

Pact　on　the　human　endometrium　under　a　certain

threshold　of　concentration　to　stimulate　for　releas－

lng　an　lmmunosuppressive　substance（s），　thereby

facilitating　the　implantation　process　of　fertilized

ovum．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和62年10月3日）
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　我々は家兎胞胚を用いて一連のin　vitro着床実験を行なっているが，今回その基礎段階として非妊

家兎子宮内膜細胞を短期培養しこれに形態学的考察を加えてみた．位相差顕微鏡上はfibroblast・like

cellsと胞体の広いepithelial・like　cellsの混在が見られたが，後者の周囲には多量のcollagen　fibrils（以

下CF）が認められ，また細胞質のphagosome内でCFを取り込み消化している像が確認された．　C　F

の生産・取り込み・消化等に関しては現在不明な点が多いが，家兎の着床ではCFの大きな関与が示

唆される．すなわち培養しているだけの内膜細胞ではCFを産生はしても生産・取り込み・消化等の

調節機構によってうまくその量がcontrolされているが，着床現象ではその調節機構が壊れ，　C　Fを伴

った内膜細胞の三次元的盛り上がりがおこり，胞胚を迎えに行き，かつ接着因子として働くものと考

えられる．この事は着床のmechanism解明の糸口になるものと思われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，33（4），731－738，1988）

緒　　言

　我々は着床のmechanismを解明するために，家兎

胞胚を使ってin　vitro着床実験を行っており，その

中でさまざまな着床に関する新知見を得ている1・2・3）．

しかしin　vitro着床実験を行うにあたり，その基礎

段階として初めに家兎の子宮内膜細胞を短期単層培

養しているが，子宮内膜細胞自体も培養する事によ

りbiologica1にさまざまな変化をきたしてくる．そ

の変化に着目しながら，特に形態学的変化に着目し

て若干の考察を加えてみた．これにより子宮内膜細

胞のもつ多彩な機能の一端を解明でき，さらに着床

における子宮内膜細胞の役割解明の手がかりが得ら

れたと考えられる．

方　　法

　使用した家兎は処女のNew　Zealand　White　Rab－

bit（Keari　3．5　kg）で，無菌管理のもとに外科的に子

宮を摘出し，摘出後ただちに37．0℃のHanks液

100mlの中に入れ充分に洗浄した．これを2～3回く

り返し，次に摘出した子宮を滅菌シャーレの中に置

き約15mlのmediumを入れた．　mediumの組成は，
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Waymouth　MB752／1液90％，　fetal　calf　serum

10％にantibiotics　（penicillin　100u／ml十

streptomycin100μg／ml）添加とし，これは以下の培

養においても同様に使用した．まず，子宮（双角子

宮）の前面膣部から耳鼻科用勢刀にて切開を入れ，

左右の子宮底部まで一気に子宮前面のみを切り開い

た．切開した子宮はmediumにて数回洗浄し，血液

をきれいに洗い流した．次に，子宮内膜組織の採取

にとりかかったが，ごくわずかに肥厚した子宮内膜

組織（非妊のため非常に薄い）を，さきほどの耳鼻

科用勢刀でその子宮腔側のごく少量ずつ剥離切除し

ていった．これを左右の子宮について行えば，かな

りの量の子宮内膜組織を採取することができた．こ

れらの組織をやはりシャーレの中で耳鼻科用勇刀に

て約1mm3程度（小さければ小さいほどよい）のfrag－

mentsに細切していき完全に細切し終ったところで，

ピペットで試験管に集めた．この試験管を遠沈器（800

回転／分）にかけpelletsのみを集め，次にPBS（一）

液で数回洗浄，完全にCa2＋を取り除いた．そうして

スターラーを入れた小三角フラスコにpellets（細切

された内膜fragments）のみを集め，約15m1程の0．

25％トリプシン液（Difco）と共に約20分間，37．o℃

のもとで撹挫した．こうすれば子宮内膜組織はその

ほとんどが一つ一つの子宮内膜細胞に分離され，0．25

％トリプシン液の中に浮遊した状態となった．これ

を再び遠沈器（800回転／分）にかけ，そのpelletsの

みを集めCorning　culture　dish（35　mm×10　mm　style）

の中で培養を始めた．1つのdishには，さきほど述べ

た組成のmedium約2mlとごく少量の子宮内膜細胞

（10万個程度，1羽の家兎より30dishesとれる）とが

入れられ，これを開放系（95％空気＋5％CO2）のもと

37．0℃のincubatorの中に入れた．　medium　changeは

2日毎とし，10日目の状態で位相差顕微鏡写真をとっ

た．さらにそのままの状態（10日目）で，4％paraform

aldehydeおよび5％glutal　aldehyde等量混合液で前

固定，1％osmium　tetroxideで後固定，　ethanol

series脱水後epon包埋し，　ultramicrotome（MT2－

B）にて超薄切片を作成，ウラン・鉛の二重染色（一

部にウラン単染色〉後，透過型電子顕微鏡
（HITACHI－H　600）にて観察を行った．なお超薄切

片作成の時点では，子宮内膜細胞の存在する面（す

なわちdishの底面）にparallelの方向に切片を作成

した．従ってトリミングはほんの1～2μしかできない．

また念のために底面にverticalな方向にも切片を作

成した．

成　　績

　Corning　culture　dishで培養された子宮内膜細胞

は，その培養開始後4日目において完全にconfluent

な状態となった．培養開始後10日目における位相差

顕微鏡写真を写真1・写真2に示す．

　dishの中ではそのほとんどが写真1に示すような

fibroblast－like　cells（いわゆるendometrial　stromal

cells）に埋められているが，一部に写真2に示すよう

な，細胞の胞体が肥厚したepithelial　cellsとは言え

ないにしても，epithelial－like　cellsの存在が見られる．

写真1においてはその細胞配列が一方向性であるの

に対し，写真2においては方向性がなくバラバラの

状態にある事も特徴としてあげられる．これら写真

1および写真2に相当する部分においてそれぞれ透

過電顕写真を撮った．すなわち写真1の電顕写真が

写真3・写真4で，写真2の特に胞体の肥厚した細

胞における電顕写真が写真5　一一写真9である．

　　　　　　　　　　　　　　位相差顕微鏡×200

写真1　培養開始後1（川目における家兎子宮内膜細胞。特

　　　にfibroblast－like　cellsと考えられる細胞である。

　　　　　　　　　　　　　　　位相差顕↑散鏡×200

写真2　培養開始後10日目における家兎子宮内膜細胞。

　　　fibroblast－like　cellsとその胞体がやや広くなっ

　　　たepithelial・like　cellsとの混在が見られる。
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　写真3においては，fibroblast・like　cellsの存在が

うかがえるが，一部にmicrovilliの多数存在する部分

もある．しかし全体的にはmicrovilliの数も少なく，

形態学的にはfibroblast様である．細胞質の中には特

に穎粒を思わせるような物質は存在していないが，と

ころどころに空胞と思われるような電子密度の低い

部分，豊富なribosome，　mitochondriaなどが認めら

れる．また細胞と細胞の間にはdesmosome様構築が

きわめて稀であるが認められる．

　写真4は写真3の左下方の拡大像であるが，細胞

質の中にはtonofilamentの存在が見られる．この拡

大像においては，一部にdesmosome様構築があり，そ

れが引き離されたような部分も存在している．また細

胞質中には豊富なribosomeおよびきめのあらい電子

密度の低い部分も存在している．

　写真5は，やや胞体の広い位相差顕微鏡でみれば

epithelial－like　cellsと思われるものの電顕像である

が，電顕で見る限りfibroblast－like　cellsの細胞体が

広くなったものと考えられる．すなわち元来の
epithelial－like　cellsと考えるよりfibroblast－like

cellsの胞体が広くなったものと考える方が妥当と思

われる。その理由としてmicrovilliも特に多くなく，

desmosome様構築の存在も認められず，形態学的に

上皮由来の特徴に乏しいからである．ただ細胞質の

中に電子密度の高い球形に近い物質がわずかではあ

るが存在する．これらの物質は，形態学的には

Iysosomeと考えられる．また細胞質内の粗面小胞体

はかなり豊富に見うけられる．非常に特徴的なこと

は，細胞と細胞との間に極端に多量の繊維状の物質

が存在することである．それらの物質は，縦断面像・

横断面像を呈しているが，横断面像においては横紋

構造を有している．おそらくcollagen　fibrilsと考え

られるが，これらやや胞体の広くなった細胞の周囲

に多量に存在し，写真3のような細胞の周囲にはま

ったく存在しない．しかも右上方の細胞においては，

細胞質の中にもわずかではあるが横紋構造を有する

collagen　fibrilsの存在が認められる（arrow↑）．

　方法の項で述べたように，底面にverticalな方向

にも切片を作成してみたが，1～2層の子宮内膜細

胞が存在し，collagen　fibrilsがその間や子宮内膜細

胞の存在する高さまであるのみであった．

　我々の行っている一連の家兎胞胚in　vitro着床実

験においては，時間的経過につれて培養内膜細胞は

collagen　fibrilsを放出し受精卵透明帯に向かって三

次元的構造の盛り上がりを見せた1・2・3）が，内膜細胞の

みの培養においては少なくともcollagen　fibrilsの盛

り上がりを示唆するものは認められなかった．すなわ

　　　　　　　TEM×3，000（ウラン・鉛二重染色）

写真3　fibroblast－ljke　cellsと思われる部分の透過電顕

　　　像。全体的にmicrovilliの数は少なく，稀にdes・

　　　mosome季莱構築が見られ．る。

　　　　　　　TEM×25，000（ウラン・鉛二重染色〉

写真4　写真3の左下方の拡大像である。t部はdes・

　　　Inosome様構築が引き離された部分。遊離ribo－

　　　someが豊富である。　Nは核（以下同じ）。
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　　　　　　　　TEM×5，000（ウラン・鉛：市染色）

写真5　位相差顕微鏡上epithelia1・like　cellsと思わ才しる

　　　　部分の透過電顕像。電顕で見る限りepithelial

　　　cellsではなく，fibroblast・like　cellsの胞体が広

　　　　くなったものと思われる。↑↑はIysosomeと

　　　　考えられる。t部分は，細胞質の中にcollagen

　　　fibrilsの存在が認められる。写真6にその拡大

　　　像を示す。

ちcollagen　fibrilsは，子宮内膜細胞間あるいは細胞

質内に存在するだけで，いわゆる三次元的構造の盛

り上がりを呈するものはなかった．しかも我々の実

験では胞胚を写真1に示すようなfibroblast－like

cellsの上にのみ静置したものであり，写真2のよう

なepithelial－like　cellsの上にはおかなかった．

　写真6は写真5の右上のarrow↑でさされた部分

で，細胞質の中にcollagen　fibrilsの存在する部分を

拡大した像である．これによって細胞質の中に横紋構

造を有するcollagen　fibrilsの存在を確証できる，そ

れらのcollagen　fibrilsは数本つつ束になってparallel

に走行しているものもあれば単本のものもある．しか

も細胞質の中には非常に多量のribosomeがある．ま

た細胞質の中には，tonofilamentsと考えられるもの

も存在している，細胞外にあるcollagen　fibrilsはさ

まざまな走行をみせているが，数本が集束してその

集束の集点が細胞質のくぼみに入っている部分が数

ヶ所認められる．また胞体内には1ysosomeと思われ

るものの存在もある．

　　　　　　　TEM×17，000（ウラン・鉛1重染色）

写真6　写真5の（arrowt）部分の拡大像である。細胞

　　　　質中の横文構造を有するcollagen　fibrilsの存在

　　　　が明確に示されている。また細胞質中には非常

　　　　に多量のribosomeがある。

　写真7は細胞質とcollagen　fibrilsとの関係をさら

に高倍でとらえたものである．ここでは細胞質の中に

tonofilamentsが存在し，それらの細胞外延長上に横

紋構造を有するcollagen　fibrilsが認められている．し

かもそのcollagen　fibrilsの横紋構造は，細胞から離

れれば離れるほど濃染され明瞭となってくる傾向が
ある．

　写真8A，8Bは，核に近接する横紋構造が不明

瞭なcollagen　fibrilsの写真である．これらのfibrils

は細胞内に局在しているが，よく観察すると

phagosome（arrow↑で示されている）内に局在し

ているのがわかる．

　写真9は写真8A，8Bと異なって，細胞周辺部
の細胞内に局在するcollagen　fibrilsの写真である．や

はりこのfibrilsもphagosome（arrow↑）内に局在

しているのがわかる．おもしろい所見としては，上

方の細胞間隙のcollagen　fibrilsに比べて
phagosome内のfibrilsはその横紋構造が不明瞭な点

である。
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TEM×30，000（ウラン・鉛二重染色）
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写真7　細胞質とcollagen　fibrilsとの関係をとらえたも

　　　　ので，細胞質中のtonofiユamentの糸［ll胞外延長上

　　　　に横紋構造を有するcollagen　fibrilsの存在が

　　　　見られる。collagen　fibrilsの横紋構．造は細胞か

　　　　ら離れるに従い明瞭となってくる。

　　　　　　　　　　　TEM×50，0〔〕0（ウラン単染色）

写真9　8A　8Bと異なり細胞周辺部の細胞内に局在す

　　　　るcollagen　fibrilsである。やはりcollagen

　　　　fibrilsはphagosome（arrowt）内に局在してい

　　　　るが，その横紋構造はきわめて不111］瞭となって

　　　　いる。

写真8A・8B　細胞質の中で，特に核に近接している部分のcollagen　fibrilsをとらえたものである。よく観察すると

　　　　　　　collagen　fibrilsはphagosome内（arrowt）に局在しているのが分る。

　　　　　　　8Bは8Aをさらに拡大したものである。

　　　　　　　8A　TEM×60，000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（共にウラン単染色）
　　　　　　　8B　TEM×80，000
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考　　察

　以上，非妊家兎子宮内膜短期培養細胞においてさ

まざまな特徴的所見を呈示してきたが，これらにつ

いて考察を加えてみたい．

　まず家兎の子宮内膜培養細胞においては，typical

なepithelial　cellsは存在しなかったことである．人

子宮内膜培養細胞においては初代培養の時点で，お

そらく腺上皮成分が増殖したと考えられる部分と間

質成分が増殖したと考えられる部分の混在が見られ

る4・5）．もちろん間質成分の方がはるかに広い部分を

占めているが，これらが約1ヶ月間の培養において

変化をきたしてくる．すなわち，上皮成分はまず小

さな球状となってFlaskの底面に生着できなくなっ

てくる．その後間質成分の部分がこれを埋めて，い

わゆる間質成分dominantの状態を生み出してくる．

そうしてこれらが約4ヶ月間培養されつづけて死滅

してしまうという結果になる4・5・6）．もちろんその間は

継代培養されているわけだが，最初の頃のfibroblast

と次第に時間を経過したfibroblastとはかなり形態

学的相違がみられる6）．胞体は広がり，空胞も増加し

てくる．今，非妊家兎子宮内膜培養細胞において，

位相差顕微鏡上は明らかにfibroblastと考えられる

細胞と，やや胞体を増しepithelial－like　cellsと考え

られる細胞とが混在していたが，これらはfibroblast

が培養されることによって変化を来たしたと考える

のが妥当のようであり，この事は前項で触れた．家

兎の子宮内膜細胞の場合，継代培養をすることは困

難であり，初代培養細胞の寿命も約1ヶ月　（3週間

程度）と思われる．以上のことを考えても家兎の場

合，人の子宮内膜細胞に比較してより早い速さでfi－

broblastの変化も進んでいくものと思われる．

　次に特徴的なことは，非妊家兎子宮内膜細胞にお

けるcollagen　fibrilsの生産である．しかもそれらが

今述べた明らかにfibroblastと思われる細胞ではな

く，やや胞体を広くした一見epithelial－like　cellsと

考えられる細胞の周囲に非常に多量に存在する事で

ある．これらの細胞においては，きわめて豊富な粗

面小胞体とtonofilamentと考えられ，るものが必ず認

められる．一般にcollagen　fibrilsの産生については，

粗面小胞体，滑面小胞体，ゴルジ装置などが関与し

てprocollagenを作り，exocytosisあるいは粗面小胞

体によってこれを分泌，特殊な場合に滑面小胞体から

これを分泌して，胞体外にprocollagenを出すが，こ

のprocollagenは酵素学的作用を加えられて
tropocollagenに変わり細胞外で架橋が進行していき，

横紋構造を有するcollagen　fibrilsが細胞外で生産さ

れる事が知られている7）．すなわち現在では一般的に

collagen　fibrilsは細胞外で成熟する，それゆえ横紋

構造をもつ成熟collagenは細胞外で観察されるとの

意見が多数を占め，Seifert8），　Gmelin　et　aL9）のよう

な細胞内での成熟を唱える研究者は少数である．

しかし，我々も細胞内でcollagen　fibrilsを多く観察

しているが，これらはphagolysosome内に局在して

いるものであり，Ten　Katei°・11・12）が言っているよう

に，細胞外でover　productionされたcollagen　fibrils

がphagosomeによって取り込まれ，そしてlysosome

enzymeによって消化されつつあるものと推測される．

それが証拠に我々の観察する細胞内collagen　fibrils

は，その横紋構造が不明確なのである，このように位

相差顕微鏡上は一見epithelial・like　cellsと思われる

細胞はcollagenの生産，取り込みそして消化等の機

能によってcollagenの全体量をregulateしているも

のと思われる．

　collagenに関しては，　vertica1な方向への切片から

それが三次元的盛り上がりを見せない事は先程も述

べた．すなわちこれらの細胞は多量のcollagen　fibrils

を産生はするが，その量をregulateする機構（生産，

取り込み，消化等）が働いてうまくその量を調整し

ているものと思われる．しかし家兎胞胚のin　vitro着

床実験において我々は，胞胚をdishに入れて6時間

後頃より子宮内膜細胞からcollagenが分泌され，そ

れが三次元的盛り上がりをみせて，胞胚のzona　pel－

lucidaの方へ向かっていく事実を突きとめている2・3）．

この事は，着床という子宮内膜細胞と受精卵との関

係変化の流れがその初期段階において，子宮内膜細

胞のcollagen産生，取り込み，消化等というcollagen

量の調節機構に何らかの狂いを生じさせ，着床現象を

進展させていくのではないかと推測される．またこの

in　vitro着床実験においては，胞胚をdishに入れて

72時間後にはcollagen　fibrilsがまったく消失してし

まうのであるが1・2・3｝その事も着床現象のcollagen　fi－

brilsに関する一つの解明すべき問題点である．これ

らの現象は受精卵と子宮内膜細胞（特にその中心的

役割を果たすのは内膜間質細胞と考えられるが）と

の着床においてきわめて重大な事実で，collagen　fi－

brilsの着床前後における急激な増加と消失はこれが

着床のためのみに使われ，不要となった時点で吸収

されてしまう事を予測させる．しかも我々の行った

家兎胞胚のin　vitro着床実験で胞胚を静置した部分

は，写真1に示されるように明らかなfibroblast・like

cellsの場所であり今回の研究で明らかなように胞胚

を入れる前にはcollagen　fibrilsの存在はなかったも

のと考えられる．つまり胞胚をfibroblast－like　cells
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に接着させて数時間のちにcollagen　fibrilsの三次元

的盛り上がりがおこったと考えられるのである．我々

は子宮内膜間質細胞の産生するcollagen　fibrilsは胞

胚と内膜細胞とのattachment　factorの一つと推測

しているが1・2・3），さらにtrophoblastの接着・増殖を

も促進しているもの13）と考えられる．現在collagen

fibrilsに関しては数多くのtypeが発見されており14），

このcollagen　fibrilsがどのtypeのものなのか即断

はできないが，我々はtype　I・III・IVなどの可能性

を予測している．

　ところでcollagen　fibrilsの産生は，人の非妊子宮

内膜培養細胞においては家兎の非妊子宮内膜培養細

胞に比べると非常に少量である．この事は家兎の場

合とまったく異なる点で，家兎の場合このcollagen

fibrilsないしはその分解酵素がzona　pellucidaの融

解（rupture）15）にも深い関係をもって着床現象を進め

ているのではないかと推測している．

結 び

　以上，実験結果観察とそれからの考察を混じえな

がら非妊家兎子宮内膜短期培養細胞における形態学

的研究を行ってみたが，この事は着床のmechanism

解明に大きなone　stepとなりえたと考える．着床現

象に関しては，もちろん形態学ばかりではなく，生

物学的，生化学的，hormone学的にもさまざまな研

究を加えていかなければならないが，今回の実験が

その基礎段階を形成してくれるのは確かな事だと考

える．

　今回の実験に当っては福井医科大学産科婦人科学

教室，東江千江女史に御助力いただいた．紙面を借

りて感謝の意を表します．
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We　have　been　conducting　a　series　of　in　vitro

implantation　studies　using　rabbit　blastocysts．　In　the

present　basic　study，　we　cultured　endometrial　cells

from　virgin　rabbits　for　a　short　period　and　observed
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them　morphologically　by　electron　microscopy．　By

light　microscopy，　fibroblast・like　cells　and

epithelial－like　cells　with　broad　spores　coexisted，

and　abundant　collagen　fibrils　were　noted　around

the　latter　cells．　In　the　cytoplasm　of　the　epithelial－

like　cells，　moreover，　collagen　fibrils　were　recog・

nized　occasionally．　The　collagen　fibrils　in　the　cyto・

plasm　were　localized　in　the　phagosome，　and　their

striated　structure　was　unclear．　Usually　collagen　is

produced　by　endometrial　cells　and　is　taken　in　and

digested　to　regulate　cellular　volume，　but　in　the　in

vitro　implantation　of　rabbit　blastocysts，　it　seems

that　the　mechanism　for　regulation　is　disturbed　so

that　the　endometrial　ce11s　gather　an　over　abun一
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dance　of　collagen　fibrils．　This　changes　their　mor・

phology　from　flat　cells　into　more　rounded　ce11s　as

they　become　stuffed　with　collagen．　Such　three・

dimensional　rounding・out　due　to　excessive　accumu・

lation　of　collagen　fibrils　was　observed　in　the　in

vitro　model　of　rabbit　blastocysts，　but　not　in　a　single

layer　culture　of　endometrial　cells　alone．　We　con－

sider　these　collagen　fibrils　as　one　of　the　attachment

factors　for　the　implantation　of　endometrial　cells

and　blastocysts．　The　micromorphologic　study　of

these　cultured　endometrial　cells　seems　to　be　an

important　step　in　the　research　of　implantation．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付二昭和62年12月14日）

：
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卵管粘膜上皮一とくに線毛細胞についての

形態的，機能的研究

The　Morphological　and　Functional　Study　of

the　Ciliated　Epithelium　of　the　Human　and

　　　　　the　Rabbit　Fallopian　Tube

大阪市立大学医学部産科婦人科学教室（主任：須川　倍教授）

　　　　　　　　岡　本　吉　夫

　　　　　　　Yoshio　OKAMOTO

Department　of　Obstetrics＆Gynecology，

Osaka　City　University　Medical　SchooI

　　（Director：Prof．　Tadashi　Sugawa）

　卵管粘膜上皮は，主として線毛および分泌細胞から構成されているが，卵管におけるこれら細胞の

生理学的意義を解明すべく、線毛細胞につき，形態的，機能的検討を加えた．

　ヒト卵管における線毛細胞の相対的面積比は，卵管の各部位において，月経期，増殖期，分泌期の

順に，また部位的には采部，膨大部，峡部の順に減少した．

　線毛運動数は，ヒトでは月経各周期，加齢，病的変化による差は認められなかった．去勢家兎では

性ステロイド投与による影響は認めえなかったが，hCGによる排卵誘発例では，　hCG投与72時間後，

線毛運動数は有意に増加していた．また，家兎卵管端々吻合部では，形態的には術後2週間，機能的

には術後4週間で正常に回復していた．

　以上の検討から，排卵後の卵の輸送には線毛運動の関与が推察され，正常卵管粘膜上皮が存在すれ

ば，卵管吻合術後の卵管機能の回復も十分に可能と考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steri1．，33（4），739－754，1988）

緒　　言

　卵管性不妊は女性不妊症患者の原因の約30％を占

め，内分泌性不妊と並び，不妊の2大原因となって

いる．近年，卵管性不妊に対する治療法として，体

外受精，胚移植が開発され，臨床応用されているが，

技術的にもなお未解決の問題が残されている．一方，

通過障害を有する卵管の再疎通を試みる卵管形成術

は従来より行なわれてきたが，その成功率ははかば

かしいものではなかった．1966年，Swolinl）が卵管

形成術にMicrosurgeryを導入して以来，とくに卵管

結紮術後の形成術における再疎通率，妊娠率に改善

がみられるようになった2｝．しかし，病的閉塞卵管で

は疎通性が改善されても，結紮術後の再建術例に比

較して妊娠率は低率であることから，卵管の解剖学

的な疎通性の回復のみでは卵管の機能を十分に修復

しえたとは考えられない．そこで，卵管の形態と機

能の一面を明らかにするために，卵管粘膜上皮に注

目してみた．卵管粘膜上皮細胞は線毛および分泌細

胞より構成されているが，本研究ではとくに線毛細

胞をとりあげ，性周期ならびに加齢に伴う変化，卵

管閉塞症例における変化および再建術後の機能形態

の変遷を検討し，あわせて卵の輸送，受精の場とし

ての線毛細胞の卵管内環境に果たす役割につき考察

を加えた．

対象および方法

ヒトおよび実験動物（家兎）を対象として，その
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卵管粘膜上皮を形態学的には光学顕微鏡走査およ

び透過電子顕微鏡にて観察した．また，線毛細胞の

分時線毛運動数を測定し，機能的指標とした．

1．研究対象

　（1）ヒト卵管

　大阪市立大学医学部付属病院産婦人科において開

腹手術を受け，卵管の全摘除あるいは部分切除を受

けた23歳から69歳までの28例の卵管を対象とした．

このうち不妊を主訴としたのは病的卵管閉塞の5例

で，それ以外の23例は他の婦人科疾患（子宮筋腫12

例，子宮内膜症1例，子宮頚部上皮内癌4例，子宮

頚癌1期2例，卵巣皮様嚢腫1例，卵巣漿液性嚢胞

腺腫3例）に対する手術時に摘除された卵管である．

　①正常性周期例

　正常な月経周期を有する婦人について，月経期（4

例），卵胞期（5例），黄体期早期（6例），黄体期後

期（3例）のそれぞれの時期において検討した．

　月経周期の各時期は，基礎体温，子宮内膜日付け

診（Noyesら3）の基準による），摘出卵巣の検索，開

腹手術当日の血中Estradiol（E，）およびProgester－

one（P）値を測定し判断した．なお、血中E2値およ

びP値は第1ラジオアイソトープ社および帝国臓器

社製RIA　KITを用いて測定した．

　また，排卵期とは，前述のデータに開腹手術施行

時の卵巣の肉眼的所見も加えてperiovulationと判断

した症例である．

　②閉経期例

　子宮頚部上皮内癌および子宮頚癌1期の5例の閉

経期症例より試料を得た．閉経後経過年数は，2，

5，9，17，21年で，血中E2値およびP値の平均値

はそれぞれ23．4±14．3pg／mL　1．1±0．6ng／mlであ

った．

　③病的閉塞卵管

　卵管溜水腫3例，膨大部での卵管閉塞2例の計5

例で，全例不妊を主訴に来院し，卵管形成術を施行

した症例である．

　（3）家兎卵管

　体重2000～3600gの雌性成熟日本白色家兎60羽

を用いた．

　①去勢家兎の作製

　去勢手術はペントバルビタール0．5mg／kgを静注

麻酔下に正中あるいは側腹切開にて施行した．卵管

間膜などからの出血に際しては電気凝固はなるべく

避けた．

　②性ステロイド負荷実験

　去勢後6か月以上経過した家兎にEstradiol　ben一

zoateを5μg／day，4日間筋注した群をエストロゲ

ン（E）投与群，E投与後さらにProgesteroneを5

mg／dayで4日間筋注した群をエストロゲンおよびプ

ロゲステロン（E＋P）投与群とした．また，排卵誘

発の目的で発情期家兎耳静脈よりhCG　lOO　IUを静

注し，静注12，24，72，144時間後の卵管を採取し，

検討を加えた．

　③卵管端々吻合術の影響に関する検討

　家兎をペントバルビタールにて麻酔後，左側部切

開で開腹，左側卵管膨大部をマイクロ勇刀にて切断

し，10－0ナイロン糸3～4針にて卵管粘膜上皮を損

傷しないように再吻合した．術後1，2，4週間後

に再開腹し，吻合部，吻合部近傍の膨大部（吻合部

より5および10mm離れた部位の2か所），対照と

して対側卵管膨大部を切除し，形態的，機能的検討

を行った．

2．研究方法

　（1）形態学的研究

　ヒトおよび家兎卵管は採取後，速やかに，縦軸に

沿いマイクロ勇刀にて切開し，生理的食塩水で軽く

洗浄後，卵管采部，膨大部および峡部を粘膜を損傷

しないように筋層も含む厚さに，走査電子顕微鏡

（SEM）用には5mm平方，透過電子顕微鏡（TEM）

用には1～2mrn平方の試料を作製した．卵管の一部

は漿膜も含めて縦軸に垂直の方向で輪状に切断し，

10％中性ホルマリンにて固定後，ヘマトキシリンー

エォジン（H－E）染色標本とした，なお，家兎卵管

は，耳静脈よりの空気塞栓にて家兎を死亡せしめた

のち開腹，採取した．

　SEM用試料は，2．5％グルタルアルデヒド固定液

（燐酸緩衝）で，4℃，24時間固定後，0．1モル燐酸

緩衝液（pH　7．4）に24時間浸漬，1％オスミウム酸

にて30分間，後固定した後，上昇系列エタノールに

て脱水した．その後，酢酸イソアミルで置換，臨界

点乾燥を施行，金蒸着後，日本電子社製F－50Aお

よびF－15型SEMにて観察した．

　TEM用試料は，2．5％グルタルアルデヒド固定液

（燐酸緩衝）で4℃，4時間固定後，0．1モル燐酸緩

衝液で洗浄，1％オスミウム酸にて1～2時間後固

定し，上昇系列エタノールにて脱水した後，プロピ

レンオキサイドにて置換，エポキシ樹脂（EPON　812）

で包埋し，マイクロトームで超薄切片を作製した．

この試料を酢酸ウランで染色し，日立HS－9型TEM

にて観察した．

　また，卵管粘膜上皮表層における線毛細胞の占め

る相対的面積比（線毛細胞指数）は，卵管粘膜雛襲
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稜部のSEM写真上，1試料につき5か所以上の部位

で，Kontoron社製半自動多目的画像解析装置
Videoplanを用い測定した．

　②　機能的検討

　卵管粘膜上皮線毛細胞の分時線毛運動数を大阪市

立大学医学部耳鼻咽喉科教室にて開発された線毛運

動測定装置（図1）4）を用いて直接的に測定し，機能

的指標とした．

排出lI

謝症蔽　‘

1入11徹

1位相差蓮茸

梶」温箱1

映画撮翫

図1　線毛運動測定装置

瞬時測定装綴

㊥
一 オノンロスコープ

　試料は卵管採取後，可及的速やかに，眼科用微細

メスにより30μm程度のなるべく薄い切片として切

除し，容積約3mlのローズチェンバー内へ試料が十

分浸漬されるよう生理的食塩水を注入し，封入した．

ローズチェンバー内は恒温装置にて30±O．5℃を維持

するよう温度測定（安立計器製表面温度計HP－4F

（R）型）を行ないつつ，運動数を測定した．ローズ

チェンバー内の粘膜上皮は，倒立顕微鏡（日本光学

工業製M型）に位相差装置（日本光学工業製）を組

み合わせ，400倍で観察した．

　1つの線毛細胞の線毛群に焦点を合わせ，この線

毛運動より生ずる光の変化を硫化カドミウム受光板

が感知し，線毛脈波ピックアップ（日本光電製）を

経て，高感度直流増幅器（日本光電製ADH－2型），

オシロスコープ（日本光電製VC－8型），感熱式オ

シログラフ（日本光電製）に導き，線毛脈波を記録

し（図2），その波形より分時線毛運動数（打／分）

を同一試料につき約10か所ずつ測定した．

図2　卵管線毛脈波
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1．ヒト卯管における研究

　（1）形態学的検討

　まず正常月経周期例につき検討した．

　黄体期早期の采部（図3），膨大部（図4），峡部

（図5）において，線毛細胞指数は采部から峡部とな

るに向かって，順に減少する傾向を示した．この傾

向は月経周期各期を通じて同様の所見であった（表

1）．卵管各部位で線毛細胞指数には差を認めたが，

表1　ヒト卵管線毛細胞指数

　　卵管部位

月経周期
采　部 膨大部 峡　部

月経期　　（n≡4） 77．2
　±　7．2

40．3

　±143
29．9
　±10．1

卵胞期　　（n＝5） 55．8
　±16．7

41．3
　±10．7

51．1

　±15．9
早期（n＝6） 35．2

　±19。7
32．9
　±11．4

34．7
　±12．8黄体期

後期（n・3） 38．4
　±12．5

33．8
　±14．3

18．7

　±3．5
閉経期　　（n罵5＞ 5．9

　±2．8
29．8
　±15．1

20．3
　±10．9

M±1SD（％）

定型的な個々の線毛細胞および分泌細胞の形態には

変化を認めなかったので，月経周期各期における卵

管粘膜上皮の形態的変化を膨大部で比較検討した．

　①月経期（図6）

　線毛細胞には特徴的な変化を認めないが，分泌細

胞には細胞表面の膨隆した像およびその破綻像，あ

るいは扁平化した像等が認められた．

　なお，月経期采部の線毛細胞指数は77．2±7．2％

であり，月経周期各期，各部位を通じて最も高値で

あった．

　②卵胞期（図7）

　分泌細胞は平坦化，多角形を呈し，微絨毛も目立

つ．線毛細胞は分泌細胞の平坦化に伴い，突出した

状態となっており，また，線毛の長さがやや短い線

毛細胞も認められた．

　③黄体期後期（図8）

　分泌細胞は著しく膨隆し，微絨毛も増大して分泌

機能の充進がうかがわれた．

　線毛細胞の線毛の長さも十分に発達し揃っている

が，膨隆した分泌細胞に圧迫され，その間に埋もれ

るような像となっていた．

　④閉経期（図9，10）

　59歳，閉経後9年（図9A，　B），66歳，同21年

（図10A，　B）の症例を示した．



60（742） 卵管粘膜上皮の形態的，機能的研究 日不妊会誌33巻4号

　閉経後，長い年数を経過しても線毛細胞はなお存

在していたが，粘膜雛襲の扁平化とともに定型的な

分泌，線毛細胞数は減少し，かつ，萎縮していた．

すなわち，閉経後経過年数とともに分泌細胞は平坦

化し，細胞境界が明瞭となり，線毛細胞は線毛の萎

縮と線毛数の減少傾向を示した．また，上皮細胞の

脱落部も所々に認められた．

　⑤病的閉塞卵管例（図11，12）

　図11A，　Bに卵管溜水腫例（卵胞期）の采部を示

した．線毛細胞の最も豊富に存在する采部としては

線毛細胞数の減少が著明で，上皮細胞の脱落部も目

立つが，残存する線毛細胞そのものの形態は正常の

ものが多かった．分泌細胞についても同様の所見で

あった．

　図12　A，Bは膨大部での卵管閉塞例（黄体期早期）

である．本症例は33歳，6年間の原発不妊症例であ

るが，閉塞部周辺であっても，表面の微細構造はほ

ぽ正常の形態を保持していた．

　（2）機能的検討一線毛運動数の測定

　正常月経周期各期，閉経後，病的閉塞卵管例の分

時線毛運動数を測定した（表2）．

　　　　　　表2　ヒト卵管線毛運動数
　　卵管部位

月経闊期
采　部 膨　大　部 峡　部

卵　胞　期 726．O
　　±543

758．3
　　±50．5

790．O
　　±4a2

排　卵　期 796．4
　　±33」

755．0
　　±55。6

655．O
　　±369

黄偉期〔後鋤 785．0
　　±38．1

792．5
　　±26．3

797．5
　　±36．3

閉　経　期 728．0
　　±68．2

741．0
　　±63．5

637．0
　　±84．6

卵管水腫 819．0
　　±26．6

病
的卵管

卵管閉塞 785．Q
　　±44．1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　M±1SD（打／分）
　分時線毛運動数は，排卵期において，峡部では，

采部および膨大部に比して有意に（P＜0．01）減少し

ていた．閉経期峡部においても減少していたが，そ

れ以外は790打／分前後と卵胞期，黄体期各部位，

さらには病的閉塞卵管においても同様の分時線毛運

動数を保持していた．

2．家兎卵管における研究

　（1）形態学的検討

①非発情期家兎

　膨大部粘膜上皮（図13）では，ヒトと同様の線毛

および分泌細胞を示し，線毛細胞指数も采部より峡

部になるにしたがい減少する傾向を示した．

　②去勢家兎

　去勢後8か月の膨大部（図14　A，B）では，線毛，

分泌細胞とも萎縮し，線毛数の減少傾向も認め，更

年期以降のヒト卵管上皮像に類似していた．TEM像

（図14c）では，細胞質は緻密で，　Golgi装置や粗面

小胞体も目立たず，核膜にはくびれが認められた．

　③性ステロイド投与実験

　エストロゲン投与群（図15A，　B）では，線毛の

短く不揃いな線毛細胞が多く，線毛細胞の
Ciliogenesisと考えられた．分泌細胞は膨隆し，微絨

毛も十分隆起していた．TEM（図15　C，　D）では，

個々の細胞の大きさも増大し，ミトコンドリアや粗

面小胞体等も豊富で大きく，内腔も拡大し，グリコ

ー ゲンと考えられる分泌穎粒も多数出現していた．

　プロゲステロン投与群（図16）では，分泌細胞は

さらに膨隆し，ヒト黄体期後期と同様の所見を示し

た．

　（2）　機育旨白勺検言寸

　性ステロイドの形態学的変化に対する作用を検討

するともに，各種条件下での分時線毛運動数を測定

した（表3）．

　　表3　各種条件下における家兎卵管線毛運動数

　　　　卿管部位

条件
宋　部 膨大部 峡　部

非発情期
　　　　　（n；41

687．3
　　±144．8

837．2
　　±182．2

670．9
　　±133．4

去勢後（1ケ月｝
　　　　　　（n・4）

825．1’
　　±148．7

861．4
　　±　80．6

879．6
　　十189．1　　一

去勢後
（6ケ月以上）（巾5）

854．9　　十　52．2　　一

8459
　　±　44．4

8337
　　＋　52．4　　｝

エストロゲン負荷

　　　　　　〔n・5）

870．7
　　±　50．6

870．4
　　±　36．6

867．6
　　±　41．8

エストロゲン
　　十　　　　（n＝5）

プロケステロン負荷

777．7
　　±105．5

780．6
　　±120．3

850．5
　　＋182．O　　｝

　　　　　　　　　　　　　　　　M±1SD（打／分）

　非発情期，去勢後1か月および6か月以上，エス

トロゲンおよびプロゲステロン負荷の各条件下の家

兎において，卵管各部位の分時線毛運動数は，非発

情期采部，峡部では他の部位に比してやや少ないも

のの，850打／分前後でほぼ一定であり，有意な差は

認められなかった．

　一方，排卵が線毛運動に与える影響を検討するた

め，家兎に排卵誘発を行ない，その線毛運動数を測

定した（表4）．線毛運動数はhCG静注12時間後，

卵管各部位ですでに充進し，72時間後には各部位と

も約1050打／分となり，去勢後に比較して有意に

（P＜O．Ol）に増加していた．144時間後ではなお増加

していたが，正常域へと低下傾向を示した．

　（3）卵管端々吻合術の形態と機能に及ぼす影響

　術後1週問目の吻合部（図17A，　B）では，上皮

細胞の剥脱が著明で，線毛細胞の線毛の脱落，分泌

細胞の微絨毛の消失が認められた（図17C）．吻合部

より5mm離れた部位（図17　D，　E）では，線毛細胞数
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表4　排卯誘発後の家兎卵管線毛運動数

　　　卵管部位

条件
采　部 膨大部 峡　部

去　勢　後 854．9
　　±　52．2

845．9
　　±　44，4

833．7
　　±　52．4

12（n・6｝ 9333
　　±　79．2

9261
　　±　539

91ag
　　±　85．1

24
（n・4）

880．6
　　±　87．1

844．O
　　±　89．5

804．4
　　±107．9

hCG
1001U

静注後

時間

72
（n・4）

1048．2
　　　±100．7

1059』5
　　±　88．9

1040．0
　　　±　92．4

144
（n・4）

902．0
　　±　77．3

923．0
　　±115．8

927．O
　　±110．4

　　　　　　　　　　　　　　　　M±1SD（打／分）

はやや少ないが，Ciliogenesisが認められ．上皮の再

生が進んでいることが推察された。吻合部より10mm

離れれば（図17F），形態的には正常であった．

　術後2週間を経過すると（図18A，　B），形態的に

はほぼ正常に修復されていた．

　一方，術後4週間では（図19A），粘膜雛嚢は正常

の形態に修復されてはいたが，図19B，　Cに示すご

とく，吻合時に粘膜が内腔へ翻転したと考えられる

部位では，全体が萎縮し，線毛の脱落が著明で分泌

細胞の萎縮も強く認められた．

　吻合部の分時線毛運動数（表5）は，術後1週間

表5　家兎卵管吻合術後

　　線毛運動数の経時的変化

吻合術後日数 吻合部
吻合部側

膨大部
対照側
膨大部

1週間
　（n・6）

340．0

　±98．5
464．0

　±137．5
878．3

　±35．0

2週間
　（n・5）

582．2

　±189．5
758．0
　±89．3

836．0

　±66．6

4週間
　（n・4）

803．3

　±43．8
820．0

　±63．1

855．8

　±60．4

M±1SD（打／分）

目には著しく低下していたが，術後経過とともに回

復し，4週間目には正常値へと回復した．吻合部近

傍の膨大部でも同様の傾向を示していた．

考　　察

　卯管粘膜上皮が1生周期に伴い形態的に周期的変化

を示すことは，光学，走査あるいは透過電子顕微鏡

による検討によって，犬（Verhageら5）），猫（West

ら6）），Rhesus　monkey（Brenner7）），　Pig・tailed

Macaques（Rumeryら8））等で報告されている．

　ヒト卵管線毛細胞に関して，　Patek9｝，　Brosensら1°），

Critophらll），　Wastr6mら12｝は周期的変化を認めな

いと報告し，一方，Verhageら13｝，田中14）は周期的

変化を認めたと報告している．　Verhageらは約10　一一　20
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％の線毛細胞が線毛を失ったのちに再生し，残りの

細胞では細胞の高さの消長のみが周期的変化を示す

ので，詳細な観察を行なわないと周期的変化を認め

得ないのではないかと説明している．これに対して，

分泌細胞については，分泌機能が主体の周期的変化

のあることが認められている13）15）．

　そこで，今回，SEMにより撮影された800～1000

倍の写真上で，半自動画像解析装置を用いた各種条

件下における線毛細胞指数を測定した，本研究では，

線毛細胞指数は，卵管の部位的には采部より峡部に

向かうにしたがい減少し，また，ヒト月経周期別に

は，卵管の各部位において，月経期より黄体期後期

に進むにつれ減少する傾向が認められた．哺乳動物

では，線毛細胞指数が采部より峡部となるにしたが

い減少することは上記各報告の一致した見解である．

この現象は卵管各部位の性ステロイドに対する感受

性の差7），血管の局所分布の差異に基づく上皮細胞へ

の性ステロイド到達量の差8）等によるものではないか

と推i察されている．

　また，閉経後の卵管で，分泌細胞は全く萎縮して

いるのに対し，線毛細胞は萎縮傾向を示しながらも

長期間にわたり存在し，しかもその運動性は保たれ

ていることが確認された。この結果は，Patekら9〕も

指摘しているように，気管支線毛細胞16）と同様，卵管

線毛細胞も“cleaning　function”の機能を果たして

いることを推察させる．

　去勢家兎を用いた性ステロイド負荷実験では，性

ステロイドが卵管粘膜上皮の再生と増殖に関与する

ことが確認された．すなわち，Estradiol投与により

線毛および分泌細胞の両者に再生，増殖が認められ

たが，とくに線毛細胞においてCiliogenesisが活発

にみられた．この結果から，卵管形成術後において

卵管粘膜上皮の再生を促す目的で，Estrogen作用物

質の投与が有効と考えられる．

　ところで，排卵後において，卵が卵管内へ移動し，

子宮側へ輸送されるという点から卵管の機能を考え

る場合，家兎においては，卵管筋（内輸走筋および

外縦走筋），Mesotubarium　superiusおよび子宮筋，

さらには腹筋の作用も加わり，複雑な要因が存在す

ることを考慮する必要がある．卵管筋，　Mesotubarium

superiusはアドレナリン作動性神経により支配され

ているが，これらはとくに卵管膨大部峡部接合部，

子宮卵管接合部に豊富に存在している17）18）．アドレナ

リン作動性神経終末のレセプターは，刺激的に作用

するαレセプターと，抑制的に作用するβレセプタ

ー よりなり，性ステロイドはこれらのレセプターに

作用し，αレセプターの作用はEstrogenにより増強
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され，Progesteroneにより低下すると報告されてい

る19）．また，βレセプターは，黄体期にはProgesterone

により活発となるといわれている．さらに，家兎に

おいて，峡部卵管筋でのαおよびβレセプターは性

ステロイドの消長とともに機能変化が起こり，

Estrogen優位下では括約筋として機能し，　Progester・

oneの上昇とともに2－一　3日間弛緩するとの見解もあ

る2°）．一方，卵管収縮に関与する物質としてProstag－

1andin（PG）も重要で，このうち，とくにPG　F2。は

その収縮刺激的に，PGEは抑制的に作用するとの報

告がある21）22）23）．Saksenaら24）は性ステロイドが，

PGF2、の作用に及ほす影響を家兎で検討し，　Estrogen

はPGFの作用を増強するが，　Progesteroneは抑制

すると述べ，Maiaら25）の家兎における排卵誘発実験

では，排卵3日後にProgesteroneが上昇するととも

に，卵管のPGFに対する反応性が鈍くなり，卵管運

動が緩徐になることが示されている．以上の見解を

ふまえると，排卵後3日目頃には卵管筋の自発的収

縮運動はもっとも減少していると考えられ，排卵後

約3日間の卵の輸送がいかなる方法により行なわれ

ているかが重要となる．そこで，この間の卵管線毛

細胞の分時線毛運動数を測定してみた．

　線毛運動数の測定法としては直接法と間接法があ

り，直接法には①位相差顕微鏡による方法，②落射

光顕微鏡による方法，③微小電極法などがあ｝）　v間

接法には④粘液流動速度の測定，⑤陰圧の測定によ

る方法などがある．

　Borellら26）は微速度撮影による方法で家兎の卵管

線毛運動数を測定し，発情期に1474±110打／分で

あり，交尾48時間後には1842±161打／分と有意に

増加することを報告した．

　また，Wastrdmら12）は落射光顕微鏡による方法を

用い，ヒト卵胞期および黄体期の線毛運動数を測定

し，両者の間に有意差のなかったことを報告してい

る．

　今回，線毛運動数測定に使用した装置は電気光学

的方法であり，位相差顕微鏡法の変法である．この

方法は副鼻腔，気管支粘膜上皮線毛細胞の線毛運動

数測定に応用されているものである4）．この装置を用

いて測定したヒト卵管線毛運動数の検討では，排卵

期において，峡部の線毛運動数が采部，膨大部に比

して有意に減少していた，卵管内は分泌細胞，一部

には線毛細胞からの分泌液や，排卵後になれば卵胞

液等からなる卵管液で満たされているが，排卵期に

はその分泌量は最高となる26）．線毛細胞の線毛運動に

より卵管腔内では子宮側へ向かう層流が発生するが，

卵管液の増加と線毛運動の減少は相まって卵の栄養

環境の維持や，層流による機械的な障害から卵を保

護していることも推察される．また，精子の卵管腔

内への移動にも好都合となるであろう．

　一方，家兎での実験から，線毛運動数に関しては

性ステロイド投与による影響は認め得なかったにも

かかわらず，排卵誘発72時間後には，卵管各部位で

有意に線毛運動の充進が認められた．先に述べたご

とく，この時期には卯管筋の機能低下があり，受精

の場としての卵管腔において，線毛運動が卵の輸送

に関与している可能性が高い．

　また，家兎卵管形成術後の検討から，卵管粘膜上

皮は，形態的には術後2週間で正常に修復されるが，

機能的には4週間要することが明らかとなり，正常

な卵管粘膜上皮が存在していれば卵管形成術による

卵管機能の回復はト分可能であると考えられた．

結　　語

1）卵管粘膜上皮は，形態的に性ステロイドの影響

下にあり，とくにCiliogenesisはEstroigenによる促

進される．

2）線毛運動は性ステロイドの影響を受けないが，

家兎で排卵後一時的に充進する．ヒトでは排卵期に

峡部において線毛運動の低下があり，排卵期周辺に

おける卵や精子の輸送に卵管線毛運動が関与する可

能性が示唆された．

3）病的閉塞卵管では線毛細胞数は減少しているが，

線毛運動は維持されており，家兎における実験では

卵管形成術後の卵管上皮の形態的，機能的回復が一

定期間後に認められた．

　以上のことから，閉塞卵管に対する手術療法後に

は卵管機能の回復を期待することができ，卵管上皮

とくに線毛上皮細胞の修復にはEstrogenの投与が有

効と考えられた．

　稿を終わるにあたり，御指導御校閲を賜りまし

た大阪市立大学医学部産科婦人科学須川倍教授に深

甚なる謝意を捧げます．また，直接御指導を賜りま

した浜田和孝講師に深謝致します．また，本研究に

あたり御指導賜りました本学耳鼻咽喉科学中井義明

教授，大橋淑宏博士に深謝致します．
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図3　ヒト卵管采部。・黄体期早期。 図4　ヒト卵管膨大部。黄体期早期。

図5　ヒト卵管峡部。黄体期早期。
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一覆図6　ヒト卵管膨大部。月経期。
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図7　ヒト卵管膨大部。卵胞期。
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図8　ヒト卵管膨大部。黄体期後期。
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図9A　ヒト卵管膨大部。閉経後9年。 図9B　ヒト卵管膨大部。閉経後9年。
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図10A　ヒト卵管膨大部。閉経後21年。

日不妊会誌33巻4号

図10B　ヒト卵管膨大部。閉経後21年。

図11A　ヒト卵管溜水腫采部。卵胞期。 図11B　ヒト卵管溜水腫采部。卵胞期。
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図12A　ヒト卵管閉塞膨大部。黄体期早期。

岡本 （749）67

図12B　ヒト卵管閉塞膨大部。黄体期早期。

図13　家兎卵管膨大部。非発情期。 図14A　家兎卵管膨大部。去勢8か月後。
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図14B　家兎卵管膨大部。去勢8か月後。

日不妊会誌33巻4号

図14C　家兎卵管膨大部。去勢8か月後。

図15A　家兎卵管膨大部。エストロゲン投与後。 図15B　家兎卵管膨大部。エストロゲン投与後。
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図15D　家兎卵管膨た部。エストロゲン投与後。

図15C　家兎卵管膨大部。エストロゲン投与後。

図16家兎卵管膨大部。プロゲステロン投与後。 図17A　家兎卵管端々吻合部。吻合術後1週間目。
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図17B　家兎卵管端々1吻合部。1吻合術後1週間目。 図17C　家兎卯管端々吻合部。吻合術後1週問目。

図17D　家兎卵管端々吻合術後1週間1・1。吻合部より5

　　　　mm離れた部位。

図17E　家兎卵管端々吻合術後1週問目。吻合部より5

　　　　mm離れた部位。
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図17F　家兎卵管端々吻合術後1週間目。吻合部より10

　　　　mm離れた部位。
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図18A　家兎卵管端々吻合部。吻合術後2週間目。

図18B　家兎卵管端々吻合部。吻合術後2週間目。
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図19A　家兎卵管端々吻合都。吻合術後4週間目。
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図19B　家兎卵管端々1吻合部。吻合術後4週問目。吻合

　　　　　　時，粘膜が翻転したと考えられる部位。

日不妊会誌33巻4号

図19C　家兎卵管端々吻合部。吻合術後4週間目。吻合

　　　　　　時，粘膜が翻転したと考えられる部位。
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The　Morphological　and　Functional

Study　of　the　Ciliated　Epithelium

　　　of　the　Human　and　the　Rabbit

Fallopian　Tube

Yoshio　Okamoto

Department　of　Obstetrics＆Gynecology，

Osaka　City　University　Medical　School，

　　　　　　　　　　　Osaka，　Japan

　　　（Director：Prof．　Tadashi　Sugawa）

　　The　epithelium　of　the　human　Fallopian　tube　is

composed　of　two　types　of　cells，　viz．　ciliated　and

secretory．　The　morphological　and　functional　study

of　the　ciliated　cells　of　women　and　rabbits　was　made

to　investigate　for　the　site　of　the　transport　of　the

ovum　and　the　fertilization．

　　The　area　of　ciliated　cells　of　the　epithelium　of　the

human　Fa110pian　tube　is　widest　on　the　fimbria　and

it　decreased　successively　from　the　ampulla　to　the

isthmus．　And　the　ratio　was　highest　at　the　menstrua・

tion　throughout　the　cycle．

　　The　ciliary　movement　was　stable　in　various

conditions　of　human　Fallopian　tubes，　i．e．，　through－

out　the　menstrual　cycle，　menopausal　women，　and　in

the　pathologically　damaged　tubes．　In　spayed　rab－

bits，　the　treatment　with　estrogen　and　progesterone

had　no　influence　on　the　ciliary　movement，　but　it

increased　after　hCG　injection　and　became　highest

after　72　hours．

　　The　morphological　and　functional　study　of　the

rabbit　oviduct　following　microsurgical　transection

and　anastomosis　revealed　that　the　surface　of　the

oviduct　was　healed　within　2　weeks　after　surgery

and　its　function　was　complete　within　4　weeks，

　　The　ciliary　movement　of　the　ciliated　cells　of　the

oviduct　supported　the　ovum　transport　and　the

ciliary　function　of　the　oviduct　is　able　to　recover

after　anastomsis　if　the　normal　epithelia　remained．

　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和63年4月12日特掲）
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不妊症ルチン検査としての月経血培養の再検討

Reevalution　of　Menstrual　Blood　Culture

as　a　Routine　in　the　Infertility　Workup
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　不妊症ルチン検査としての月経血培養について再検討を行なった，1975年2月より，1984年6月ま

での約9年間に1052例の不妊患者に月経血培養を施行した。この間，性器結核と診断されたのは8例

（0．76％）であった．月経血培養陽性はわずか2例（0．19％）で，これらは子宮内膜検査においても

性器結核と診断された．ルチンの子宮内膜検査で結核性病変が認められたのは3例（0．28％）であっ

た．残りの5例は不妊症一般検査では陰性で，腹腔鏡検査時にはじめて性器結核と診断された，性器

結核8例における月経血培養・，子宮内膜検査，腹腔鏡の診断率はそれぞれ25％（2／8），37．5％（3／8），100％

（6／6）であった．

　不妊症ルチン検査としての月経血培養は，子宮内膜検査で十分代用できるものと思われる．性器結

核の診断には腹腔鏡が最も有効であり，長期不妊や卵管性不妊に対しては積極的に内視鏡検索を行な

うべきであろう．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil，　Steri1．，33（4），755－758，1988）

緒　　言

　性器結核は不妊症の重要な原因の1つであり，月

経血培養は不妊症のルチン検査として従来から用い

られている．しかし近年における肺結核の激減に伴

い，性器結核は著明に減少し，現在ではむしろ稀な

疾患となっている．最近のBondら1｝（1983）の報告

でも，子宮内膜培養による性器結核の検出率は，0．11

％ときわめて低く不妊症ルチン検査としての意義が

疑問視されている．

　そこで我々は，東海大学病院における過去9年間

の月経血培養について分析し，その不妊症一般検査

としての意義について再検討を加えた．

対象および方法

　1975年2月より1984年6月までの約9年間に，東

海大学病院産婦人科において不妊症一般検査を施行

した1052例について，性器結核陽性率および検出方

法を検討した．性器結核の診断は月経血結核菌培養

陽性か，子宮内膜組織診あるいは腹腔鏡下組織診に

て結核結節を認める場合とした．また組織診で結核

結節が疑がわれる症例に対しては，BCG染色を施

行し，確定診断とした．

　性器結核陽性患者については診断時年齢，家族歴

および既往歴，子宮卵管造影（HSG）所見，胸部

X線所見を検索するとともに，月経血培養，子宮内

膜組織診，腹腔鏡検査による性器結核の検出率を比
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較検討した．

結　　果

月経血培養の再検討

　月経血培養，子宮内膜組織診，腹腔鏡検査のいず

れかにより性器結核と診断されたのは1052例中8例

（0．76％）であった．このうち月経血結核菌培養陽性

はわずか2例（0．19％）で，性器結核8例中6例（75

％）は月経血培養が陰性であった（表1）．子宮内膜

組織診による性器結核の診断は3例（0．28）で月経

血培養よりもやや高率であった．腹腔鏡検査は性器

結核の検出率が最も高く，6例（0．57％）が陽性で

あった（表1）．

　性器結核8例はいずれも原発性不妊で，平均年齢

は33．6歳（27　・一　41）であった．既往歴，家族歴とも

特記すべきことはなく，胸部X線検査では，8例中

2例に肋膜の搬痕pleural　scarが認められた．　H　S

Gでは4例（58％〉に卵管の通過障害を認め，1例

は骨盤腔内に石灰化像が認められた．

　性器結核8例における月経血培養，子宮内膜検査，

腹腔鏡検査の結果は表2に示した．不妊症一般検査

で性器結核と診断し得たのは8例中わずか3例（37．5

％）で，このうち月経血結核菌培養陽性の2例はい

ずれも，子宮内膜組織診においても陽性であった．

3例のうち1例に腹腔鏡検査を施行したが，この症

例は骨盤腔内にも白色の小腫瘤を認め，組織診で結

核結節が確認された．

表1　不妊患者1052例における性器結核の検出率

陽性例（％）

日不妊会誌　33巻4号

　8例中5例（62．5％）は腹腔鏡検査時にはじめて

性器結核と診断された．腹腔鏡検査の適応は6例中

4例は卵管通過障害，他の2例はいわゆる機能性不

妊であった．

検査法

月経血培養
f宮「Al　ll莫糸I　L系哉、、参

腹腔鏡

2（0．1996）

3（O．28％）

6　（（1．570ち）

合　計 （O．76％）

考　　察

　性器結核はかつては不妊症の重要な原因の1つで

あった．またこの疾患は自覚症状がほとんど無く，

不妊症の検査時に卵管閉塞や子宮内膜癒着といった

治療不能な状態で発見されることが通例であった．

幸い，性器結核は近年著明に減少し，最近ではむし

ろまれな疾患になっている．飯塚ら2）（1982）は不妊

患者における性器結核陽性率は現在では0．12％に過

ぎず，】1950年代の約1／20に減少したと報告している．

Bondら1｝（1983）も子宮内膜培養による性器結核の

検出率は不妊患者のわずか0．11％であったと報告し

ている．

　性器結核は治癒過程に結節性変化を起こし，卵管

や子宮に不可逆性の損傷をもたらすため，妊孕性の

予後はきわめて不良である．したがって性器結核で

は早期診断，早期治療が妊孕性を回復する上で不可

欠である．性器結核の診断には通常月経血培養，子

宮内膜組織診が用いられている．なかでも月経血培

養には性器結核の早期診断法として不妊症のルチン

検査となっている．しかし月経血培養による性器結

核の検出率は必ずしも高いものではない．貴家ら3｝

（1956）は性器結核患者における月経血培養陽性率は

30％に過ぎないと報告している．飯塚ら2）（1982）の

分析でも，性器結核患者における月経血培養陽性率

は1950年代で，35．8％（24／67），1980年代で28．7

％（2／7）であった．今回の我々の成績では，性器結

核8例のうち不妊症一般検査で陽性と診断されたの

は3例（35％）で，月経血培養陽性はわずか2例（25

％）であった．月経血培養陽性2例はすべて子宮内

表2　性器結核陽性不妊患者8例の検査成績

症例 年齢 月経血培養 子宮内膜組織診 腹腔鏡 子宮卵管造影 胸部X線

SS

KY
TN
TS
UY
KA
TY
KR

33

31

35

32

27

41

36

34

（＋）

（＋）

（一）

（一）

（一）

（一）

（一〉

（一）

（＋）

（＋）

（＋）

（一）

（一）

（一）

（一）

（一）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

卵管閉塞

　ll三常

石灰fヒ像

　ILI常

　正常

卵管閉塞

卵管閉塞

卵管狭窄

　iE常

　正常

　正常
助膜の搬痕

　」｝三常

　正常
助膜の搬痕

　II三常

（＋）性器結核陽性

（一）性器結核陰性

噌
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膜組織診でも陽性であり，逆に子宮内膜組織診陽性

の1例は月経血培養陰性であった．飯塚ら2）（1982）

の最近の成績もほぼ同じ傾向を示している．彼らは

不妊患者6071例について分析し，不妊症一般検査で

性器結核と診断された5例のうち，月経血培養陽性

の2例は子宮内膜組織診でも陽性であったが，子宮

内膜組織診陽性の他の1例は月経血培養陰性であっ

たと報告している．月経血培養は子宮内膜の微細な

結核病巣を検出するのに最も適しているように思わ

れる．しかし実際には子宮内膜組織診の方が性器結

核の検出率が高いという結果である．月経血培養は

子宮内膜組織診によって十分代用できるのではない

かと思われる．月経血培養は検査が簡単で副作用が

全くないという利点はあるが，培養に長期間を要す

るのが難点である．これに対して子宮内膜検査は黄

体機能不全の診断にきわめて重要であり，くり返し

行うことも少なくない．また子宮内膜検査には妊孕

性を高める作用のあることも指摘されている．不妊

症ルチン検査としての月経血培養は再検討すべき時

期にきているといえよう．英国では子宮内膜培養を

不妊症ルチン検査として全例に施行している医師は

28％に過ぎないと報告されている1）．Bondら1｝（1983）

自身は，子宮内膜培養を不妊症ルチン検査とする基

準を（1）結核の既往歴，家族歴のある場合，②社会的，

人種的，職業的なhigh－risk例，（3）BCG非接種例，

（4）強い月経困難症を伴う場合，としている．また不

妊症一般検査後に子宮内膜培養を行う基準は，（1＞卵

管性不妊，（2）いわゆる原因不明不妊，である．我々

の分析では，性器結核陽性の8例には，結核の既往

歴，家族歴ともなく，HSGでは3例に両側卵管閉

塞，1例に卵管狭窄，1例に石灰化像を認めたが，

とくに性器結核を疑わせるような所見はみられなか

った．

　今回の我々の性器結核検出率は0，76％と諸家の報

告に比べてかなり高い．しかしこれは腹腔鏡検査に

よる診断が含まれているためである．月経血培養に

よる検出率はO．19％で，Bondら1）（1982）の成績と

変わらない．

　性器結核の初発病巣はほとんどが卵管で，しかも

その大部分は血行性伝搬による肺結核からの二次感

染であるといわれている．今回性器結核8例中5例

（65％）が月経血培養や子宮内膜組織診では検出され

ず，腹腔鏡検査時に偶然発見されたのはむしろ当然

といえよう．不妊症一般検査で性器結核と診断され

た3例のうち1例に腹腔鏡検査を施行したが，この

症例においても腹腔内に結核結節が認められた．腹

腔鏡検査は不妊症にとってきわめて重要である，欧

米では腹腔鏡は不妊症の検査として定着しており，

腹腔鏡をやらなければ不妊症検査が終了したと言え

ないとさえ考えられている4）．原因不明不妊の定義は

現在の所，明確ではなく，その診断基準についても

意見が分かれている．しかし最低限腹腔鏡検査が必

要であることについては異論がないように思われる．

実際不妊症一般検査で特に原因が見つからない，

いわゆる機能性不妊患者に腹腔鏡検査を行うと，そ

の約80％に不妊因子が認められる5）．今回の性器結

核を8例中2例は機能「生不妊であった．腹腔鏡検査

はまた卵管性不妊の診断や予後の判定にとって不可

欠である．腹腔鏡検査を行った6例中4例はHSG

で卵管性不妊と診断された症例であった．HSGに

よる卵管因子の診断は必ずしも正確でないことはく

り返し指摘されている．我々の経験でも，卵管疎通

障害患者におけるHSGと腹腔鏡の不一致率は29．7

％とかなり高率であった6）．Microsurgeryの導入に

より卵管性不妊の予後はかなり改善した．疎通性の

回復は90％以上で，術後の癒着もきわめて少ないと

いわれている．しかし卵管がすでに不可逆性の機能

障害を起こしている場合はmicrosurgeryをもってし

ても妊娠は期待できない．結核性卵管尖は高度卵管

性不妊の代表的なものであり，手術の適応としない

のが普通である．しかし病変が軽度で卵管の疎通性

が保たれているような場合は十分治療の対象となり

うる．また，卵管がだめな場合でも，結核病変が子

宮内膜に及んでいない時期に治療できれば，体外受

精が可能である．性器結核で最も重要なのは言うま

でもなく早期診断，早期治療である．性器結核への

早期診断に，腹腔鏡が一番有効であることは，今回

の我々の成績からも明らかである．不妊患者に積極

的に腹腔鏡検査を行うことにより，性器結核は早期

の治療可能な段階で発見されるようになるものと思

われる．不妊症における性器結核のルチン検査とし

ては子宮内膜組織診で十分であり，月経血培養は検

査が簡単で，副作用が全くないという利点をいかし

て，性器結核の治療効果の判定やhigh　risk例の検索

に用いるべきではないかと思われる．

　なお本稿の要旨は第29回日本不妊学会総会におい

て発表した．
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Reevaluation　of　menstrual　blood

CUItUre　aS　a　rOUtine

in　the　infertility　workup

　Masaru　Murakami，　Hideo　Awaji，

　　Shunichi　Matsura，　Ikuko　Honda，

Yoshimune　Kobayashi，　Masato　Inoue

　　　　　　　and　Akikazu　Fujii

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　School　of　Medicine，　Tokai　University．

　　　　　　　Kanagawa　259－11，　Japan

日不妊会誌　33巻4号

　　From　February　I975　to　June　l984，1052　patients

were　examined　for　infertility，　and　8（0．76％）were

diagnosed　to　have　genital　tuberculosis．　Of　these，

only　3　patients　showes　positive　findings　on　routine

examinations，2（0．19％）on　menstrual　blood　culture，

and　3（O．28％）on　timed　endometrial　biopsy．

　　Two　patients　with　positive　menstrual　blood　cul－

ture　also　revealed　histological　evidence　of　tubercu－

losis　on　routine　endometrial　biopsy．

　　In　the　rest◎f　5　patients，　genital　tuberculosis　were

first　discovered　at　diagnostic　Iaparoscopy．　The

accuracy　of　menstrual　blood　culture，　endometrial

biopsy，　and　Iaparoscopy　in　the　diagnosis　of　genital

tuberculosis　was　25％（2／8），37，5％（3／8），　and　lOO％

（6／6），respectively．

　　These　results　indicate　that　menstrual　blood　cul－

ture　is　of　little　value　for　the　detection　of　genital

tuberculosis．　Endometrial　biopsy　could　be　substitut－

ed　for　menstrual　blood　culture　which　are　routinely

used　in　the　infertility　workup．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和63年1月28日）
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　　尿中LH簡易検出試薬「オルガノン

LHカラー」の基礎的ならびに臨床的検討

Basic　and　Clinical　Studies　on

Organon　LH　Color，　an　Aid

to　Detection　of　Urinary　LH

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）

田　辺　清　男
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Yukari　SUMI

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

School　of　Medicine，　Keio　University，　Tokyo

　　　（Director：Prof．　Rihachi　Iizuka）

’

　不妊診療において排卯を予知することは最も重要である．この目的のために尿検体よりLHサージ

を簡便かつ適確にとらえることにより排卵を予知し得るか否かを，尿中LH検出試薬である「オルガ

ノンLHカラー」を用いて基礎的ならびに臨床的検討を行った．

　その結果，

1）本キ・ソトの基礎的検討としての感度試験，再現性試験および特異性試験等から，尿riiLHの検出

　　を簡便な操作で，しかも短時間（30分）に確実に行える事が判った．

2）臨床的検討として，正常排卵周期を有する婦人18症例27周期を対象とし，本キットを用い早朝

　　尿及び夜間随時尿の1日2回の検体で連続して測定し，また同時にBBT，血中ならびに尿中ホ

　　ルモン及び超音波断層装置にて卯胞発育のモニタリングと排卵の確認を行い比較検討したところ，

　　本キットで100％LHサージをとらえることが可能であり，その結果排卵を予知し得ることが

　　判った．

　以上のことから，排卵時期を予知するための本キットによる尿中LHの測定は，人Il授精を実施す

るタイミングを決定するうえで有用であり，特に頚管粘液分泌不全や遅延排卵を呈するような症例に

おいては，非常に有用であることが判った．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　SteriL，33（4），759－768，1988）

緒　　言

　不妊症の治療において最も重要なことは排卵を確

認することであり，特に排卵日を事前に推定するこ

とは日常の診療上極めて重要である．この排卵時期

を知る検査法として，基礎体温（BBT）の測定，

頚管粘液（CM）検査，膣スメアによるeosinophilic

indexに基づいた判定法などがある．これらは内分泌

環境の二次的な生理反応を見るもので，その精度に

は問題が残されている．一方，直接内分泌環境を見

る方法として，現在尿中のestrogenを半定量的に測

定して卵胞の発育をモニターし，排卵を予知する方法

が幅広く用いられている．しかしこのestrogen値も

どのレベルでピークに達しているのか，またその後

どの位たったらLHのサージが起こりそして排卵が

起きるのかを推定するには不正確である．
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　また最近，超音波断層装置を用い卵胞径を直接計

測することにより排卵を推定する方法も良く用いら

れているが，排卵時の最大卵胞径は人により，また

周期によりずれを生じるので，卵胞径により排卵を

事前に推定する方法は必ずしも精度が高いとは言え

ない．その上，技術も必要であり，比較的煩雑であ
る．

　従って，排卵日を正確に∫知するには，排卵を引

き起こすLHサージをとらえることが最も正確であ

り，このためには血中または尿中のLHを測定すれ

ばよい．しかし，而1中LHの測定は現在のところR

IAによる測定が主であり，煩雑な操作が必要であ

る．さらに結果を得る迄にかなりの時聞を要し，実

地臨床Lは役立たないと言っても過言ではない．一

方，血中LHと尿中LHの動態はよく相関すること

から，尿中LHを測定することで排卵時期を事前に

推定することが可能であり，実地臨床上便利な方法

と言える．現在ハイゴナビスなど，赤血球凝集反応

に基づく測定法により尿中LHを測定することが可

能であるが，尿中hCGとの交叉反応の率により間接

的に測定しているにすぎず，また時間もかかり手技

も比較的煩雑である．

　そこで尿中のLHを直接測定し，さらにそれを外

来臨床に直ちに応用するために、今回我々は試薬の

色調の変化を肉眼で測定することにより簡単に尿中

LHを測定することが出来る，ゾル粒一f免疫測定法

を用いた「オルガノンLHカラー」を使用する機会

を得たので，その基礎的ならびに臨床的有用性につ

いて検討した．

研究対象及び方法

1．「オルガノンLHカラー」による尿中LHの測定

　　に関する基礎的検討

　1，試薬の原理，構成および操作方法

　　オルガノンLHカラー（以下「本キット」と

　略）は，SPIA法（Sol　particle　immunoassay：

　ゾル粒子免疫測定法）の原理を用いて尿中の黄

　体形成ホルモン（LH）を測定する免疫学的尿

　中LH検出試薬である．

　　本キットのSPIA法とは図1に示したごとく，

　金粒子にLHに対するモノクローナル抗体をコ

　ーティングして作製された金粒子試薬と被検尿

　　とを反応させ，尿中に50mIU／ml以上のLHが

　含まれていると尿中のLHとの抗原抗体反応に

　より凝集する，その結果，金コロイド粒子の分

　散「ゾル」の色調である濃い赤紫色が脱色し，

　うすい赤紫色～青灰色に変化する．一方，尿中
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　にLHが含まれていない場合は凝集反応が起こ

　らないので，反応時間の30分後の時点において

　も濃い赤紫色のまま変化しない，このように，

　結果判定は色調の変化を肉眼で観察し，判定す

　るものである．

　　この試薬は金粒子試薬の入った試験管14管，

　緩衝用試液の入ったドロッパーバイアル14本，

　尿用ピペット15本とそのゴムキャップ1個，お

　よび緩衝用試液と被検尿を混合するウェルが2

個付いたトレイ7個で構成されている（写真1）．

　　操作方法はまず緩衝用試液（ドロッパーバイ

アル入り）をウェル内に全量加え，次に尿用ピ

　ペットで被検尿150μ1（6滴滴一ド）を加える．空

　になったドロッパーバイアルを用いて，ウェル

　内の被検尿と緩衝用試液の混合液を全量吸引し，

それを金粒子試薬の入った試験管に加えて静か

　に振嶺，混和したのち放置する．結果の判定は

30分後に行い，溶液の色調が変化した場合を陽

性，変化しない場合を陰性と判定した．

2．感度試験

　　本キットの感度を検討するために，第2国際

LHに対するモノクロナール
抗体感作金粒f’
　　　　　　　　　　LH

凝集

争

］

　　　　　図1　オルガノンLIIカラーの原理

尿中にLH（＞50mIU／ml）が含まれていると抗原抗体反

応により凝集し，その結果，金コロイド粒子の分散「ゾ

ル」の色調である濃い赤紫色が脱色し，うすい赤紫色～

青灰色に変化する。

写真1　オルガノンLHカラーの構成
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　標準品準拠のLH標準品を用い，5000，200，150，

　　100，80，70，60，50，40，30，20，0mIU／mlに

　　調整された標準液を作製し，これらについて本

　　キットの操作法に従い，試験を実施した．なお，

　　上記標準品の希釈液としては，思春期前の男女

　　児5名の混合尿を用いた．

　3．再現性試験

　　　本キットの同時再現性及び測定者間の再現性

　　を検討するため，陽性検体としてLH標準液（尿）

　　に80mIU／m1，150mIU／m1，200mlU／mlの3検

　　体および陰1生検体として思春期前女子尿3検体

　　の計6検体を用いて，それぞれ5回繰り返し試

　　験を実施した．

　4．特異性試験

　1）hCGとの交叉反応
　　　本キットにおけるhCGに対する交叉反応に関

　　しては，第2国際標準品準拠のhCG標準品を用

　　い500，　300，100，70，50，30，20，0mIU／mlの

　　各hCG標準液を作製して検討した．

　2＞プロゾーン現象

　　　5，000mlU／mlのLH標準液を用いて，本キッ

　　トのプロゾーン現象を検討した．

　5．反応時間による反応液の色調の変化について

　　　反応時間による反応液の色調の変化について

　　検討するために，思春期前女子尿（’≒LHOmIU／

　　m1）及びLH30mlU／m1，100mIU／mlに調製され

　　たLH標準液（尿）を用いて反応させ，その後

　　の経時的な色調の変化を観察した．

II．本キットによる尿中LHの測定に関する臨床的

　　検討

　1．対象及び方法

　　　1987年7月より12月までの間に慶応義塾大学

　　病院産婦人科家族計画相談所並びに慶応健康相

　　談センター婦人科を訪れた患者で，種々の原因

　　により配偶者間人工授精くAIH）および非配

　　偶者間人工授精（AID）の実施を予定する患

　　者18例27周期を対象とし，本キットにより尿

　　中LHを測定したのは計389検体であった．

　　　なお，排卵を血中および尿中のLHサージ，

　　超音波断層装置による卵胞の消失およびproge－

　　sterone分泌の上昇にて確認し得た症例のみとし

　　た．

　　　対象患者の年齢は26　一一　42　meで平均32．5±4。0

　　歳（mean±SD）であり，すべて未経妊婦人で，

　　その不妊期間は5年以上であった．またそのう

　　ち3例は遅延排卵を示していたので，clomiphene

　　citrate　50㎎／dayを5日間投与した．これ以外
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の15例は正常月経周期をもっており，平均

302±2．6日であった．

　推定排卵日の4・・一　7日前より，前日の午後5

時から10時までの夜間随時尿および早朝尿を来

院時に持参させ，本キットを用いて被検尿とし

て測定した．

　また判定に際しては，青灰色もしくは透明に

近いクリアーな脱色現象を示したものを強陽性

（＋＋），また肉眼的に脱色現象を確認できたも

のを陽性（＋）と判定した（表1）．そして陽性

が2回続いた場合，もしくは強陽性と判定され

た時点で可及的速やかにAIHおよびAIDを
実施した．

　同時にハイゴナビス（赤血球凝集反応）を用

い，2，4，8倍の希釈尿につき半定量測定を

行い，21周期295検体について比較検討した．

さらに，いくつかの検体においては，尿中LH

をRIAでも測定し，比較検討した．

　また，午前9時から11時までの間に採血し，

LH，　FSH，　estradiolおよびprogesteroneを

RIAにて測定した，測定には，第一ラジオアイ

ソープ社の「LHキット第一」，「FSHキット

第一」，シス社の「エストラジオールヨウ素　125

キット」，「プロゲステロンヨウ素　125キット」

を用いた．

　さらに超音波断層装置を用いて排卵の確認を

行い，これら測定項目の結果と比較しながら本

キットの有用性を検討した．

表1　本キットの判定方法

判　　定 判　定 基　準

陰　性（一） 濃い赤紫色：
色調の変化のない

もの

陽　性（＋） うすい赤紫色：
色調が脱色変化す

るもの

強陽性（＋） 青　灰　色：

短時間に色調が変

化し始め，透明に

近くなるまで変化

するもの

反応30分後に試験管内の溶液に生じた色調の変化

を観察し，判定する．
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写真3　hCGとの交叉反応1武験

表2　同時t4現性及び測定者問の一再現性試験結果
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写真2　オルガノンLHカラーの感度試験

成　　績

1．本キットに関する基礎的検討

　1．感度試験

　　　種々の濃度に調製したLH標準液（尿）を本

　　キットにて測定したところ，結果は写真2のご

　　とく40rnIU／m1以ドでは赤紫色のまま色の変化

　　は認められず，50mlU／ml以上では次第に赤紫色

　　が消え青灰色となり陽性を示した．したがって，

　　本品のLH検出感度は50mlU／m1に設定されて

　　いることを確認した．

　　　また，70，60，50mIU／mlレベルでの色の変

　　化は少なく単独では判定しづらく，40mlU／rn1以

　　ドのものと比較することにより，明らかに陽性と

測定者Nα1
1回 21；11 3回 4回 5回　繰り返し

検　体 判定 判定 判定 判定 判定

LH　200mlU／ml 十 十 十 十 十

LH　200mlU／m1 十 十 十 十 十

LH　80mlU／ml 十 十 十 十 十

思春期前女子尿（1） 一 一 一 一 一

思春期前女子尿（2） 一 一 一 一 一

思春期前女了尿（3） 一 一 一 一 一

測定者Nα2
1回 2回 3回 4回 5回　繰り返し

検　体 判定 判定 判定 判定 判定

LH　200m1U！m1 十 十 十 十 十

LH　150m1U／m1 十 十 十 十 十

LH　80m1U／ml 十 十 十 十 十

思春期前女子尿（1） 一 一 一 一 一

思春期前女子尿（2） 一 一 一 一 一

思春期前女子尿（3＞ 一 一 『 一 一

判定できた．しかし100　一一　150mlU／ml以上では

青灰色に変化し，明確な脱色現象を認め，単独

でも明らかに陽性と判定できた．
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　2．再現性試験

　　　本キットの同時再現性及び測定者間の再現性

　　を検討したところ，表2に示すとおり陽性検体

　　はすべて陽性，陰性検体はすべて陰性を示し，

　　本キットの同時再現性及び測定者間の再現性は

　　良好であった．

　3．特異性試験

　ユ）hCGとの交叉反応

　　　hCGに対する本キットの交叉反応に関しては，

　　写真3に示すごとく70mIU／ml以上で陽性を示

　　した．しかし健常婦人の正常月経周期中において，

　　特に卵胞期において尿中hCGが70mlU／ml以ti

　　出現することは皆無であるため，hCGとの交叉

　　反応により判定をあやまるリスクはほとんどな

　　いと考えられる．

　2）プロゾーン現象

　　　尿中LH排泄義は妊娠可能な婦人の排卵期お

　　よび更年期婦人においても500mlU／mlを超える

　　ことはまずない．そこで臨床的に最高値と考えら

　　れる500mIU／mlの10倍濃度の5，000mlU／ml

　　のLH標準液を用いて，本キットのプロゾーン

　　現象を検討した．結果は写真2のごとく，正常

　　な陽性反応を示し，プロゾーン現象は起こらな

　　かった．

　4．反応時間による反応液の色調の変化について

　　　反応時間による本キットの反応液の色調の変

　　化を検討した．

　　　思春期前女子尿（≒LHOmIU／ml）を用いた

　　場合は反応後60分まで，LH30mIU／mlでは45

　　分まで陰性色（濃い赤紫色）を示し，以後時間

　　の経過とともに色調が薄くなり，約3時間後で

　　は陽性の色調を呈した．

　　　一方，　LHIOOmlU／mlでは反応開始後15分よ

　　り脱色しはじめ，30分の時点で明らかな陽性（青

　　灰色）を示し，8時間後においても明らかな陽

　　性色（青灰色～灰色）を示した．

　　　以上の結果より，判定は反応30分後に行うこ

　　とが必要であることが強く示唆された．

II．本キットに関する臨床的検討

　1．排卵周期症例における血中ホルモン値の変化

　　　と本キットの結果について

　　　血中LHピークを示した日をゼロ日（0日）

　　とし，それより前日をマイナス日（一日〉，その

　　後をプラス日（＋日）で表現し，27周期の血中

　　ホルモン値の推移とオルガノンLHカラーの結

　　果を図2に示した．0日の1血中LH値は
　　50．6～240．4mlU／mlで，平均119．1±56．8mIU／

（763）81

ml（Mean±SD，　n＝22）であった．－1日は38．9±

15．lmlU／ml（n＝20），十1日は40．9±24．9mIU／

ml（n＝22）であり一1または＋1日に50mIU／ml

を超えたものはそれぞれ6周期に認められた．

これらはLHサージの上昇あるいは下降線上の

ものであると推定される．

　一方，－8から一2日迄の卵胞期では19．　．6±7．

1mlU／ml（8．6　一一　41．4mlU／ml，　n＝63），十2から＋

12日までの黄体期では15．0±7．4mIU／rnl（3．8

－一　35．3mlU／ml，　n＝53）であり，50mlU／mlを超

えた症例は認められなかった．

　LHカラーでのLHサージ前後における成績
は表3に示したごとく，－11－1の早朝尿で陽性率

4．0％，夜間尿で40．7％で，うち33．3％が強陽

性を示した．0日では早朝尿で69．2％，夜間尿

で84．0％で強陽性の頻度はそれぞれ42．3％，

56．0％であった．また＋1目の朝で64．0％，夜

間で10．0％，強F’1性は28．0％と0．0％であった．

これを1日としての結果でみると，－1目で40．7

％，OHで100％，＋1日で64。0％となり，朝夕

211ilの測定で的確にLHのサージをとらえるこ

とができた．またLHサージをはさんで本キッ

トで連続して陽性となる頻度は1～4回で平均

2．5±09回，また強陽性は1．9±0．9回であった．
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図2　㎡皿中ホルモンf直の推移とオルガノンLHカラーと

　　の相関
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1回しか陽性を示さなかったものが2例（10．0

％）見られたので，1日2回の測定の重要性が

示唆された．一方，連続朝夕2回の測定にてL

Hサージ期にみられた強陽性の出現率は88．5％

であった．

　排卵期以外の卵胞期（－8～－2日）の173検

体，および黄体期（十2～十5日）の68検体の

計241検体中，陽性を示したものが4検体あり，

偽陽性率は1．7％であり，この発現時期は一5

及び一4日であった．これらの検体のRIAに
よる血中のLHの値は10．6　一一　27．5mlU／m1であ

表3　LHサージ前後におけるオル

　　　ガノンLHカラーの陽性率

AM and　PM
Time　from　O　day Total％

positive％ ｛％　　＋％

AM　O．0 0．0　　0．0
一 2day 0．0

PM　O，0 0．0　　0．0

AM　4．0 0．0　　0．0
一 lday 40．7

PM　40．7 33．3　　7．4

AM　69．2 42．3　26，9
Oday 100．0

PM　84．0 56．0　28．0

AM　64．0 28．0　36．0
1day 64．0

PM　10．0 0．0　　1．0

AM　O．0 0．0　　0．0
2day

PM　O．0 0．0　　0．0
0．0

偽陽性　1．7％（4／241検体）（－5～－4dayに発

　　　　現）

（mlU／m2）

　200

150

100

50
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［｝・骨・｛コNY
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図3　LHカラー判定結果とRIAによる尿tll　LH値

　り，尿中では18．0～35．OmIU／mlであった．

2．RIAによる尿中LH値と本キットとの比較
　　偽陽性発現検体を含む6例30検体の尿中L

　H値をRIAにて測定し得たので，本キットに

　よる判定結果と比較したところ，表4の如く偽

　陽性4検体を除くと全検体ともRIAによる尿

　中LH値の結果と一致していた．

　　また連続して測定し得た3症例についてみる

　と，図3の如く1症例1検体一4日（AM）に
　明らかな偽陽性を認めたのみで，他はすべて一

　致した結果が得られた．

3．ハイゴナビスと本キットとの比較

　　ハイゴナビス（以下HGと略）と同時に尿中

　LHを測定し比較し得た検体について検討した

　ところ，表5示す如く，0日での陽性率はLH

カラーで79．5％，HGで87．2％と後者に陽性

率が高かった．なお一致しなかった3検体（7．7％）

はいずれもLHカラーで陰性，　HGで陽性であ

った．また，卵胞期及び黄体期での結果は表6

　　表4　LHカラー判定結果とRIA
　　　　　による尿中LH値との比較

尿中LH値 LHカラー
（RIA） 症例番号 Date

m1U！m1 判定結果
10

一 N．Y 一 2AM
13

『 N．Y 一 4PM
18 卦 H．S 一 4AM
19

一 M．N 一 IAM
19

一 N．Y 一 1AM
2〔〕

一 N．Y 一 3PM
20 一 N．Y 一 2PM
21

一 S．T 一 1AM
25 一 N．Y 一 lPM
26 十 E．Y2 一 5PM
26 一 S．T 一 3AM
28 一 S．T OAM
30 一 S．T 2AM
32 一 N．Y 一 3AM
32 一 S。T 一 3PM
32 一 S．T 一 2AM

一 M．N OAM
35 十 E．Yl 一 5AM

7 N．Y 一 4AM
1　36 一 S．T 一 1PM

38 一 M．N 一 1PM
！　　38 一 N．Y lAM

39 一 S．T lPM
39 一 M．N 2AM
47 『 S．T 一 2PM
92 十 M．N 1AM

116 十 S．T lAM
135

144

墨

　　十

Lll
N．Y
　　　　IS．T

M．N　1

OAM
OPM
OPM
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のごとく陽性と判定されたものは184検体中LH

カラーで4検体（2．2％），HGで48検体（26．1

％）と後者に多く見られた．いずれも血中での

LH値は50mIU／ml以下であり，　L　Hカラーの

みに偽陽性と判定されたのは1例（0．5％）であ

　った．

4．症例

　症例1（M．N．，34歳）は不妊歴7年の患者

　である．月経周期は通常27～30日と比較的一定

　しており，図4に示した如く月経周期の8日目

　より来院させ採血し，10日目より連日朝夜の尿

　を本キットにて測定したが6日間すべて陰性で

　あった．しかし月経周期16日目に来院したとこ

ろ前日の夜間尿で強陽性，当日の早朝尿で陽性

　であったので，AIHを直ちに実施した．

　　この症例では低温最終日前日がLHサージ日

　と一致していた．本キットの測定結果はRIA

　による尿中LH値と良く相関していた（図4）．

　　症例2（N．Y．，29歳）は遅延排卵を示す症例

　で，月経周期14日目より本キットで測定を開始

　した．翌15日目の早朝尿で強陽性を示したが，

卵胞径やCM等の所見から経過をみることとし，

　4日後の19日目の早朝尿で再び陽性となったの

　でAIHを実施した．翌20日目に排卵を確認し，

　BBTも高温相に移行した（図5）．

　　RIAによる血中及び尿中LH値から18日の

　夜半から19日の間にピークがみられ，本キット

　の判定結果と良く相関していた．しかし症例M．

　N．と共に本症例も妊娠には至らなかった．

　　症例3（K．0．，34歳）は頚管粘液の出ない

　症例であり，約5年間の不妊であった．図6に

　示した如く，月経周期15日目の夜間の尿が本キ

　ットにて陽性，16日目の早朝尿も陽庄，夜間は

　陰性を示した．しかし，16日目は日曜日のため

　17日目にAIHを実施した．エコーでは，17日

　目には15日目まで確認されていた卵胞の消失を

　認めた．

　　この第1回目のAIHの周期で妊娠が成立し，

　その後順調に経過して女児を出産し，母子共に

　順調である。

表5　0日における測定結果

（765）83

考　　案

ハイゴナビス索

結果
（％） ｝ 十 十 計

一 12．8 7．7 0．0 20．5 陽性率

十 0．0 10．3 15．4 25．6

｛ 0．0 0．0 53．8 53．8
79．5

計 12．8 17．9 692 100．0

陽性率87．2 ｛11＝39｝

・ハイゴナビス 　4倍希釈尿で一（＜50m1U／m1）

＋　4倍希釈尿で＋（50≦＜100mlU／ml）

十　8倍希釈尿で＋（≧100mlU／ml）

表6　卵胞期及び黄体期における判定結果

ハイゴナビス＊

結果
（％） 一 十 十 計

一 73．4 20．1 4．3 97．8 偽陽性率

十 0．5 0．5 0．0 1．1

升 0．0 0．0 1．1 1．1

2．2

計 73．9 20．7 5．4 100．0

偽陽性率26ユ
｛n＝184）

＊ハイゴナピス

BBT
l愉）

　4倍希釈尿で一（〈50mlU／ml）

＋　4倍希釈尿で＋（50≦＜100mlU！m1）

＋　8倍希釈尿で＋（≧100mlU／ml）
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　排卵日を事前に予知することは，日常の不妊症の

診療において最も重要なこととされている．この排

卵を予知する検査法として，基礎体温の測定1－4），頚

管粘液検査5），膣スメアー法6），超音波断層法7’“9｝，エ

ストロゲンの測定1°・11），LHの測定などがある．しか

Organon　LH　Color

Hi・Gonavis

図4　症例1（M．N．，34歳，不妊期間7年）の血中及び

　　尿中各種ホルモン分泌動態とLHカラーとハイゴ

　　ナビスの判定結果。
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図5　症例2（N．Y．29歳）遅延排卵を示す症例でクロ

　　　ミフェン投ワ後の【f1L中及び1ノ艮lll各種ホルモン分泌

　　動態とLIIカラーとハイゴナビスの判定結果。

し，これらの中で最も信頼性の高い方法としては排

卵の引き金としてのLHサージの測定があげられる．

　WHOは12｝，血L中LHサージのonsetより約32時

間後に，ピーク時より約16．5時間後に排卵が起こる

と報告している．しかし．血中LHの測定は現在の

ところRIAによる測定が主であり，煩雑な操作と

かなりの時間を要するため実地臨床Lには問題があ

る．簡便な方法として，尿中hCG検出試薬である

ハイゴナビスを．LHとの交叉反応率を利用するこ

とにより尿中LH検出キットとして13・14）現在しばしば

し用いられている．

　また，【liL中および尿中のLH値についてはともに

良好な相関を示すとされ，木下ら15）はハイゴナビスを

用いて測定した尿中LHサージのピークは血中LH

のピークと一致したと報告している．これはYenら16）

が報告している下華体摘除後の内因性LHの消退曲

線から得られた半減期，すなわちinitial　component

が21分，　second　componentが3．9時間と極めて早い

ということと…致する．則に木下らはLHサージの

onsetを50mIU／ml以上とした場合，　onsetより31時

間24分±1時間24分後，またそのピークより17時

間6分＋48分後に排卵が見られたと報告している．

さらに，　Thomag．ら17）は尿rt・i　LHサージ後約30時間

に，　Lopatai8）は26～28時間後に排卵が生じると報告

している．

　一方，富岡ら19）は超音波断層装置による排卵日検出

より，前日に血中LHピークをみたのが71．1％，前々

日にLHピークをみたのが20．0％と，91．1％がこの

両HにLHピークを示したと報告している．

　今回われわれが行った研究においても，RIAに

噌冒一一一一一一一一一一一一 督十一一一1昂一一

HI－Gon　VI5

一一一一一一一一一
1－－1－＋一一　＋＋一一一

1マ16　　：埼ミf列3　　（K．（）．，3・17茂，　イ｛女［其月慣〕4　ti・・）　撃貞管半占言斐つ♪

　　泌不全症例で，mL中の各種ホルモン分泌動態とLH

　　　カラーとハイゴナビスの判定結果n

よる血中のLHサージの検出結果とオルガノンLH

カラーによる尿中LHサージの検出は1口21・iの測

定で100％確実に一致してとらえられており，1日

1回の測定の場合0日での結果は早朝尿で69．2％，

夜間尿で84．0％であり，その検1精率は70％台にド

がることが予想される．またほとんどが2回以一ヒ連

続して陽性となるが，1回のみの陽性も10％程認め

られたので，1日1回の測定ではLHサージの検出

を見逃すことも孝えられる．従って，1日2回の測

定が重要であることが示唆された．またLHサージ

の周辺を朝夕連続して測定していくと，明らかに透

明に近く脱色する強陽性と判定されるケースが88．5

％に認められたので，これをLHサージの中でも特

にLHピーク周辺時と考えると判定に苫慮すること

は少なくなると思われた．

　また本キットによる判定結果とRIAによる尿中

LH値との比較においても良く一致しており，

150mIU／m1前後以上より本キットでは強陽性と判定

されたことから，強陽性の判定はLHピーク時周辺

と考えられ，遅くともこれより24時間以内に排卵が

起こるものと思われる．

　判定に際し，本キットの色調の変化は上ヒ較的dose

dependentにみられ，半定量的な意味あいも考えられ

ることより，今回は試みとして陰性，陽性，強陽性

の3段階の判定法で行った．しかし明らかに脱色し

た強陽性をLHピークとしてとらえ排卵を推測する

ことにした方が，日常実地臨床においては誤りなく

排卵を推定できると思われた，

：

：
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　受精の時期については通常排卵の約24時間以内に

行われると言われている．また卵の生存期間が24時

間までであり，また精子は女性生殖器内の環境によ

って異なるが，平均2～3日間といわれている20〕．W

HOは10ヶ国からのfamily　planningに関する調査

より，妊娠した症例の約90％以上がLHサージの

一 3口より＋2日までの5口間の性交の機会を持っ

ていたと報告している2D．

　飯塚ら22）は人工授精（single　AID）日と妊娠成立

との関係について検討しているが，これによると推

定排卵日をBBT上低温最終rl（0日）とし，－2

～ 0日に人工授精を実施し妊娠したものが72，9％に

みられ，また流産との関係からも，その間のものは

8．1％と低く，－30より前及び＋2日以降ではた

とえ妊娠しても流産率は高かったと報告している。

　今回のわれわれの対象とした患者のほとんどが正

常の排卵周期を有する婦入で，男性側の因子あるい

は頚管因子などによる不妊夫婦であったため，その

すべてがAIHおよびAIDの実施f定患者であっ
た．そこで，本キットによる人工授精実施時期の決

定は次のように行うこととした．

　すなわち，患者の尿を本キットにて外来で測定す

るにあたり，前目の夜間尿と当日の早朝尿を同時に

行い，前日の夜間尿及び当目早朝尿で陽性と判定さ

れた場合及びいつれかが強陽性と判定された場合に

できるだけ当日に人工授精を試み，前日夜間尿が陰

性で早朝尿が陽性の場合，当日あるいは翌日実施す

ることとした．

　今回のオルガノンLHカラーを用いた人工授精実

施時期の決定に関する研究から，頚管粘液分泌不全

や遅延排卵を呈した例などでは特に，本キットは非

常に有効な手段となり得ると思われた．なお，今回

18例中1例に妊娠を認めたに過ぎなかったが，オル

ガノンLHカラーでの陽性と，AIHあるいはAI
D実施日との関係については，今後多数の症例を加

え，妊娠例を集めて検討すべきと考えている．

結　　語

1）SPIA法を原理とするオルガノンLHカラーは，

　　尿中のLHを簡単な操作で，しかも短時間（30

　　分）で検出することができる．その検出感度は

　　50mIU／mlにセットされているので，被検尿を

　　希釈して半定量測定を行う必要がなく，LHサ

　　ージ検出に有用であった，

2）hCGとの交叉反応は70mIU／ml以Lで認められ

　　たが，正常性周期婦人の卵胞期における尿中hCG

　　の存在は通常臨床においては問題とならない．ま

3）

（767）85

た，臨床的にはあり得ない5，0〔〕OmIU／mlのLH

標準液においても，プロゾーン現象は認められ

なかった．

RIAによる血中LHと本キットによるLHサ

ー ジの検山結果は，早朝および夜間の1日2回

の尿を測定することにより100％一致した．

4）判定方法を陰性，陽性，強陽性の三段階に分け

　　て行うことにより，強陽性と判定された場合を

　　LHピークと考えると，判定に苦慮することな

　　く容易に排卵時期が予知できる．また，1日2

　　回の測定で強陽性の発現率は88．5％であった．

5）排卵時期を予知するための本キットによる測定

　　は，人工授精を実施するタイミングを決定する

　　うえで有用であり，特に頚管粘液分泌不全や遅

　延排卵を呈するような症例においては非常に有

　　用であった．
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Basic　and　clinical　studies

on　organon　LH　color，

　an　aid　to　detection

of　urinary　I・H

Kiyoo　Tanabe，　Tsutomu　Tamura，

Yukari　Sumi　and　Rihachi　Iizuka

　　Department　of　Obstetrics

　　　　　　and　Gynecology，

　　　　School　of　Medicine，

　　　Keio　University，　Tokyo

（DirectQr：Prof．　Rihachi　Iizuka）

　　It　is　wel1－known　that　the　determination　of　midcy－

cle　LH　surge　is　most　reliable　for　the　prediction　of

ovulation　which　is　important　in　infertility　clinic．

Recently“Organon　LH　Color”kit　which　was　based

on　the　sol－particle　immunoassary（SPIA）of　LH　in

urine　was　rlewly　developed　and　rlow　available　for

the　clinical　use．　The　color　of　the　kit　changed　gradu・

ally　from　deep・purple（originaD　to　red－purple　or

bluish・gray　depending　on　LH　level　above　50　mlU／

ml　in　urine．

　　We　collected　urine　samples　both　in　the　early

morning　and　in　the　evening　as　well　as　serum　sam－

ples　from　18　ovulatory　women　and　determined　LH

surge　utilizing　the　kits．　From　the　present　study　we

obtained　the　following　results．

（1）The　procedure　of　the　kit　was　simple　but　reli－

　　　able．

（2）The　results　could　be　obtained　in　a　short　period

　　　（30min｝．

（3）The　urinary　LH　surge　determined　by　the　kits

　　　coincided　100％with　serum　LH　surge．

（4）In　the　follicular　phase　the　kits　showed　false

　　　positive　in　4　urine　samples　where　LH　levels

　　　were　less　than　35　mlU／ml　by　RIA．

（5）In　this　study　one　case　became　pregnant　and

　　　delivered　a　healthy　baby．　In　this　case　AIH　was

　　　carried　out　according　to　the　results　of　“Or－

　　　ganon　LH　Color”．

　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和63年6月27日特掲）
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精子自動分析装置を用いて

測定した精子の運動能の保持性
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　今回，われわれは運動率正常精子（射精後1時間での運動率60％以上，N＝22）と運動率異常精子

（運動率60％未満，N＝19）の間での精漿中における精子運動能保持性の差を明らかにする目的で，

精子自動分析装置（Motility　analyzer　HTM・2030）を用いて精子運動能を射精後経時的に測定し以下

の結果を得た．

　1．精子運動率，平均精子運動速度およびMotility　Indexからみて運動率異常精子は運動能正常精

子より射精後早期から運動能が低下し，精子運動率およびMotility　Indexからみて運動能の低下の割

合も大きかった．

2．射精後5時間で％Motility　Indexを50％以上保持しえた精子は運動率異常精子ではわずか5％

（1／19）であったのに対して，運動率正常精子では55％（12／22）であった．

　以上のごとく運動率正常精子の方が運動率異常精子よりも高い運動能を長期間保持しえたことから，

精子の妊孕性と運動能保持性は関連性があると推定された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn，　J．　FertiL　Steri1．，33（4），769　一　776，1988）

緒　　言

　従来より男子不妊症における基礎的な検査として

顕微鏡による精液検査が行なわれ，通常は精子濃度，

精子運動率，精子奇形率等が測定されている．しか

し，この方法は肉眼的観察により行なわれるために

信頼性や再現性にやや乏しいという欠点を有するば

かりか，妊孕性をどの程度反映するかという点に問

題があった1）．近年，精子自動分析装置が開発され，

精子濃度，精子運動率に加え，精子運動速度，精子

運動の直進性，精子頭部の振幅などの精子運動能が

正確，迅速かつ客観的に定量分析できるようになっ

た2）．今回，われわれは従来の基準による運動率正常

精子と運動率異常精子の間での各自の精漿中におけ

る精子運動能の保持性の差を明かにする目的で，精

子運動能を精子自動分析装置を用いて射精後経時的

に測定した．

対象および方法

　当科男子不妊外来を受診した患者および正常健康

者の精液で，射精後1時間での精子濃度が10×106

～ 150×106／mlの41検体である．この41検体を射精
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後1時間での運動率により，60％以ヒを運動率正常

群と，60％未満を運動率異常群と分類した．運動率

正常群は22検体（N＝22）で，運動率異常群は19検

体（N＝19）であった．

　精液は3日以上の禁欲後，無菌シャーレに直接採

取した．各精液は採取直後より保温の目的でシャー

レごと37℃に加温したKitazato　Microwarm　Plate

MP－10のplateにのせておいた．精漿の蒸発を防ぐ

目的で精液は液化後無菌試験管に移し密閉し，上記の

plateヒにて保存した．各精液は射精1時間後より5

時間後まで1時間毎に計5回，精子自動分析装置

（Motility　analyzer　HTM－2030，　Hamilton・Thorn

Research，　Danvers，　MA）を用いて精．r一運動能を測

定した．精子自動分析装置はMakler算定盤上の画面

（Frame）を連続的，単一時間毎に記憶し，各精子の

位置座標の経時的変化から各精子の運動能を自動的

に計算する，われわれは装置のFrame　Rateを30

frames／sec，　Number　of　Framesを20に設定し，1

回の測定は20011古1以上の精子から行なった．

　精子運動速度に関しては，Track　Speed　（Cur－

vilinear　Velocity），　Progressive　Velocity（Stright

Line），　Path　Velocity（Five－Point　Running　Average

Velocity）の3種類が測定される．各精子運動速度は

各frameで測定された精子頭部の位置座標をもとに，

Track　Speed＝連続するFrameでの座標を結ぶ直線

距離の総和（μm）／要した時間（sec，以下Tと略す）

（Fig．　IA），　Progressive　Velocity＝初点と終点を結ぷ

直線距離（μm）／T（sec）｛Fig．1B），　Path　Velocity＝

連続する5frameでの平均座標を結ぶ滑らかな曲線

距離（μm）／T（sec）と定義される（Fig。　IC）．各精子の

運動は，Path　Velocityを基準にRapid（V＞50μm／

sec），　Moderate（5〈V〈50pt　m／sec），　Slow（0＜V＜

5μm／secまたは頭部の輝度の変化するもの）および

Static（V＝0かつ頭部の輝度の変化しないもの）に

分類され，各々の割合が算出される．精子運動率

（Motility）はRapidおよびModerate　Cellを運動精

子と，　SlowおよびStatic　Cellを非運動精子とみなし

算出される．精子運動の直進性を示す指標としては

LinearityおよびLinear　Indexの2種類があり，
Linearity　（％）＝Progressive　Velocity　（Pμ　m／sec）／

Track　speed（μm／sec）×100及びLinear　Index

（％）＝Progressive　Velocity（μm／sec）／Path　Veloc－

ity（μm／sec）×100と定義される．

　精子頭部の振幅（Lateral　Head　Displacement）は

各精子頭部の各frameでの位置座標とそのframeお

よび前後のframeでの3点の平均座標の距離の最大

値の2倍（、μm）と定義される（Fig．1D）．装置に直接

表示されるMean　Track　Speed，　Mean　Progressive

Velocity，　Mean　Path　Velocity，　Mean　Linearityお

よびMean　Linear　lndexは運動精子中の平均値であ
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る．また，Mean　Lateral　Head　Displacementは

Linear　Indexが50％以上の運動精子の平均として算

出される．

　尚，われわれは装置に直接表示されない非運動精

子を含む全精子中の平均Path　Velocityの近似値と

してMotility　Index（μm／sec）＝（Mean　Path　Veloc－

ity（μm）×Motility（％）十2．5（μm）×Percentage　of

Slow　cells（％））÷100を新たに算出した．また

MotilityおよびMotility　Indexに関しては両群の経

時的変化の比較を容易にする目的で，各精液の射精後

1時間での値を100として各時間の値を換算し，％

Motility（％）および％Motility　Index（％）とした．

結　　果

　運動率正常群および運動率異常群の精子濃度
（Mean±S．　D）は，各々91．8±7．4×106／mlおよび49．

3±6．1×106／mlで有意の差をみとめる（P〈0．Ol）．

　1）精子運動率（Fig．2）

　Percentage　of　Rapid　cellsおよびMotilityの両

者において運動率正常群は射精後3時間で，運動率異

常群は射精後2時間で射精後1時間に比べて有意に

低下した（P〈0．05）．

　2）精子運動速度（Fig．3）

　Mean　Track　SpeedおよびMean　Path　Velocity

において運動率正常群は射精後3時間で，運動率異常

群は射精後2時間で射精後1時間に比べて有意に低

下した（P＜0．Ol）．　Mean　Progressive　Velocityにお

いて運動率正常群は射精後4時間で，運動率異常群は

射精後2時間で射精後1時間目に比べて有意に低下
した（P＜0．01）．

　3）精子運動の直進性（Fig．4）

　Mean　Linearityにおいて運動率正常群では射精後

1時間と比較した場合，射精後5時間以内では有意

の低下はみとめられなかったが，運動率異常群は射

精後5時間で射精後1時間に比べて有意に低下した

（P＜O．Ol）．　Mean　Linear　lndexにおいて運動率正常

群は射精後5時間で，運動率異常群は射精後4時間

で射精後1時間に比べて有意に低下した（P＜0．05），

しかし，両指標において全時間で両群の間に有意の

差はみとめられなかった．

　4）精子頭部の振幅（Fig，5）

　Mean　Lateral　Head　Displacementにおいて両群

とも射精後2時間で射精後1時間に比べて有意に低

下した（P〈O．05）．

　5）Motility　Index（Fig．6）

　Motility　Indexにおいて運動率正常群は射精後3

時間で，運動率異常群は射精後2時間で射精後1時
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Fig．　2　Time－dependent　changes　of　percentage　of　rapid

　　　cells（A）and　motility（B）in　semen　samples　with

　　　good　motility（●一●）and　in　those　with　poor

　　　motility（○－O）

　　　Each　value　is　mean±SE，＊P＜O．Ol，

　　　＊＊P〈0．05

間に比べて有意に低下した（P＜0．05）．

　6）％Motilityおよび％Motility　Index（Fig．7）

　％Motilityでは射精後2，4および5時間で，％

Motility　Indexでは射精後2～5時間で運動率正常

群は運動率異常群より有意に高かった（P＜0．01）．射

精後5時間で％Motility　Indexを50％以上保持し

えた精液は運動率正常群では22検体中12検体（55

％）あったのに対して，運動率異常群では19検体中

わずか1検体（5％）であった．
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考　　察

　従来より男子不妊症における基礎II勺検査として射

精後短時間内（液化後～2時間）での精液検査が行

なわれ，精子濃度，精f運動率，精子奇形率等が精

子パラメーターとして習慣的に用いられてきた．し

かし，それらの各パラメーターと男子妊孕性との直

接の関連性については問題があった．事実，守殿ら

の報告では，95％特異性における不妊診断率は精子

濃度で32．9％，精子運動率で62．9％，精子奇形率

21．7％であった1）．尚，われわれはすでに

hemacytometerとMakler算定盤を比較し，精子濃

度，精子運動率においてMakler算定盤の方がより迅

速かつ正確に測定できることを確認している3）．近年，

Makldr算定盤を使用した精子自動分析装置が開発

され，従来からの精子濃度，精子運動率に加えて，

精子運動速度，精子運動の直進性，精子頭部の振幅

等の精子運動能が迅速，正確かつ客観的に定量分析

できるようになった2）．今回，われわれは運動率正常

精子と運動率異常精fの間での各自の精漿巾におけ

る精臼璽動能の保持性の差を明らかにする目的で，

精f’白動分析装置を用いて精f運動能を射精後経時

的に測定した，

　われわれの結果では，一定の運動能を有する精子

の割合から両群を比較した場合，Percentage　of　rapid

cellsおよびMotilityの両方において運動率異常群は

運動率正常群より射精後早期から射精後1時間目に

比べて有意に低下した．現時点では運動精子の基準

は自動精子分析装置の機種により異なるし2｝，報告者

により種々の運動能を基準に一定の運動能以上の精

子の割合が測定されているが4・5，6），各精子が妊孕性を

有するに必要十分な運動能の基準は明らかでない．

しかし，上述のような基準による運動精子あるいRapid

Cellがそれ以外の精子よりも妊孕性において優れて

いると仮定するならば，運動率異常精子は運動率正

常精子より妊孕性の高い精子の割合は射精後早期か

ら低下すると結論される．われわれの結果では，非

運動精子を除外した運動精狛中の平均精子運動能か

ら両群の変化を経時的に比較した場合，3種の運動

精子の平均運動速度において運動率異常群は運動率

正常群より射精後早期より射精後1時間に比べて有

意に低下した．同様に2種の平均精白自二進性におい

ても運動率異常群は運動率正常群より射精後早期に

低下した．しかし，現時点では精子の直進性は必ず

しも従来f想されていた程には妊孕性を予知しない

という報告もあり7），われわれの結果でも妊孕性に差

があると考えられる両群の問に全時間で精子直進性
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　において弟がみとめられなかったため同様の印象を

受けた．以Lのごとく運動精子の平均運動速度にお

いても運動率異常精子は運動率正常精子より早期か

　ら低ドすることが証明された．しかし，これらの精

子自動分析装置に直接表示される平均運動速度は全

精子の平均ではなく，運動精子の平均であるため，

同一精液を比較する場合，低速度の運動精子が非運

動精子に変化すると平均速度は見かけ上は上昇する

という矛盾が生じるという欠点が指摘されている8）．

われわれの結果からも上述の欠点を考慮して評価す

る必要があるとおもわれた．

　そのため，上記の欠点を補う目的で非運動精子を

含む全精子中の平均精子運動速度の近似値である

Motility　Indexを新たに算出した．われわれの考案し

たMotility　Indexは　（Mean　Path　Velocity×

Motility十2．5×Percentage　of　Slow　Cells）÷100で

あり，従来のMotility　Index＝Mean　Track　Speed×

Percentage　of　M（）tile　cells（V＞10μm／sec）÷100と

は2）算出方法が異なる．従来のMotility　Indexが0＜

V＜10μm／secの精子もV＝0として算出されていた

点を補う意味では，われわれのMotility　Indexのほ

うが真の全精f一中の平均運動速度に近い値であると

おもわれる．今ll丁1の結果では，　Motility　lndexにおい

ても運動率異常群は運動率正常群より射精後早期か

ら射精後1時間に比べて有意に低ドした．

　また，％Motilityでは射精後2，4，5時間で％

Motility　Indexでは射精後2～5時間で運動率正常

群は運動率異常群より有意に高かったことより，運

動率異常精子は運動率正常精子より運動能低下の程

度が大きいことが証明された．

　従来より，精子運動が旺盛な条件下ではエネルギ

ー の消耗が激しいため，その条件が続くと，弱い精

子は早く死滅するのに対して，強い精子は耐えて生

存を続けると考えられている9〕．室温下での保存精子

の運動速度をHynie’s　Sperm　Velocity　Testを用い

て経時的に測定した結果では，asthenospermiaおよ

び01igospermiaではnormospermiaに比べて平均精
子運動速度の減少度は大きかったと報告されている1°〕．

われわれの37℃での保存精子の運動能を精子自動分

析装置を用いて経時的に測定した結果でも同様に，

運動率異常精子は運動率正常精’f’に比べて，精チ運

動率，運動精子中の’ド均運動速度およびMotility

Indexの比較から精子運動能は射精後早期より低下

すること，さらに％Motilityおよび％Motility　lndex

の比較から精子運動能の減少の程度も大きいことが

証明された．確かに精漿中と女性体内では精子周囲

の環境が異なるために，われわれの条件下での精子

1

「
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運動能の経時的変化は女性体内の実際の変化を完全

には再現していない．事実，女性体内では正常人精

子の受精能獲得過程においてはHeyperactivationと

呼ばれる変化が生じることが推定されており11），また

精漿中には受精能破壊因子が存在するとも考えられ

ている12）．そのため，われわれの実験からは精漿中に

おける精子運動能の保持性の差は精漿の差によるも

のであるか，精子自身の差によるものであるかは明

かでない．しかし，妊孕性がより高いと考えられる

運動率正常精子が運動率異常精子より今回の条件下

でも高い精子運動能を長期間保持しえたことから，

精子の運動能保持性と妊孕性は関連性があることが

推定された．また，精子運動速度と精子侵入試験が

相関すること4はり精子が卵子内に侵入するためには

一定以上の運動能が必要と考えられること，および

射精と受精の間に時問的な差があることを考慮すれ

ば，理論的にも長期の問運動能を保持し失活しない

精子は短期間で失活する精子より妊孕性が高いこと

が想像される．一つの推定としては，妊孕性の低い

精液中には機能的異常の精子が多く，それらが今回

の条件下で一7期に淘汰されるためとも考えられよう．

また，Motility　lndexが非運動精子を含む全精子の

平均運動速度の近似値である点から，％Motilityが

各精液の保持性を示すパラメーターとして最も適す

ると考え，恣意的に射精後5時間の値により50％以

上を運動能保持精子，50％未満を運動能低下楕子と

分類した．この場合，運動率異常群のほぼ全例が運

動能低下精子であるのに対して，運動率正常群の中

には運動能保持精子（55％）と運動能低下精子（45

％）の両者が含まれた．また精t一の保持性と妊孕性

の直接の関連性があると仮定するならば，従来の精

子パラメーターでは異常をみとめない不妊患者の情

子でも精子運動能の保持性を調べることにより，妊

孕性の低い精子を識別することも可能になると予想

される．
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　Maintenance　of　sperm

movement　measured　by　the

　use　of　a　computerized

　　　semen　analyzer

Kazuhiko　Ishizu，　Hidetsugu　Hayashida，

Genichiro　Yamakawa，　Riichiro　Isoyama，

Hiroshi　Takihara　and　Jisaburo　Sakatoku

The　Department　of　Urology，

　　School　of　Medicine，

　Yamaguchi　University，

　　　Ube　755，　Japan

（Directer：Prof．　J．　Sakatoku）

　Forty　one　semen　sanlples　were　analyzed　at　l，2，3，

4　and　5　hours　after　ejaculation　by　the　use　of　a

computerized　semen　analyzer（Motility　analyzer

HTM・2030）．　Comparison　between　the　time・

dependent　changes　of　sperm　movement　in　samples

with　good（≧60％　at　l　hour　after　ejaculation）
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motility（N＝22）and　those　with　poor（〈60％at　l

hour　after　ejaculation）motility（N＝19）revealed

the　following　results．

　　1Samples　with　poor　motility　significantly

showed　decreases　earlier　than　those　with　good

motility　in　sperm　motility，　in　mean　sperm　velocity

and　in　motility　index．　The　time－dependent

decreases　of　sperm　motility　and　motility　index　in

samples　with　poor　motility　were　proportionally

greater　than　those　with　good　motility．

　　2．Only　one　sample（5％）out　of　19　sample　pos一

sessed　good（≧50％｝％motility　index　at　5　hours

after　elaculation．　In　contrast，12　samples（55％）out

of　22　with　good　motility　possessed　good％motility

index　at　5　hours　after　ejaculation．

　　These　results　showed　that　samples　with　good

motility　maintained　better　sperm　movement　for

longer　time　than　those　with　poor　motility．　And　it

was　assumed　that　the　maintanance　of　sperm　move－

ment　may　correlate　with　fertilizing　Potential．

　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和63年4月24日特掲）
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ラットの造精に対するシスプラチンの影響

The　Effect　of　Cis－platin　upon

　Spermatogenesis　in　Rats

1

　　　　　　　　　　　筑波大学臨床医学系泌尿器科

吉　井　慎　一　　　友　政　　　宏

Shin－ichi　YOSHII　　Hiroshi　TOMOMASA

　　　　　　石川博通　小磯
　　　　Hiromichi　ISHIKAWA

　大　谷　幹　伸

Mikinobu　OOTANI
謙　吉

Kenkichi　KOISO

　　　Department　of　Urology，
Tukuba　University　School　of　Medicine．

吟 　10週齢のF334雄性ラットを用い，シスプラチンー回静注による造精障害の有無を，組織学的に検

討した．シスプラチン3mg／kg投与群では，静注後4週，8週いずれもコントロール群に比して有意

な変化はなかった．シスプラチン6mg／kg投与群では，静注後4週で成熟した精子細胞（15　・一　19精子

細胞）を含む精細管の減少を認めたが，すべての精細管が精祖細胞から精子細胞までをもっていた．

4週後の変化は8週後ではコントロールにほぼ近づいており，この変化は可逆性と考えられた．シス

プラチン6mg／kg投与での変化を，各stage出現比率でみるとstage　XIVの消失を認めた．以上より，

シスプラチンー回静注では造精障害は軽度でしかも可逆性であると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．，33（4），777－780，1988）

6

緒　　言

　シスプラチン（以下CDDPと略す）は，1960年代

におけるRosenbergらの研究によって，新抗癌剤と

して開発された白金化合物であり’），今日では泌尿器

科領域だけでなく，他科の悪性腫瘍にも広く用いら

れている．特に睾丸腫瘍は，根治例も多いが，一方，

若年層に多いため，治療後の造精障害が大きな問題

となっている．実験動物ではアドリアシン等の造精

機能に対する影響は報告されているが2x3），4），　CDDPを

使用した報告は少ない．今回我々は，ラットを用い

てCDDP一回静注による造精障害を，光学顕微鏡レ

ベルで組織学的に検討した．

実験対象および方法

　実験室の環境に順応した10週齢のFisher　334，雄

性ラット35匹を，4つの治療群と3つのContro1群

に分けた．Group　1，　Group　2はCDDP　3　mg／kgを

静注後にそれぞれ4週後，8週後に屠殺，Group　3，

Group　4は，　CDDP　6　mg／kg静注後にそれぞれ4週

後，8週後に屠殺した．Control群として治療開始時，

4週，8週をそれぞれ5匹つつ用いた（図1）．

　摘出した睾丸はただちに10％ホルマリン液に固定

し，約1cmはばに切った．今回の実験では，　Paraffin

ではなく，JB－4樹脂を用い包埋し，これにより約1

0 4W 8W

9［：1：1

▽（n＝5）

▽（n＝5）

：膿
▽（n三5）

▽（n＝5）

EI｝MIZZZiMIZZZZMZZIZZZZ
　　　　▽（n＝5）
C。・t・・1（0）0　　　　　▽（・＝5）
Control（4W）［：：：：：：：：：：：：コ ▽（n＝5）

Control（8W）［：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：＝コ

　　　　　　　　　　‘　Cls－platinum　lv．

　　　　　　　　　▽Tlme　of　necropsy

図1　Experimental　design

L
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Specimen　　1～2μm　J－B4　closs　section（Methyjene　b」e　stain）

le・「塞n。i』！一幽蜘
　10％buffered　formalin　　50％う70％ウ95％　　JB－4　　　JB－4
　　　　　　　　　　（2h）（2h）（12h）　Mixture　l　Mixture　2

　　　　　　　図2　標本の作製

図3a　a精細管（15　一一　19　spermatids）

塾蕊
臨廼

蕊

図3b　b精細管（8－一　14　spermatids）

μmの薄さの切片作製を可能にした，染色はMeth－

ylene　blueを用いた（図2）．

　標本の解析には，精細管を成熟した精細胞をどの

段階まで含むかにより，a－－fの6種類に分け，各実

験群一個体それぞれ200個の精細管を調べ，その比
を百分率で求めた5〕16）．

　a精細管：type　A　spermatogoniaからStep　15　一一

19のlate　spermatidsまでを含む（図3a）．

　b精細管：type　A　spermatogoniaからStep　8－－

14のspermatidsまでを含む（図3b）．

　c精細管：type　A　spermatogoniaからStep　1～7

のspermatidsまでを含む（図3c＞，

　d精細管：type　A　spermatogoniaからprimary

spermatocyteまでを含む．

　e精細管：spermatogoniaのみを含む．

　f精細管：No　germ　celI

結　　果

　35匹すべてのラットは生存しており，各群とも5

個の標本が得られた．10週齢のラットでは，a精細

管69．6％，b精細管26．0％，　c精細管4．4％の比率

になっており，d～fの精細管は存在しなかった．こ

の比率は4週後も8週後も大きな変化はなく，加齢，

環境による影響は少ないと考えられた，

　CDDP　3　mg／kg投与群では，4週後で，　a精細管

68．6％，b精細管26．0％，　c精細管5．4％の比率と

なっており，d～f精細管は出現しなかった．これは

4週後のContro1と比して変化なく，さらにCDDP

投与後8週においても大きな変化はなかった（図4）．

　次にCDDP　6　mg／kg投与群では，4週後に，　a精

細管53．4％，b精細管42．0％，　c精細管4．6％と，

b精細管の若干の増加を認めるが，精子細胞の消失は

なくd・－fの精細管は出現しなかった．しかし8週後

に1ま，　a零青糸田管67．2％，b精糸田管25．5％，　c半青糸田管

7．3％と，ほぽContro1の比率に等しくなっていた（図

5）．

4W
G・Step　1～7　enly

Control　4W

　（n＝5）

a：Steρ15～19　spermatiCls

　　　66．6％

b・S・・P・8－・14霧

　27．2％　　i髪

6．2％

Group　1
（3mg／k9，4W）

　　（n＝5）

a

68．6％

b

26，0％

e’

霧

8W 5．4％

Control　8W

（n＝5）

a

676％

b

262％

霧
x

6．2％

Group　2
（3mg／kg，8w）

　　（n・＝5）

a

672％

　b　　　　　c

255％
7．3％

図3c　c精細管（1～7sperrnatids）
図4　Percentage　of　tubules（3mg／kg　CDDP）
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Contro14W

　　（n＝5）

：Step　15～19　spermatids

　　66．6％

：Step　1～7　0nly
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図6　Stage　XIV精細管
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　CDDP　6　mg／kg　1回投与における精細管の比率の

変化は軽度であるが，各stage5）の出現比率をみると，

一次精母細胞から二次精母細胞となり，未熟な精子

細胞へと移行するstage　XIVの精細管（図6）が出

現せず，最も未熟な精子細胞を含むstage　I，　IIの精

細管の比率が減少していた（図7）．

考　　察

　睾丸腫瘍のPVB療法（cis－platin，　vinblastin，

bleomycin）に代表されるようにCDDPを加えた化

学療法は広くおこなわれており，3～4クールのPVB

療法では，50～60％で一年後の造精機能は保たれて

いるとの報告がある7）．一方，アドリアシン（ADM）

の造精障害はラットにおいてDose・Dependentな障害

を示すとされており3》，人間でも，PVB療法にADM

を加えると，一年後の造精障害は強くなる7）・8）．CDDP

単独での人間の造精機能に対する評価は報告されて

いないが，今回の実験でラットにおいては，CDDP

6mg／kg一回静注で4週後により成熟した精子細胞

を含む精細管の減少を認めたが，精細胞障害は軽度

であり，また8週後にはContro1に近づきその障害

は可逆性であることが示された．

　CDDPの抗腫瘍作用は，活性化された塩素が2つ

の反応基をつくり2本鎖DNAに結合しその結果
DNA合成障害を生じることによると考えらている1〕．

一方，精子発生過程においてDNA合成は，精祖細胞

と休止期の一次精母細胞で起っていると考えられて

いて，今回の実験でのCDDP　6　mg／kg投与による，

stage　XIVの消失は直接説明づけられないが，非常

に興味がもたれた．

　CDDPによる造精障害は，一回投与量をさらに増

やすことにより，より高度になると考えられるが，

腎毒性等の副作用の問題より一回投与増量はむずか

しく，むしろ反復投与に対する評価が必要である．

　今回の実験で，JB－4という樹脂を用いて約1μm

の薄い切片を作製したが，個々の精細胞の判別がパ

ラフィンに比して良好であり今後は電顕レベルでの

評価へと発展させていく予定である．

（本論文の要旨はVIth　World　Congress　on　Human

Reproduction（Tokyo，　Japan　1987）において発表し

た．）

文　　献

1）加藤　俊，太田和雄，新島端夫：シスプラチン（そ

　の臨床応用），1：5，協和企画通信1983．
2）Lui，　R．　C．，　LaRegina，　M．　C．，　Herbold，　D，　R．　and

　Johonson，　F．　E：Testicular　cytotoxicity　of

　intravenous　Doxorubicin　in　rats．　J．　UroL，136：

　940，1986．
3）Lui，　R．　C．，　LaRegina，　M　C．，　Herbold，　D．　R．　and

　Johonson，　F．　E．：The　protective　effect　of　warm

　ischemia　on　doxorubicin－induced　testicular

　toxicity　in　rats．　Proceedings　of　Association　for

　Academic　Surgery，　P。84，1985．

4）Wilkinson，　P．　M．　and　Mawer，　G．　E．：　The　persist－

　ence　of　adriamycin　in　man　and　rats．　Br．　J．　Clin．

　Pharmaco1．，1：241，1974，

5）Leblond，　C．　P．　and　Clermont，　Y．：Definition　of

　the　stages　of　the　cycle　of　the　seminiferQus

　epithelium　in　the　rat．　Annals　New　York　Acad・



98（780）

6）

7）

8）

ラットの造精に対するシスプラチンの影響

emy　of　Sciences，　P．548

木村正一，折笠精一：制がん剤投与ラットのSper－

matogenesisに対するMecobalaminの効果，基礎

と臨床，18（2）：575，1984
　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メ

SOPHIE　D．　FOSSA，　S．　OUS，　T．　ABYHOLM，

N．NORMAN，　and　M．　LOEB，：Post－treatment
fertility　in　Patients　with　Testicular　Cancer，　Br．

J．Urol．，57：210，1985．

David　H．　Johnson，　John　D．　Hainsworth，　Ran－

dolph　B．　Linde，　and　F．　Anthony　Greco，：Tes・

ticular　Function　Following　Combination
Chemotherapy　With　Cis・platin，　Vinblastin，　and

Bleomycin．　Medical　and　Pediatric　Oncology，

12：233，1984．

The　effect　of　cis－platin　upon

　　　SpermatOgeneSiS　in　ratS．
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We　studied　the　testicular　cytotoxity　of　intra－

veno1ユs　cis－platin　histologically　in　rats．

　We　used　10－weeks－old　male　postpuvertal　Fisher

334rats　for　this　study．　The　percentage　of　tubules　in

rats　which　received　3　mg／kg　cis－platin　was　similar

to　those　of　controls．

　　In　rats　which　received　6　mg／kg　cis－platin，　the

percentage　of　“a”　semiferous　tubules　which

contained　15・19　spermatids，　slightly　decreaced．　But

all　tubules　had　from　spermatogonia　to　spermatids，

and　this　damage　recovered　8　weeks　after　treat－

ment．

　　So　we　considered　that　the　testicular　cytotoxicity

of　cis－platin　was　slight　and　reversible．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和63年2月6日）
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　35例の外傷性脊損者に対して深部温度計による精巣温度の測定，ドップラー法による精巣動脈血流

速度計測，精巣容積計測を行ない，以下の結果を得た．

1．非脊損対象群に比べ，精巣温度は脊損群で上昇，特に車椅子乗車時には著明であった．

2．頚椎損傷群で精巣の大きさと受傷後経過との間に相関が認められた以外は，損傷部位，受傷後経

過と精巣温度，精巣動脈血流速度との間に関連を見い出せなかった，

3．脊損による精巣の高温環境が精巣機能障害の因子と考えられるが，損傷部位，受傷後経過による

差は見られなかった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril、，33（4），781－784，1988）

はじめに

　男子脊髄損傷（以下脊損と略す）者に精巣機能障

害が起こる事については多くの研究報告が見られる．

我々は脊損者の精巣機能検査の一つとして精巣温度

測定を行ない，若干の知見を得たので報告する．

対象及び方法

　対象は主にリハビリテーション中の男子脊損者で，

年齢は21歳より51歳（平均34．2歳），陰嚢内疾患

の既往，又は現有する者を除外した35例である．損

傷部位は，頚椎13例，胸腰椎22例である．麻痺の

程度は不全麻痺9例で，他の26例は完全麻痺である．

受傷後の経過は，最短1ヵ月，最長16年で，1年未

満が12例を占めた．対象群として，非脊損者で，年

齢50歳以下，陰嚢内疾患および内分泌異常のない男

子10例を選んだ．

　方法は精巣の大きさを山口大式オルキオメーター

で計測後，精巣温度をテルモ製深部温モニター（コ

アテンプ⑭）を用い，室温27　一・　28℃で測定した。被検

者は仰臥位で下半身露出し，左右精巣部の陰嚢表面

にプローブ（PD－7，直径15　mm）を貼布し，15分後

の表示温度を精巣温度とした．同時に腋下温を測定

し精巣温度との温度差を算出した，精巣温度と関連

を持つと思われる精巣血流量について，三栄測器製

ドップラー血流計を用いて，精索部において精巣動

脈血流速度を測定した．また未槍血採血により，血

中LH，　FSH，プロラクチン，テストステロン値を

測定した．更に精巣温度は，脊損者の日常の足であ

る車椅子使用時（車椅子20分以上乗車後）も測定し

た．対象群も同様の検討をした．

結　　果

（1）脊損群と対象群の比較

　精巣の大きさは，左右差が2ml以上の例はなく，

左右平均容積は，山口大式オルキオメーター計測で

の日本人正常下限とされる14ml3）以下の症例は5例

（14％）見られ，精巣容積の減少が見られたが，対象

群との間に有意差はなかった．

　精巣温度は，ベッド上仰臥位で，脊損群は34．6±

1．0℃，対象群は34．4±0．5℃とほとんど差がないが，

腋下温との差でみると，脊損群一1．9±0．9℃，対象
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表1　結果（脊損群と対象群との比較）

脊　損　群 対　象　群

症　例　数 35 10

年　　　齢 21～51（平均34．2） 17～42（平均28．4）

精巣の大きさ
（左右平均）

16．7±32ml 20．1±1．7ml n。S

　精巣温度

①ベッド上
　（腋下温との差）

②車椅子乗車

　（腋下温との差）

　34．6±1，0℃

（－1。9±0．9℃＞

　35．7±0．7℃

（－0．8±0．6℃）

　34．4±O．5℃

（－2．3±0．4℃）

　34．5±0．5℃

（－2．2±0．4℃）

　n．S
　（n．s）

P〈0．001

（P＜0．001）

精巣動脈血流速度 3．3±1．3cm／sec 3．6±0．4cm／sec n．S

表2　損傷部位と精巣の大きさ及び血中ホルモン値

血中ホルモン値

損傷部位
年　　齢 精巣の大きさ

　LH
m1U　ml

　FSII
m1Um1

PRL
n　　ml

TeStOSterOne
　　　n　　dl

頸　　　椎 33．5±8．8 15．6±3．3 19．8±11．2 16．1±10．2 15．8±7．1 555±164

胸　腰　椎 34．7±9．8 17．4±2．9 19．2±10．2 9．8±6．3 14．9土7．7 698±214

（1）脊損群（ヘント上仰臥位）

c．了，

　T

oTc

C C

％不完全

し 了　丁 C

　　了

L　　LL し　CG T C　　T　　　　了し C． L

一 30

（2）脊損群（車椅子乗車時）

一
ユD

一 10 o

腋下温との差

一
30

（3）対象群

一 20 一 10 D

臓下温との差

表3　損傷部位と精巣温度及び精巣動脈血流速度

精巣温度（腋下温との差）℃

損傷部位 ベッド上仰臥位 車椅子乗車時

精巣動脈血流速度

（cm／sec）

頸　椎

n＝13
一 1．7±0．9 一 〇．6±0．3 2．9±0．9

胸腰椎

n＝22
一 2．0±O．9 一 1。0±0．7 3．4±1．4

一
3．o

一
2．o

一
1、o o

臓下8との差

図1　精巣温度（腋下温との弟）の比較

群一2．3±0．4℃と脊損群で精巣温度の上昇傾向がみ

られた．車椅子使用時では，対象群ではベッド上と

は不変であったが，脊損群では35．7±0．7℃，腋下温

との差は一〇．8±O．6℃と対象群に比べ，有意に（P〈

0．001＞温度上昇がみられた（表1）．精巣温度と腋

下温との差を，脊損群のベッド仰臥位と車椅子使用

時及び対象群との間で比較すると，脊損群で車椅子

使用時に温度上昇が著明であるく図1）．ドップラー

法による精巣動脈血流速度は，脊損群と対象群との

間に有意差はなかった（表1）．

（2）損傷部位との関連について

　損傷部位を頚椎（13例）と胸腰椎（22例）に分類

して比較すると，精巣の大きさ，血中ホルモン値と

も両者に有意差はなかった（表2）．精巣温度は頚椎

損傷群でより上昇の傾向が見られたが有意差はなく，

精巣動脈血流速度にも有意差は見られなかった（表
3）．

（3）受傷後経過との関連について

　精巣の大きさ，精巣温度，精巣動脈血流速度につ

いて受傷後経過との関連を検討した．

　まず精巣の大きさでは，頚椎損傷群で受傷後経過

年数との間にr＝0．749で負の相関が成立ち，経過と

ともに精巣の縮小が認められた。しかし，胸腰椎損

傷群では有意の相関は認められなかった（図2）．

　精巣温度はベッド上仰臥位では，受傷後経過年数

との問に有意の相関は認められなかった（図3）．車

椅子乗車時では，経過年数とともに精巣温度の上昇

傾向が見られたが有意の相関は成立たなかった．（図

4）．
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図4　受傷後経過と精巣温度（腋ド温との差〈△t＞）の関係

血流速度

cm／sec

　精巣動脈血流速度との精巣の大きさとの問には正　　cm／sec

の相関が成立ち（図5），精巣の大きさは，頚椎損傷

群では受傷後経過と相関することから，精巣動脈血

流速度と受傷後経過との関係を検討した．その結果

は頚椎損傷群で経過年数とともに血流速度の減少傾

向が見られたが有意ではなかった（図6）．

考　　案

　脊損者の精巣機能障害について，1923年
Marconi1°）の報告以来，神経系と精巣機能との密接な

関連が解明されてきた．光川ら8）によれば，受傷後経

過や年齢を問わず，脊損者の精巣では精細管および

間質に著明な変化が認められるとのことである．こ

の機能低下を起こすメカニズムの一因子として，我々

は精巣温度の変化について検討した．精索静脈瘤を

有する男子不妊症で陰嚢温度上昇が見られ，これを

造精機能障害の原因だとする説6），陰嚢部クーリング

による精液所見の改善の報告4）5）9）など，陰嚢部におけ

る温度調節は精巣の機能，特に造精機能と密接な関

連を持つものと考えられる7）．陰嚢部表面温度は外気

温の影響を受け易く，この影響を除外して測定する

10

Y＝052＋0　15X

r＝0417（P　OO5）

20m2　　　　　稿巣の大きさ

図5　精巣の大きさと精巣動脈血流速度の関係

頸椎損　f嘉　（r＝0．48）

●胸腰椎損傷（r＝024）

10年　16年
受傷後経過

図6　受傷後経過と精巣動脈血流速度の関係

方法として，熱流補償法を利用したテルモ深部温モ

ニター（コアテンプ⑪）を使用した．この装置は皮下

1～2mmの温度を測定する原理で，この表示温度を

精巣温度として示した．ヒトの精巣温度は体幹より

平均2．2℃低いとされ11），我々の結果でも対象群で平

均2．3℃の低下が認められた．これに対し，脊損群で
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は日常生活で最も多い車椅子使用時に平均0．8℃低

下と著明な精巣温度の上昇が見られ，陰嚢部温度調

節機構の障害が考えられた．Brindleyも同様な事実

を報告しており，精液所見との相関を電気刺激によ

る人工射精で認めている1）2｝．我々の今回の研究から，

精巣機能障害の原因と成り得る精巣温度の上昇が脊

損者に著明に認められたが，この温度上昇が受傷後

いかなる時期より起こるかに関しては結論が出ず，

温度上昇の原因は自律神経系の関与のみなのか，ま

た，積極的クーリングで精巣障害を防ぎ得るかなど

の検討は今後の課題と考えている．

結 語

　35例の外傷性脊損者に対して深部温度計による精

巣温度の測定，ドップラー法による精巣動脈血流速

度計測，精巣容積計測を行ない，以下の結果を得た．

1．非脊損対象群に比べ，精巣温度は脊損群で上昇，

特に車椅子乗車時には著明であった．

2，頚椎損傷群で精巣の大きさと受傷後経過との間

に相関が認められた以外は，損傷部位，受傷後経過

と精巣温度，精巣動脈血流速度との間に関連を見い

出せなかった．

3．脊損による精巣の高温環境が精巣機能障害の因

子と考えられるが，損傷部位，受傷後経過による差

は見られなかった，

（なお，本論文の要旨は，第32回日本不妊学会総会

において発表した）
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Testicular　temperature　in　men

　　　with　spinal　cord　injury

Shigeyuki　Yanagi，　Kunio　Yamaguchi

　　　　and　Haruo　Ito（Director｝

　　　　　Department　of　Urology，

Teikyo　University　School　of　Medicine，

Ichihara　Hospital　Chiba　299－01，　Japan

　The　testicular　temperature　was　measured　by

deep　body　temperature　monitor　in　35　spinal　cord

injuries，　and　the　velocity　of　the　testicular　artery

was　also　measured　by　doppler　flow　meter．　The

results　were　summarized　as　follows．

1，The　testicular　temperatures　of　spinal　cord

injuries　in　bed　resting　position　were　higher　than

those　of　normal　men，　and　those　of　spinal　cord

injuries　in　wheelchairs　were　significantly　higher．

2，there　was　no　significant　correlation　to　the　tes－

ticular　temperature　and　the　velocity　of　testicular

artery　with　the　level　of　lesion　and　the　duration　of

disability．

3，It　isconcluded　that　the　high　temperature　environ－

ment　of　testis　would　be　most　prominent　in　the

etiology　of　the　reduction　of　testicular　function．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和63年2月1日）
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　精子無力症40例の内，光顕，電顕的観察によって中間部の形態異常が確認された3例の臨床像，光

顕，電顕像について報告した．

　2症例は中間部mitochondria鞘の形成不全，1症例は異常伸長を呈したが，3例とも主部の線維鞘

の欠損や構築の乱れを呈した．以上により発生原因はspermiogenesisにおけるspindle　shaped　body

の異常かと推察されたが，2症例の精子細胞の微細構造からは確認し得なかった．

　この様な症例の報告は内外の文献上極めて稀であるが，精子運動のエネルギー源として重要な精子

尾部中間部の形態異常を呈した精子がimmotile　spermatozoaであった事は極めて興味深い事である

と思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，33（4），785－791，1988）

緒　　言

　ヒト精子のエネルギー代謝において，中間部の

mitochondriaは重要な役割を果たしており，中間部

の形成不全は精子運動性を減少させる原因の1つと

考えられる．今回は精子無力症を呈した症例の内，

中間部の形成異常を呈した3症例（形成不全2例，

異常伸長1例）の精子と精子細胞の光顕，電顕像に

ついて報告し，運動1生減少との関連につき考察を加

えてみたい．

対象と方法

　対象と方法については既に第1報1）で述べてあるの

で省略する．

結　　果

　3症例の臨床像及び精液検査所見，精子・精巣の

光顕，電顕像等について述べる．

1）症例1（43歳，ID：17－5471－9）不妊期間13年，

既往歴：8歳時副鼻腔炎の手術の他，特記すべき事な

し．精液検査所見：2．5ml（平均値），（2．2　一一　3．0，

n＝7），運動率24％（11～32），運動能1，0SMEI

（0－一　3．3），精子濃度111×106／ml（59～181），生存

率74％（61～83），奇形率2．7％（0～4）．精巣容

量二右側15　ml，左側15　ml．血1青ホルモン値：LH

8，9mIU／ml，　FSH　7．1　mlU／ml，　PRL　13．5ng／ml，

T328．3ng／dl．精漿成分：Zn　138μg／ml，　fructose

5　．　02　mg／ml，　PAP　2130μg／ml．

　fig．1aに精子の光顕像を示すが，中間部が殆ど確
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Fig。1a，1b，　Light　micrograph　of　the　spermatozoa　in

　　　　　　　　case　1（fig．1a　eosin　stain）and　in　normaI

　　　　　　　　case（fig．1b　eosin　stain），

納
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働

鑑
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　　　　　　　　　趣厩

　　　　　　　　　’・或睡

嘱　　　　　機

囎，、1　鴫
　　　　扇

講

認できないか又は頭部直下にえり巻き状にcytoplas・

mic　dropletがみえるのが特徴的である．尚この様な

光顕上の特徴は，電顕所見観察後再検討し確認しえ

たものである．controlとしてfig．1bに正常者の精

日不妊会誌　33．巻4号

（bar：μm）

Fig．2，3．　TEM　of　the　spermatozoa　with　middle　piece

　　　　　　　malformation．　Arrow　indicates　rudimentary

　　　　　　　mitochondrias．　The　principal　pieces　lack

　　　　　　their　most　characteristic　component，　the

　　　　　　fibrous　sheath（star　mark）．
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Fig．4．　Rudimentry　mitochondrias　and　many　small

　　　　　vesicles　are　seen　in　the　cytoplasmic　residue．

子を示す．

　fig．2　一一　fig．5に精子の電顕像を示す．通常中間部

とはdistal　centrioleからannulus問の部分を指し，

この部分の特徴はaxonemeを12　一一　15巻取り囲む
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Fig．5．　Transverse　section　of　the　principal　piece．　Lack

　　　　　　of　No，4doublet　microtubules（small　arrow）and

　　　　　　extra　doublet　microtubules（1arge　arrow）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（bar：μm）

Fig．6．　The　spermatid　in　step　6　shows　huge　vacuole

　　　　　　with　whorls　of　membrane　in　the　nucleus（arrow）．

　　　　　　S：Sertoli　cell．

mitochondria鞘の存在である．　fig．2，3ではmito－

chondriaの発達は極めて悪く，通常の中間部の微細

構造とは著しく異なる．更にfig．4では中間部にあ

たる部分は小のう胞集合によって占められmitochon一
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Fig，7．　Lack　of　fibrous　sheath　in　the　principal　piece

　　　　　　（arrow）and　mitochondrial　sheath　in　the　middle

　　　　　　piece　region（1arge　arrow）．
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Fig，8．　The　spermatozoa　with　large　vacuole　with

　　　　　　whorls　of　membrane　in　the　nucleus（arrow）、

　　　　　　Cytoplasmic　droplet　contains　a　coiled　tail　and

　　　　　　malformed　middle　piece（1arge　a1Tow）．

driaは殆どみられない．またfig．2，3の主部では

axonemeをとり囲む線維鞘（fibrous　sheath）は全

くみられない．fig．5は主部の横断面像であるが，　No．4

doublet　microtubulesの欠損と2つの余分なdoublet

microtubulesがみられ線維鞘の乱れもみられる．主

部の横断面像65個を観察した所，50個は上記の様な

doublet　microtubulesの部分的欠損や過剰がみられ

15個は正常と思われた．
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Fig．9．　Transverse　section　of　the　principal　piece　shows

　　　　　the　axoneme　with　”10十2”microtubules，
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The　middle　piece　region　is　occupied　by　the

small　vesicles（arrow）．

　精巣生検標本の電顕観察は主に精子細胞を中心に

行なった．fig．6は核の濃縮の状態等からstep　6の

精子細胞と思われるが，頭部では構造異常の1つと

考えられるhuge　vacuole　with　whorls　of
membrane2）がみられるが，尾部ではspilldle　shaped

bodyの異常等は観察されなかった，

2）症例2（35歳，IDll4－3591－3）不妊期間9年，

既往歴に特記すべきものなし．精液検査所見：量

1．9ml（平均値）（1．5～2，6，　n＝14＞，運動率16％，

（6～35），運動能2．5SMEI（0－一　7．8＞，精子濃度

Fig．11a，11b．
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Light　micrograph　of　the　spermatozoa

with　the　elongation　of　middle　piece

（arrow）．　fig　lla，　eosin　stain．　fig．　l　lb，

spermac　staln．

（bar：μm）

Fig．12．　TEM　of　the　spermatozoa　with　the　elongation

　　　　　of　middle　piece（arrow）．　The　mitochondrial

　　　　　sheath　is　about　three　times　the　nomal　length．

89×106／ml（28～139），生存率76％（53　一一　93），

形率4．2％（0－一　12＞．精巣容量右側20　ml，

20ml．血清ホルモン値：LH　5．0　mlU／ml，

6．0　mlU／m1，　PRL　9．5ng／ml，　T　608　ng／dl．

成分：Zn　262μg／ni1，　fructose　1．29　mg／ml．

　fig．7～10に精子の電顕を示すが，　fig．7の特徴は

　奇

左側

FSH
精漿

，
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　　　　　　　　　　　　　　　　（bar：μm）

Fig．13．　The　principal　piece　with　rlo　fibrous　sheath

　　　　（arrOW）．

灘．
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・i嚇 ！

（bar：μm）

Fig．14．　Longitudinal　section　of　the　principal　piece

　　　　showing　abnomal　axoneme（arrow）and　fibrous

　　　　sheath（double　arrow）．

cytoplasmic　droplet内にmitochondriaは全く見ら

れず，主部に相当する部分では線維鞘を欠く事であ

る．fig．8の頭部ではfig．6と同様なhuge　vacuole

with　whorls　of　membraneがみられ尾部ではcyto－

plasmic　droplet内に中間部の形成不全（mitochon－

dria鞘の未発達）と主部のcoilingがみられる．　fig．

9は主部の横断画像でdynein　armが反時計回りを示

す事より尾側より頭側へみた像と思われるが3），“10＋

2”の軸糸の構造を示している．fig．10では一部で

原形質膜の保存が保たれていないが，中間部と思わ

れる部分はfig．4と同じく小のう胞の集合によって

占められており，mitochondriaは殆ど認められない．

3）症例3（31歳，ID：18－5229－5）不妊期間2．5年．

既往歴に特記すべきものなし．精液検査所見：量

2．7ml（平均値），〈2．0～3．4，　n＝3），運動率4％

（1～7），運動能1．1SMEI（0・－32），精子濃度

24×106／ml（12　一一　31），生存率87％（81　一一　93），奇形

率91％（88～96）．精巣容量：右側12　ml，左側

12m1．血清ホルモン値：LH　17．OmlU／ml，　FSH

11．OmU／mL　PRL5，0ng／m1，　T890ng／dl．精漿

成分：Zn　87μg／mL　fructose　5．31　mg／m1，　PAP

1370μg／m1．

　fig．11　a，11bに精子の光顕像を示すが，通常より

長く明確にみえる中間部と細く不明瞭な主部が特徴

的である．尚fig．11bはSpermac　stain4）によって精

子の染色を行なった．

　fig．12は中間部のmitochondria鞘を示すが，長さ

は14．0μmで通常の長さ（3．5　・一　5．0μm5））の約3倍

の長さである．mitochondriaの大きさもやや大小不

同であり，内部構造が良く保たれていないものもみ

られるが，これは固定条件の影響も考えられる．電

顕観察上，中間部はこの様な形態を示すものが多く

みられた．fig．13は主部を示すが，この像では主部

の特徴である線維鞘が全く欠如している．fig．　14は

同様に主部を示すが，線維鞘及び軸糸の著しい乱れ

がみられる．

　光顕上精子中間部が通常より明瞭に，主部が不明

瞭に見えたのはfig，12，13の様な電顕観察によれば，

中間部のmitochondria鞘，主部の線維鞘の構造異常

によるものと思われた，尚精子細胞の電顕観察では

尾部の特記すべき異常は今回の観察では得られなか

った，

考　　按

　以上3症例の観察結果について述べたが，これら

の発生原因，運動性減少の原因に関しては各症例間

で若干異なる事が想定されるので分けて述べる．

1）症例1について：中間部の形成はHolsteinら6）

によればspermiogenesisのstep　7，8の最終段階で
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完成し，軸糸を12　一一　15巻きするmitochondria鞘に

よって特徴づけられる．中間部の形成に大きく関与

するのはstep　3－6にみられる一過性の構造物である

spindle　shaped　bodyであり，これは線維鞘の形成に

も関与すると考えられている．本症例では中間部の

mitochondriaの発達が極めて悪く，－L部の線維鞘の

欠損もみられる事からspindle　shaped　bodyの形態，

機能の異常が示唆された．精子細胞の観察では残念

ながらこの点を確認する事はできなかったが更に検

討したい所である．

　fig．4および症例2におけるfig．　loでみられた小

のう胞によって占められたcytoplasmic　dropletの像

は解釈が難しいが，spindle　shaped　bodyの初期に

endoplasmic　reticulumがみられる事もあり7），機能

的に異常なspindle　shaped　bodyと何らかの関係が

ある像かもしれない．

　｝－1部の軸糸を定量的に観察すると約77％の軸糸に

異常がみられた．その主なものはdoublet　micro－

tubulesの部分的欠損や過剰であるが，この様な異常

は111常者の精子の約24％にみられるとの報告もあ

り8），本症の主部の異常は質的というより量的異常と

いうべきであろう．

　精子の運動エネルギーは主に嫌気的解糖，好気的

呼吸によってmitochondriaで生産されるATPを用

いており9），その意味で中間部は精子運動にとって重

要な働きを担っている．本症例の精子がimmotile

spermatozoaである理由は，まず第1にmitochon－

driaによるATP生産が低い事，第2に主部の線維鞘

の欠損，軸糸の構造の乱れ等により，エネルギーの

伝達，利用系が正常に作動しない事が考えられ興味

深い．尚ヒトでのこの様な症例の報告は稀と思われ

るが，　Escalierら1°｝は主部軸糸の30％以上に構造異

常を認めた56例中19例（33％）に中間部mitochon－

dria鞘の形成不全を観察したと報告している．しか

し各症例における中間部形成不全を呈した精子の割

合は算定しておらず，本症の様に殆どの精子が中間

部の形成不全を呈した症例は極めて稀だと思われる．

2）症例2について：症例2も症例1と同様に中間

部のmitochondria鞘の欠損，中間部にあたる部分の

小のう胞によって占められたcytoplasmic　droplet，

主部の軸糸の乱れ等がみられた事より，本症の発生

原因，　immotile　spermatozoaである理由は症例1と

ほぼ同様であると推察される．但し本症では電顕観

察上coiled　tailがしばしばみられ，この事も精子運

動減少の1つの理由かもしれない．coiled　tai1はし

ばしば中間部の構造異常と随件してみられる事が知

られているが，この現象の原因解明には更に検討を

要すると思われる．

　本症例では一連の電顕観察を行なう契機となった

症例であるが，患者の挙児希望が強く紆余曲折を経

て現在の所AIHを施行しておりその為もあって精巣

生検は施行していない．

3）症例3について：本症例の特徴はmitochondria

鞘が通常の3倍の長さを有する精子がみられ，主部

では軸糸の乱れと線維鞘構造の乱れ又は欠損をみる

事である．mitochondria鞘，線維鞘の両方に異常を

みる事より本症例の原因もspindle　shaped　bodyの

異常と推察されるが精孫田胞の更に詳細な観察が必

要と思われる．

　本症例がimmotile　spermatozoaである理由は

種々考えられるが，たとえばmitochondriaは形態的

に認められても機能的に異常でありATPの生産が低

い，中間部が長すぎる為に運動の妨げとなる（中間

部はcapacitationする前は曲がりにくい11）），主部の

線維鞘，軸糸の構造の乱れが原因となっている事等

が挙げられよう．尚本症の如き症例はヒトでは

Williamsi21，　Rossら13），　Pedersonら14），　Sauvalle

らIs），　Schiefersteinら16｝によって報告されているに

すぎない．

　以上3症例について報告したが，その発生原因，

immotile　spermatozoaである理由等は更に検討を要

する点も多く今後の課題としたい．有効な治療法に

関しては全く不明なのが現状であり，患者の挙児希

望が強い程，現在の男性不妊に関する治療法の遅れ

を痛感させられる思いである．

結　　語

1）精子無力症40例の内，精子中間部の形態異常を

呈した3症例について報告した．

2）2例は中間部のmitochondria鞘の形成不全，1

例は異常伸長を呈し，各々主部の線維鞘の欠損も示

した．

3）この事実より発生原因はspermiogenesisにおけ

るspindle　shaped　bodyの異常と推察したが，精子

細胞の観察では確認しえなかった．

（本論文の要旨は第31回日本不妊学会総会，及び日

本アンドロロジー学会第6回学術大会にて発表した．

稿を終えるにあたり当科検査室　高橋勝治氏に深謝

致します．）
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Fine　structure　of　asthenozoospermia

in　infertile　men．

3．Report　of　three　cases　with

malformation　of　middle　piece．

　　Kazuhiro　Satoh，　Hiroo　Ish｛kawa、

　　　Ikuo　Maehara，　Sigeaki　Satoh，

Masaichi　Kimura　and　Seiichi　Orikasa

　　　　　　Department　of　Urol（）gy，

Tohoku　University　School　of　Nledicine，

　　　　　　　　lMiyagi　980，　Japan

　　Among　forty　cases　of　proven　asthenozoospermia，

the　spermatozoa　of　three　cases　were　found　to　be

abnormaL　mainly　in　the　portion　of　middle　piece、

　　In　the　t、vo　cases，　the　Initochondria　of　middle

piece　could　hardly　be　recognized，　whereas　the

mitochondrial　sheath　was　unusualy　long，　about

three　times　the　norlnal　ユength，　ill　one　case．　In

almost　all　spermatozoa　of　those　cases，　the　principal

pieces　lacked　their　most　characteristic　component，

the　fibrous　sheath．

　These　results　suggested　that　the　essential　dis・

order　was　in　the　spermiogenesis，　especially　in　the

formation　of　spindle　shaped　body，　though　this　spec－

ulation　was　not　confirmed　bv　the　ultrastructuraI

observation　of　the　spermatids．

　The　possible　cause　of　the　immobility　of　these

spermatozoa　were　also　discussed．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付’：昭和63年2月13日）
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　hypoosmotic　swelling　testにおけるヒト精子尾部の膨化を走査型電子顕微鏡で観察し，以下の結果

を得た．

1）尾部膨化が立体的に起こっているものと平面的に起こっているものがみられた．

2）位相差顕微鏡所見では膨化していると思われた精子でも，走査電子顕微鏡所見では尾部がcoi1し

ているだけで実際には膨化していないものがみられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，33（4），792－797，1988）

緒　　言

　ヒト精子に低浸透圧負荷を加えて精子尾部の膨化

現象を観察するhypoosmotic　swelling　testはJeyen－

dranら1）によって発表されたものであり，細胞膜の機

能を評価する検査法である．細胞膜機能が正常であ

れば精子尾部は低浸透圧下におかれることによって

膨化する．故に「細胞膜機能が良ければその精子機

能も良好ではないか」という仮説に基づかれたもの

である．このhypoosmotic　swelling　testと一般精液

検査との関連性についての報告2｝や，他のヒト精子受

精能力テストとの関連性についての報告はいくかつ

ある3・‘｝．しかしヒト精子尾部の膨化現象に関して形

態学的に詳しく観察した研究はまだない．そこで今

回，われわれはhypoosmotic　swelling　testにおける

ヒト精子尾部の膨化を走査型電子顕微鏡で観察し，

若干の知見を得たので文献的考察を加え報告する．

方　　法

　1．精液の準備及びhypoosmotic　swelling　testの

方法

　5日以上の禁欲の後，用手法にて採取した精液を

約30分間室温下で液化させた後にhypoosmotic
swelling　testに用いた．hypoosmotic　swelling　testに

用いる溶液は表1に示すような150mOsmの低浸透圧

溶液を用いた．精液0．1mlとこの低浸透圧溶液1mlを

混和し，30　一一　60分間，37℃，5％CO2下でincubateし

たのち走査型電子顕微鏡材料として用いた．

　2．走査型電子顕微鏡用試料の作製

　上述の用意した溶液を2％glutaraldehydeで1時
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　　　表1　Hypoosmotic　sQlution

sodium　citrate・2H20

fructose

→蒸留水（2回蒸留，

プ

0．7359

1．351g

ミリQ）で100mlにメスアッ

西垣　他

間固定後，Poly－L－Lysinでcoatしたカバーグラスに

2～3滴滴下した．次に0．1M　phosphate　buffer

（pH7．4）で洗浄した．その後2％タンニン酸で1時

間導電染色し，洗浄後1％osmium　tetroxideで1時

間後固定を行った．次に上昇エタノール系列（70％，

80％，90％，100％，100％）で脱水し，その後critical

point　dryer　HCP・2にて臨界点乾燥を行なった．試

料台に銀ペーストにてマウントし自金パラジウムで

コーティングを行ない，日立S－450型走査型電子顕微

鏡で観察した．

結　　果

　hypoosmotic　swelling　testにおける位相差顕微鏡

（×400）での尾部の膨化（図1）のa－－9それぞれの

typeに相当する精子を走査型電子顕微鏡で観察した．

膨化を示さないatypeの電顕像（写真1）では，尾

部はほほ均一で滑らかな表面構造を示していた．btype

（793）　111

の電顕像（写真2，3，4）では膨化した尾部の外

周は滑らかであり，内面は穎粒状内容物が多数認め

られるもの（写真2，3）と，尾部が2重3重にcoil

し滑らかなもの（写真4）とが観察された．ctype

の電顕像（写真5，6）では，尾部が多重にcoilし，

立体的になっており中心部は疎になっている構造が

観察された．gtypeの電顕像（写真7，8，9）で

は，尾部が多重にcoilしており，外周は滑らかで，

内面は融解している構造が観察された．またbtype

（写真10），ftype（写真11），　g　type（写真12，13）

と位相差顕微鏡では膨化していると思われたtypeの

精子が，走査型電顕所見では実際には膨化しておら

ず，尾部が環状になり，閉塞環をつくり，その部分

が膨化したように思われるtypeのものも観察された．

考　　察

　ヒト精子の構造は頭部と尾部の2つに大きく分け

ることができ，尾部は中心に縦走する軸系があり，

その周囲を原形質膜が取り囲んだ構造になっている．

電顕像では軸系は中央に1対，周辺に9対存在し，

このうち向かいあう2本だけは中部よりやや後方で，

たが状に周縁を走る線維に移行し，終末部は軸系の

みの構造となっている5・6）．

（a）　　（b）　　　（c）　　　（d）　　（e）　　　（f）　　（9）

a：no　changes

b－9：various　types　of　tail　changes

臨

図1　hypoosmotic　swelling　testにおける精子尾部膨化

　　の模式図（Jeyendran，1984i｝）

写真1　atypeの電顕像（直接倍率x2，500）

　　　尾部はほぼ均一で滑かな表面構造である。
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写真2　btypeの電顕像（直接倍率×5，600＞

　　　　　　尾部の外周は滑かで，内而は頼粒状内容物が多

　　　　　　数認めρ）れる。

写爽3　”∫真2の強拡大像（直接倍率×15，00〔））

－

戸

f

写真4　1）typeの電顕像（直接倍率×5、600）

　　　　　　尾部は滑かで2～3重にcoilしている。

”∫真5　ctypeの電顕像（直接f？t一率×7，300）

　　　　　　尾部が多重にcoi1し立体的になっている。
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写真6　写真5の強拡大像（直接倍率×22，000）

　　　　多重coilの中心部は疎な構造である。

写真7　gtypeの電顕像（直接倍率×16，000）

写真8　gtypeの電顕像（直接倍率×10，000） 写真9　gtypeの電顕像（直接倍率×9，000）
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写真10　btypeの電顕像（直接倍率×3，900）

　　　　実際には尾部膨化が認められない。

写真11ftypeの電顕像（直接倍率×5，200）

　　　　実際には尾部膨化が認められない。

写真12gtypeの電顕像く直接倍率×8，400）

　　　　実際には尾部は環状になっているものの膨化は

　　　　認められない。

写真13　gtypeの電顕像（直接倍率×9，000）

　　　　実際には尾部は閉塞環であり，膨化は認められ

　　　　ない。
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　hypoosmotic　swelling　testは低浸透圧負荷におけ

る精子の尾部膨化現象を観察することにより精子の

受精能力を判定しようとする検査であり，哺乳類，

特に牛精子についてはDrevius7）が1972年に発表した

が，ヒト精子についてはJeyendranら1）が1984年に

報告したのが最初である．精子頭部に比べ尾部の方

が原形質膜の付着が弱いために，hypoosmotic　swell・

ing　testにおける低浸透圧下で尾部のみが膨化すると

されている．

　hypoosmotic　swelling　testにおける尾部の膨化に

ついての原理は上述のように推測されているが，膨

化の形態学的変化の詳細については明らかにされて

いないのが実状である．柳沢ら8）は同じgtypeの膨

化精子でも平面的に膨化しているものと立体的な厚

さをもって膨化しているものとがあると述べており，

Van　der　Venら4）は尾部膨化の際に尾部原形質膜が

広がると，尾部軸系がその原形質膜内にまき込まれ，

curlした状態となり，位相差顕微鏡で観察すると，

尾部そのものがcur1したように見えると述べている。

また尾部の巻き込みも時に低浸透圧負荷以前から観

察されることがあり，考慮すべきだと述べている．

　今回の走査型電子顕微鏡所見でも尾部膨化が立体

的に起こったと考えられるものと平面的に起こった

と考えられるものとの両者が観察された．また位相

差顕微鏡所見では尾部が膨化していると思われたが，

走査型電子顕微鏡所見では膨化しておらず，単に尾

部がcoilしているだけのものも観察された．

　以上よりhypoosmotic　swelling　testにおいて位相

差顕微鏡で膨化を示すb－・g　typeの精子は走査型電

子顕微鏡所見では同じtypeでも種々の膨化形態をと

り，中には膨化していない精子もあることが判明し
た．
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Scanning　electron　microscopic

　　　studies　on　the　semen

hypoosmotic　swelling　test

Arata　Nishigaki，　Kentaro　Takahashi，

　　Yoshimi　Araki，　Koji　Iida，

　Kazuo　Yoshino，　Takaaki　Shirai

　　　　and　Manabu　Kitao

　Department　of　Obstetrics

　　　and　Gynecology，

Shimane　Medical　University，

　　Shimane，693　Japan
（Director：Prof．　M．　Kitao）

　We　observed　the　swelling　of　the　tail　of　the　sper－

matozoa　after　hypoosmotic　swelling　test　on　the

Scanning　Electron　Microscope（SEM），　and　obtained

the　following　results．

1）Swelling　of　the　tail　observed　on　SEM　was　three・

dimentional　or　plane．

2）Some　of“swelling”spermatozoa　under　phase

contrast　microscopy　didn’t　swell　but　coiled　on　the

SEM　findings．

　　　　　　　　　　（受付昭和63年1月11日）
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精索捻転症の術後造精機能

Testicular　Function　After　Torsion

　　　　of　the　Spermatic　Cord

　　　　　　千葉大学医学部泌尿器科学教室（主任：島崎　淳教授）

角谷秀典　高原正信　石井弘之
Hidenori　SUMIYA　Masanobu　TAKAHARA　　Hiroyuki　ISHII

　　　　　　布施秀樹　 島崎　淳
　　　　　　　Hideki　FUSE　　　　Jun　SHIMAZAKI

　　　Department　of　Urology，

School　of　Medicine，　Chiba　University

　　（Director：Prof．　J．　Shimazaki）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　抄　　録

　精索捻転症の術後の妊孕性を検討した．以前手術をうけ，現在15歳以上となったもののうち13例

につき精液検査を，また12例について血清ホルモン値を測定した．睾丸摘除術例の1例に無精子症を，

2例に精子濃度30×106／ml以下の乏精子症を認め，この3例（23．1％）が造精機能低下とされたが，

他は正常であった．睾丸固定術例，摘除術例との間でその精液所見に差を認めなかった．発症から受

診までの期間と精液所見との間に一定の関係をみなかった．血清LH，　FSH，エストラジオール，プ

ロラクチン値は固定術例，摘除術例においてその平均は正常範囲内であり，テストステロン値は高値

の傾向であった．血清FSH値は精子濃度50×106／ml未満の例では高い傾向であった．以上の結果，

精索捻転症の術後，一部の症例は妊孕性の低下があるとみなされた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．，33（4），798－802，1988）

緒　　言

　精索捻転症は泌尿器科領域の小児期に多発する救

急疾患の1つであり，本症術後の妊孕性については

影響ないとするものもある1〕が，一般的には低下する

と考えられている2）”7）．今回，われわれは本症術後の

造精機能・内分泌機能について検討したので報告す
る．

対象および方法

　昭和53年1月より61年12月までの9年間に精索

捻転症にて千葉大学医学部附属病院泌尿器科で手術

した患者は25例である．年齢は2歳から35歳，（平

均14．56歳）であり，患側は右側9例，左側16例で

ある．治療は患側睾丸固定術＋対側睾丸固定術9例，

患側睾丸摘除術＋対側睾丸固定術16例であり，発症

から受診までの期間は24時間以内8例（平均7．5時

間），24時間以上17例（平均27．3日）である．24時

間以内の8例と24時間以上で術中所見で睾丸の色調

の良好であった1例に患側睾丸固定術を行なった．

　これらの症例の術後に定期的検査を行なっている

が，昭和62年3月に受診した際25例中15歳以上

のうちの13例について，5日以上の禁欲ののち用手

法にて精液検査を行なった．また同様の12例につい

て血清LH，　FSH，テストステロン，エストラジオ

ール，プロラクチン値を測定した．LH，　FSHは‘栄

研’キットを，テストステロンはテストステロン・1－125・

キットを，エストラジオールはRIA　2抗体法（SRL

社依頼）を，プロラクチンはプロラクチン・リアビ

ー ズIIを用いて測定した．
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症例

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

手術時　受診まで　検査時

年　齢　の期間　年　齢

18歳　　11日　　22歳

14歳　　2日　　20歳

22歳　　 14日　　 28歳

35歳　　10日　　41歳

10歳　　 14日　　 15歳

20歳　　5日　　21歳

13歳　　4時間　17歳

13歳　　7時間　　18歳

14歳　　3時間　18歳

14歳　　17時間　　18歳

30歳　 3ヵ月　 30歳

15歳　　5日　　15歳

14歳　　9日　　15歳

26歳　 3ヵ月　 26歳

14歳　　1ヵ月　 16歳

　　　　表1　対象症例のまとめ

精液量　精子濃度　運動率　　LH　　FSHテストステロン；XFma一ルプbラクチン
　　　　　　　　　　　　　　（0・20mlU／ml）（0・15m1U／ml）（4・7ng／m1）（20・64pg／m1）（0・30ng／m1）

2。3ml　108×106／ml

1．2　　　 106×106

3．6　　　　0

5．0　　　　　8×106

2．6

1．6

2．0

1．2

1．1

3．0

5．0

4．0

2．0

96×106

106x106

72×106

148x106

55×106

88×106

58x106

3．2×106

78×106

55％

52

28

48

76

50

54

72

56

60

44

66

7．70　　　4．83　　10．17

9．Ol　　12．40　　　9．88

4．98　　　　8．74　　　　4．93

12．88　　　　5．36　　　　8．69

7．39　　　　3．80　　　　9．80

7．28　　　6．43　　　19．29

5．02　　　5．15　　22．32

10．73　　　　7．59　　　　7．14

14．31　　　14，14　　　22．23

1．86　　　27．55　　　　8．29

11，29　　　42．45　　　10．98

12．17　　　14．76　　　　9．59

44

31

22

28

10

20

20

32

30

21

29

22

11．77

12．98

5．22

10．43

19．22

10．21

15．42

12．63

15．05

17．65

8．02
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結　　果

　術後の精液所見は，13例の平均は，精液量2．7ml，

精子濃度71．3×106／ml，運動率50．9％，総運動精子

数85．0×lO6であった．睾丸固定術例ではその平均は，

精液量1．6ml，精子濃度97．8×IO6／ml，運動率

61．4％であり，睾丸摘除例では精液量3．3　ml，精子

濃度54．6×106／ml，運動率44．3％であり，摘除例で

精液量が固定例に比し有意に高かった．無精子症は

摘除例の1例にみとめ，精子濃度30×106／ml以下の

乏精子症は摘除例の2例にみとめ，この3例に造精

機能の低下をみた（図1，表1）．

　発症から受診までの期間と精子濃度・運動率・総

1。o℃

50

5 le 「一｝一罷ys

図3　受診までの期間とsemen所見2motiIity

運動精子数との関係について検討したが一定の傾向

をみとめなかった．（図2－4）．

　後術の血清ホルモン値は，固定術例ではLH
7．61　mlU／ml，　FSH　5．　74　mlU／ml，テストステロン
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表2　内分泌所見と精液所見との関係

　　　　Semen　analysis

　　　　　　　　　Normal　　　　　Abnormal
Testosterone（ng／mの

LH（mlU／me）

FSH（mlU／mの

12．37±5．92　　　10．39±3，22

　　　　　ns　
7。45±3．42　　　　8．42±3．20

　　　　　n．s■
10．01±8．54　　　21．20±18．50

　　　　　n．S．

Normai　：50　×　1　06／m2以上（n＝7）

Abnermal：50　×　1　06／m2未満（n　・3）

5 10 15

図4　受診までの期開とsemen所見3総運動精∫・数

LH

or由1叩exytn＝4130

●orch1日Ctomy（n＝B｝

20

10

0

髪：

裟髪

易

20

10

0

FSH　　　　　Test．

　　　　　　　40．4245

20

〆
　／ノ　　10
ニレ・／／

髪

e

。。　　　30

∠多

20

10

0

＜彦冊

／3°
1影

彪・o
／ゴ

　　　10

図5　術後の内分泌所見（15歳以ヒ）

0

Prol，

14。64ng／ml，エストラジオール20．5pg／ml，プロラ

クチン14．37　ng／mlであり，摘除術例ではLH

9．28mIU／mL　FSH　16．28　mIU／ml，テストステロン

10．60ng／ml，エストラジオール28．4pg／ml，プロラ

クチン11．68ng／mlであり，両群間に統計学的有意

差をみなかった，FSH高値のものは2例あり，いず

れも摘除例であった．テストステロン値は高値を示

すものが多かった．（図5，表1）．

　血清LH，　FSH，テストステロン値と精液所見と

の関係を精子濃度50×106／ml未満の3例と50×

106／ml以上の7例とに分けて検討した（表2）．血清

LH，テステステロン値は両群間で差がなく，血清FSH

値は50×106／ml未満で高い傾向をみたが有意差はな

かった．

考　　案

精索捻転症の術後は一般にその造精機能は低下す

ると報告されている2）’－7｝．自験例では，固定術例5例

の精子濃度の平均は97，8×106／ml，摘除術例8例の

平均は54．6×106／mlであり，正常レベルであった．

しかし，この13例中1例に無精子症を，2例に30×

106／ml以下の乏精子症を認め，13例中3例（23．1％）

の造精機能の低下をみた．Krarup2）は，術後精液所見

が正常範囲のものは19例中1例（5．3％）にすぎな

かったと報告している．一方，Bartschら3｝は30例中

15例（50．0％），Goldwasserら6）は16例中6例

（37．5％）が正常範囲であるとしている．自験例では

精液検査で精子濃度・運動率ともに妊孕性の保たれ

ていると考えられた例は，13例中10例（76．9％）

であった．各報告で対象症例の治療・発症から受診

までの期間に相違はあり，術後造精機能は一定して

いないが低下していると考えられる．この低下の原

因としては，まず第1に抗精子抗体等の免疫の関与

が指摘されている4）・8）・9）．Harrisonら8）はラットを用

いて，自己の虚血壊死に陥った睾丸組織を接種する

ことで対側健常睾丸の障害されることを証明してい

る．また，Naglerら4）もラットを用いたモデルで抗

ラットリンパ球グロブリン投与または脾摘を行ない

免疫抑制した群では対側健常睾丸の障害が少なかっ

たと報告している．しかし，自己免疫説に否定的な

意見も多く1）・1°）～13），　Andersonら13｝は自己免疫説はラ

ットを用いた実験結果にすぎず臨床例での検討でそ

れを支持する報告はなく，彼らの例では抗精子抗体

の検出はごく微量であり，抗睾丸抗体は検出されな

かったとしている．一方，精索捻転手術時に対側睾

丸の生検を施行し，その所見から造精機能障害を高

率に証明しており，すでに造精機能障害を生じてい

る睾丸に精索捻転症は生じやすいと考えられてい
る11）～16｝．

　発症から受診までの期間と術後造精機能との関係

については，自験例では精子濃度・運動率・総運動

精子数とも一定の傾向をみなかった．Andersonら12）

も自験例同様の報告をしているが，Thomasら17）は

その期間と総運動精子数は相関し，Goldwasserら6）

は発症12時間以内の例では44％で正常の精液所見

；
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を示したが，12時間以上の例のそれは20％にすぎな

かったとしている．動物実験では捻転後4時間で不

可逆的障害を生じるとされている18）．固定術例では，

発症後8時間以上経過すると固定術後でも睾丸萎縮

を生じ，その期間と萎縮の程度は相関すると報告し

ている17）．

　　精索捻転症術後の内分泌所見は，自験例同様血清

テストステロン値は低下せず，性欲・勃起能・男性

化は保たれるとされている6）11）13）17）iS），　Hikimら19）は

精索捻転症において両側睾丸を光顕および電顕にて

Leydig　cellの形態を検討しているが，正常コントロ

ール群に比し大きな異常を認めなかったとしている．

ゴナドトロピンについては，Fraserら11），　Anderson

ら13）はFSHのみ上昇，　Thomasら17），　Goldwasser

ら6）はFSH，　LHともにほぼ正常と述べている．精液

所見不良例ではLHおよびFSHの上昇3），　FSHのみ

上昇したls）という報告もある．自験例ではLH，　FS　H，

テストステロン，エストラジオール，プロラクチン

のいずれもほぼ正常であり，FSH高値のものは12例

中2例（16．7％）にみとめそれらの精子濃度は3．2×

106／mlと58×106／mlであった．精子濃度50×106／ml

未満の例ではFSH高値の傾向を認めたが，50×
106／ml以上の例との間に有意差はなかった．

　一般健康成人男子の精液所見については，生垣ら2°）

は，207例について報告しており精子濃度20×106／ml

未満の群は約10％にみられたとしている．自験例で

は30×106／m1未満を23．1％にみとめ本症の術後症

例では妊孕性の低下がみられた．
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Testicular　function　after　torsion

of　the　spermatic　cord

Hidenori　Sumiya，　Masanobu　Takahara，

　　　　　Hiroyuki　Ishii，　Hideki　Fuse

　　　　　　　　and　Jun　Shimazaki

　　　　　Department　of　Urology，

School　of　Medicine，　Chiba　University

　　　　　　　　Chiba，280　Japan

　　　（Director：Prof．　J．　Shimazaki）

　　Seminal　fluid　change　and　endocrine　function

after　torsion　of　the　spermatic　cord　were　investigat－

ed．　Impaired　spermatogenesis　was　observed　in　3

cases（23．1％）；one　azospermia　and　201igosper・

mia，　lower　than　30×106／ml．　Average　levels　of

semen　parameters，　either　orchiopexy　or　or・

chiectomy，　were　within　normal　Iimit，　and　there　was

no　difference　between　two　groups．　No　correlation

was　obtained　between　semen　parameters　and　dura・

tion　from　the　onset　of　the　symptoms　to　the　visit．

Average　levels　of　serum　LH，　FSH，　estradiol　and

prolactin　were　within　normal　ranges，　either　or・

chiopexy　or　orchiectomy，　and　serum　testosterone

level　was　higher　than　normal．　Serum　FSH　levels　of

patients，　lower　than　50×106／ml，　seemed　to　be

higher　than　others．

　　It　was　concluded　that　some　of　testicular　torsion

treated　surgically，　orchiopexy　or　orchiectomy，

revealed　impaired　fertility　after　puberty．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：昭和63年1月6日）
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　Abstract：The　present　study　was　undertaken　to　examine　how　long　the　culture　medium　could　be

stored　at　3．6℃Without　detrimenta1　effects　on　the　development　of　mouse　zygotes　in　vitro　and　after

transfer．　The　proportion　of　zygotes　developed　to　blastocysts　cultured　in　stored　media　for　30　to　l50

days（77　to　85％）was　not　significantly　different　from　that　obtained　in　fresh　medium（81％）．

However，　it　declined　gradually　and　significantly　when　the　culture　medium　was　stored　for　more

than　180　days．　The　proportion　of　live　fetuses　after　transfer　of　blastocysts　developed　in　stored

media　was　not　significantly　different　from　that　obtained　in　the　fresh　mediurn（34　to　56％vs　46％）．

The　present　study　clearly　demonstrated　that　the　culture　medium　M16　could　be　stored　up　to　150

days　at　3．6℃without　harmful　effect．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steri1，，33（4），803－806，1988）

こ

歳

：

；

Introduction

　　Since　Whitten（1956）successfully　cultured

mouse　8－cell　embryos　to　blastocyst　stage　in　a

chemically　defined　medium，　metabolic　require－

ments　for　embryonic　development　were　examined

extensively（See　reviews　by　Brinster，1969；Big－

gers，　Whitten　and　Whittingham，1971；Whittingh－

am，1971）．　Several　simple　chemically　defined

media　which　can　support　the　development　of

certain　F，　hybrid　mouse　zygotes　to　blastocysts　in

vitro　are　now　developed（Whitten　and　Biggers，

1968；Hoppe　and　Pitts，1973；Kasai，　Minato　and

Toyoda，1978；Hoppe　and　Coman，1983；Tsunoda，

Wakasu　and　Sugie，1985）．　The　culture　medium　for

mouse　embryos　is　commonly　recommended　to　be

made　fresh　for　each　experiment　and　to　be　used

within　l　or　2　weeks．　This　is　probably　based　on　the

report　of　Wales　and　Whittingham（1970　a）that

storage　of　culture　medium　at　5℃for　l　month

resulted　in　a　decrease　in　the　percentage　of　two－

cell　mouse　embryos　developing　into　blastocysts．

In　our　prelirninary　report（Shioda　and　Tsunoda，

1986），the　chemically　defined　culture　medium，

M16，　could　be　preserved　at　least　for　90　days　in

refrigerator，　The　present　study　was　undertaken　to

examine　how　long　the　culture　medium　could　be

stored　at　a　low　temperature　without　any　detri－

mental　effects　on　the　development　of　mouse

zygotes　in　culture　and　after　transfer．

　　　　　　　　　　Materials　and　Methods

　　Adult　F1　（C57BL／6J×CBA）females　were

superovulated　with　51U　PMSG　and　51U　hCG　at

48　hrs　intervals　and　mated　with　CBA　strain　males．

The　eggs　at　pronuclear　stage　were　obtained　17　to

1
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20hrs　after　hCG　injection　and　the　cumulus　cells

were　removed　by　treatment　with　hyaluronidase

（3001U／ml）in　M2（Fulton＆Whittingham，1978）

and　washed　three　times，

P名eparation（ゾα‘〃ure　medium

　　One　of　the　most　commonly　used　culture　I－nedia，

M16　was　used　in　the　present　study　and　each

isotonic　solution　of　all　ingredients　were　made

separately　according　to　Whittingham（1971），　The

required　quantity　of　each　isotonic　solution　is

taken　to　make　up　the　final　rnedium　and　gassed

with　5％CO2　in　alr　for　lO　min　before　the　addition

of　bovine　serum　albumin（BSA，4mg／ml，　Sigma

No．　A－4378）．　The　medium　was　then　sterilized　by

passing　through　membrane　filter（0．45um，　Mil－

lipore，　Co．）and　stored　in　a　small　plastic　dispos－

able　test　tubes（Falcon，　No．2003）for　O（fresh）or

30to　240　days（stored）in　a　refrigerator（3．6℃）．

Cu！加ぞ伽ゴtransferげeggs

　　The　zygotes　with　two　pronuclei　were　washed

several　times　and　cultured　for　4　days　in　individual

drops　of　fresh　or　stored　culture　media　under　liquid

paraffin　in　a　5％CO2　and　95％air　atomosphere　at

37℃．

　　Drops　of　each　medium　were　made　the　day

before　culture，　and　kept　in　an　atmosphere　of　5％

CO2　and　95％air　at　37℃．The　zygotes　developed

to　blastocysts　were　transferred　into　uteri　of

pseudopregnant　CD－1　females　on　day　30r　day　40f

pseudopregnancy．　All　recipient　mice　were　killed

on　day　180f　gestation　to　examine　the　number　of

live　fetuses．　The　stastical　significance　of　the

resultes　was　determined　by　X2　analysis．

Results

　　Table　l　presents　the　results　of　the　blastocysts

developed　from　zygotes　cultured　in　media　stored

for　different　periods．　The　proportion　of　blas一

Table　l　The　effect　of　storage　of　culture　media　on　the　development　of　mouse　zygotes　in　vitro．

：

二

P

Storage　of　the

medium　in　days

No．　of　zygotes

cultured

No，　of　zygotes

developed　to　blastocysts（％）

Fresh

　　30

　　60

　　90

120

150

180

210

240

228

139

110

121

126

121

114

169

123

185（81）

118（85）

89（81）

100（83）

97（77）

97（80）

79（69）＊

101（60）＊＊

　37　（30）　＊＊

，

＊Pく0．05， ＊＊P〈0、001

Table　2 The　viability　of　blastocysts　developed　from　zygotes　cultured　in　stored　media　following　their　transfer　to

rec1Plents

Storage　of　the

medium　in　days

No．　pregnant／

No．　of　recipients（％）

No．　of　blastocysts
transferred

No．　of

Iive　fetuses（％）

Fresh

　　30

　　60

　　90

120

150

180

210

240

9／10

9／9

12／12

10／10

10／10

9／9

6／6

8／8

2／3

（90）

（100）

（100）

（100）

（100）

〈100）

（100）

（100）

（67）

52

45

70

45

65

47

38

58

25

24

25

33

16

24

19

13

25

12

（46）

（56）

（47）

（36）

（37）

（40）

（34）

（43）

（48）
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tQcysts　developed　from　zygotes　cultured　in　stored

media　for　30　to　150　days（77　to　85％）was　not

significantly　different　from　that　obtained　in　fresh

medium　（81％）、　However，　the　proportion　of

zygotes　developed　to　blastocysts　was　significantly

（Pく0．05　一一　O．OOI）10w　when　the　culture　medium

was　stored　for　180　to　240　days（30　to　69％）．

　　Table　2　summarizes　the　viability　of　blastocysts

following　transfer　to　the　uteri　of　recipients．　The

proportions　of　pregnant　recipients　（67　to　100％）

and　that　of　live　fetuses（34　to　56％）after　transfer

of　blastocysts　developed　in　stored　media　for　dif－

ferent　periods　were　not　significantly　different

compared　with　those　obtained　in　fresh　medium

（90％for　pregnancy　and　46％for　live　fetuses）．

Discussion

　　The　present　study　clearly　demonstrated　that

the　culture　medium，　M16（Whittingham，1971）

could　be　stored　up　to　150　days　at　3．6℃without　the

decrease　of　its　potency　for　the　development　of

mouse　embryo．　Herr　and　Wright（1986）briefly

reported　that　Whitten　medium　could　be　also　stor－

ed　for　3　months　at　4℃．Our　results　were　different

from　those　of　Wales　and　Whittingham（1970　a）

who　reported　that　storage　of　culture　medium　at

5℃　　for　l　month　resulted　in　a　decrease　in　the

percentage　of　two－cell　mouse　embryos　developing

into　blastocysts．　They　estimated　that　the　depres－

sion　in　development　appeared　to　be　related　to　a

failure　in　the　intracellular　accumulation　of

pyruvate　carbon．　Although　we　did　not　determine

the　concentration　of　sodium　pyruvate　in　the

medium　during　and　after　storage，　it　is　estimated

that　sodium　pyruvate　is　not　so　unstable　as　report－

ed　by　Silverstein　and　Boyer（1964）and　Wales　and

Whittingham（1970　b）or　the　concentration　of

pyruvate　required　for　the　development　of　mouse

zygotes　is　lower　than　that　involved　in　the　culture

medium　M16（0．33mM）．　The　proportion　of　zygotes

developed　to　blastocysts　however　gradually　de－

clined　when　the　medium　was　stored　for　more　than

180days．　The　exact　reason　for　such　decrease　is

not　clear　again，　since　we　did　not　monitor　the

concentrations　of　glucose，　sodium　pyruvate，

sodium　lactate　and　BSA　in　the　medium．　More・

over，　the　proportion　of　live　fetuses　after　transfer

of　blastocyst　developed　were　also　not　significant－

ly　different　from　those　obtained　in　fresh　medium

　　During　the　course　of　storage，　the　pH　of　the

medium　arrised　up　to　92，　since　it　was　stored　in

plastic　tube　with　a　loose　cap．　However，　the　pH　of

the　medium　went　down　around　7．2　to　7．4　before

culture，　since　culture　drops　of　each　medium　were

prepared　and　kept　in　a　incubator　with　an　atmo－

sphere　of　5％CO2　and　95％air　the　day　before・

　　Although　the　biological　meaning　of　such　results

are　not　clear，　the　facts　that　the　culture　medium

for　mouse　zygotes　including　glucose，　pyruvate，

lactate　and　BSA　could　be　stored　up　to　150　days　in

refrigerator　is　of　interest　for　saving　time　and

expenses　required　　to　　prepare　　fresh　　culture

medium　each　time．
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マウス前核期卵の体外培養ならびに

　　移植成績に及ぼす培養液の

　　　　低温保存日数の影響

農林水産省畜産試験場繁殖部

塩田ゆみ＊・　角田幸生

’現所属 日本大学農獣医学部

　哺乳動物初期胚の体外培養に用いる化学合成培地

は，通常1－－2週間ごとに調整することが必要とされて

いる．本実験では，培地の調整に要する繁雑さを軽減

するため，胚の体外培養成績ならびに培養胚移植後の

産子生産成績を低下させることなく，培地（M16＞を

低温下に保存できる期間を明らかにする目的で実施し
た．

　その結果，30　一一　150日間保存した培地を用いた場合の

体外における胚盤胞への発生率（77～85％〉は新鮮培

地を用いた場合（81％）に比べて差がないこと，180日

間以ヒ保存した培地を用いると発生率が徐々に低下す

ることが明らかとなった．しかしながら，30　一一　240日間

保存した培地を用いて得られた胚盤胞を移植した場合
の妊娠率（67～100％）ならびに産子生産率（34　一一　56％〉

は，新鮮培地を用いた場合（90％および46％）に比べ

て差がないことが判明した．以上の結果より，マウス

初期胚の体外培養に広く用いられているM16液は低温

下に少なくとも150日間保存できることが明らかとな
った．

　　　　　　　　　　（受付：昭和63年1月27日）
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Abstract：Antidromic　spike　latencies（msec）in　neurons　of　the　preoptic　area（POA）to　stimulation

of　the　median　eminence　arcuate（ME）of　rats　were　significantly　shorter　in　the　groups　of　diestrus：

14．8±5．7and　ovariectomized　rat　injected　with　progesterone（Ovx－P）：14．3±4．3（P〈0．05　for　both）

than　in　the　ovariectomized　one　injected　with　oil（Ovx－Oil）as　control：19．3±3．7，　respectively，　in　the

paired　t　test．　Orthodromic　spike　latencies　in　POA　neurons　to　ME　stimulation　were　significantly

shorter　in　the　groups　of　the　ovariectornized　rat　injected　with　estradiol（Ovx－E｝：10．4±3．7（P〈0．

001），estrus：12．0±4．4（P＜0，01）and　diestrus：15．4±5．6（P〈0．05）than　in　Ovx－Oil：19．6±6．0，　and

shorter　in　Ovx－E：10，4±3．7（P＜0．005）than　in　the　castrated　adult　male　rat（Cast．　Male）as　control；

17．3±4．6，respectively，　in　the　paired　t　test．　Latent　times（msec）in　orthodromic　responding　neurons

of　the　POA　to　corticomedial　amygdala（AMYG）stimulation　were　statistical　significant　differ－

ences　between　estrus：12．4±3．7，0vx－E：14．0±6．5（P＜0．05　for　both）and　Ovx・Oil：20．1±7．4，　and

between　estrus（．P＜0．01）and　Cast．　Male：21．5±9．6，　respectively，　in　the　paired　t　test．

　　Conduction　velocities（m／sec）of　the　impulse　in　antidromic　cell　axons　of　the　POA　neuron　to　ME

stimulation　were　significantly　faster　in　the　groups　of　diestrus：0．432±0．161　and　Ovx・P：0．450±0．

125（P＜0．05for　both）than　in　Ovx－Oil：0．586±0．113，　and　conducting　impulses　in　orthodromic　cell

axons　were　significantly　faster　in　the　groups　of　Ovx－El　O．303±0．125（P〈0．001），　estrus：0．335±0．130

（Pく0．005）and　Ovx・P：0．465±0．141（∫）＜0．05）than　in　Ovx－Oil：0．598±0，196，　and　faster　in　the　groups

of　Ovx－E（P＜0．005）and　estrus（P〈0．05）than　in　Cast．　Male：0．523±0．132　in　the　paired　t　test．

Conducting　impulses　in　OD　cell　axons　of　POA　neurons　to　AMYG　stimulation　were　significant

differences　between　Ovx－Oi1；0．501±0．186　and　Ovx－E：0．334±0．146，　estrus：0．298±0．101（P＜α05

for　both），　and　between　Cast．　Male：0．505±0．153　and　estrus，　Ovx－E（P＜0．05　for　both）in　the　paired

ttest．　No　AD　responses　were　observed　in　Ovx・E　groups　by　ME　and　AMYG　stimulations．　It　may

be　deduced　that　the　endocrinic　environments　of　the　animal　and　some　hormones，　including　estrogen

and　progesterone，　may　affect　the　Iatency　and　the　conducting　impulse　in　the　axon　from　the　initial

segment　to　the　soma－dendrite，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn、　J．　Fertil．　Ster呈1．，33（4），807－812，1988）．

Introduction

　There　exists　a　considerable　literature　on　the

antidromic　activation，　but　little　work　has　been

done　to　study　antidromic　and　orthodromic　spike

latencies，　and　conduction　velocities　of　the　impulse

in　antidromic　and　orthodromic　cell　axons　of　the

rat　hypothalamus．

　The　present　study　was　designed　to　examine

whether　changes　might　occur　in　antidromic（AD）
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and　orthodromic（OD）spike　latencies　and　conduc・

tion　velocities　of　the　impulse　in　single　active　cell

axons　of　the　medial　preoptic　area（area　PreoPtica

media！is：POA）to　electrical　stimulation　of　either

median　eminence　arcuate（ME）or　corticomedial

amygdala（AMYG）among　different　endocrine
statuses　of　rats．　The　rats　used　were，　females　in

diestrous　or　estrous　stage，　ovariectomized　and

treated　with　estradio1，　progesterone，　or　sesame

oi1，　and　intact　and　castrated　adult　male　rats．　It　is

the　purpose　of　this　study　to　estimate　the　latent

times　and　conduction　velocities　of　the　impulse　in

antidromic　and　orthodromic　cell　axons　of　the

POA　neuron　ill　which　it　was　electrophysiologica1－

ly　identified　by　antidromic　or　orthodromic　activa－

tion　in　the　rat　hypothalarnus．

Materials　and　Methods

　　Instrument，　electrode，　anesthesia，　surgical　oper－

ation，　recording　and　stimulating　techniques　used

in　this　study　were　essentially　the　same　as　were

described　ill　the　preceding　paper’）．　The　experi・

ments　were　performed　on　adult　female　and　male

rats，200・300g　of　body　weight　of　the　Sprague－

Dawley　strain．　They　were　reared　under　the　14－

hour　light　and　10－hour　dark　condition　and　at　23±

1℃of　room　temperature　and　50　to　60％humidity

and　allowed　to　have　normal　feed　and　tap　water

ad　libitum．　They　showed　a　regular　4－day　cycle．

Vaginal　smears　were　examined　during　at　least　3

successive　cycles．　Experiments　were　performed

about　2　hours　after　anesthesia　which　was　done

during　a　period　from　8：30　to　9：30　A．M．　Rats　used

were　divided　into　seven　groups，　of　which　five

groups　consisted　of　females　and　two　were　males．

　　Of　five　female　groups　two　included　intact　rats

of　diestrous　or　estrous　stage，　and　the　other　three

were　ovariectomized　rats　each　of　which　injected

either　with　progesterone，　estradio1，0r　sesame　oil．

These　animals　were　used　lO　to　20　days　after　the

removal　of　the　ovaries．

　　Eighteen　ovariectomized　rats　injected　sub－

cutaneously（s£．）with　progesterone．　The　injection

had　been　prepared　by　dissolving　5mg　of　progester－

one　propionate　in　sesame　oil．　It　was　administrated

to　the　rats　2　days　before　the　experiment（Ovx－P）．

　　Twenty　ovariectomized　rats　injected　s．c．　with

10μgof　estradiol　benzoate　twice，48　and　24　hours

before　the　experiment（Ovx・E）．

　　Sixteen　ovariectomized　rats　injected　s．　c．　with

sesame　oil，24　hours　before　experiment　as　control

（Ovx－Oil）．

　　The　two　male　groups　consisted　of　intact　and

castrated　adult　rats　as　control（Cast．　Male）．　They

were　subjected　to　castration　10　to　20　days　before

the　without　other　operation．

　　The　onset　and　the　type　of　response，　AD　or　OD

to　stimulation　of　the　ME　and　AMYG　were

checked　by　an　oscilloscope　and　photographing．

The　electrical　stimulation　given　to　the　nuclei　was

acurrent　twice　as　strong　as　the　threshold　for　the

AD　or　OD　response．　The　AD　or　OD　spike　latency

（latent　time），　following　the　stimulus　al・tifact　was

also　judged　with　a　photograph．

　　By　calculating　average　distances　between

recording　and　stimulating　electrodes　oll　the　brain

Map2），　conduction　velocities　of　the　inユpulse　in

antidromic　and　orthodromic　cell　axons　of　the

POA　neuron　to　stimulation　of　the　ME　and　AMYG

was　estimated．

Results

　　Atotal　of　91　AD　and　1540D　responses　in　POA

neurons　was　observed　to　stimulation　of　the　ME

and　AMYG．

　　Antidromic　and　orthodromic　spike　latencies　in

POA　neurons　to　ME　and　AMYG　stimulations

were　as　follows．　There　were　significant　differ－

ences　between　AD　spike　latency　to　ME　stimula－

tion　and　that　to　AMYG　stimulation（P＜0．01）and

between　OD　spike　latency　to　ME　and　AMYG

stimulations（P〈0．005）in　the　paired　t　test

（1／Velch－test）．　The　pairs　of　antidromic　and　ortho・

dromic　spike　latencies　to　stimulation　of　the　ME

and　AMYG　were　not　significantly　different　from

each　other　in　the　paired　’test。

　　In　diestrus，　spike　latencies（msec）in　POA　neu－

rons　to　ME　stimulation　were　14．3±5．7（6・27）for

AD　response（n＝14）and　15．4±5．6（7・28）for　OD

response（11＝18），　In　estrus，　they　were　13．0（12－14）

for　AD（only　two　responses｝and　l2．0±4．4（7－20）

for　OD（n＝7）．　In　Ovx－P，　they　were　14．3±4．3（7－22）

for　AD（n＝12）and　16．0±5．3（8－29）for　OD（n＝13）．

In　Ovx－E，　they　were　none　for　AD　and　10．4±3、7
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（6－18）for　OD（n＝8）．　In　intact　males，　they　were

16．8±5．4（9－23）for　AD（n＝8）and　17．6±6．4（8－29）

for　OD（n＝17）．　In　Cast．　Male　as　control，　they　were

17ユ±6．1（8－25）for　AD（n＝8）and　l7．3±4．6（9－24）

for　OD（n＝13）．　In　Ovx－Oil　as　contro1，　they　were

19．3±3．7（15・25）for　AD（n＝6）and　l9．6±6．0（9－28）

for　OD（n＝10）．　The　antidromic　spike　latency　in

POA　neurons　to　ME　stimulation　was　significantly

shorter　in　the　groups　of　diestrus　and　Ovx－P（P〈

0．05for　both）than　in　Ovx－Oil　as　control　in　the

paired’test．　The　orthodromic　spike　latency　in

the　POA　neuron　to　ME　stimulation　was　signifi－

cantly　shorter　in　the　groups　of　Ovx－E（P＜0．001），

estrus（P〈0．01）and　diestrus（P＜0．05）than　in　the

respective　controls　of　Ovx－Oil　and　Cast．　Male．

There　was　a　statistically　significant　difference

between　Cast．　Male　as　control　and　Ovx－E（P＜0．

005），estrus（P〈0．05）in　the　paired　t　test（Fig，1）。

　　Spike　latent　times（msec）in　POA　neurons　to

AMYG　stimulation　in　diestrus　were　18．5±5．6（9・

30）for　AD　response（n＝10）and　20。7±4．9（9－25）for

．OD　response（n＝15）．　In　estrus，　they　were　13．0

（10－17）for　AD（only　three　responses）and　l2．4±3．7

（7－18）for　OD（n＝8）．　In　Ovx－P，　were　16，9±4．1

（11－22）for　AD（n＝7）and　19．3±6．7（10－31）for　OD

（n＝10）．In　Ovx－E，　they　were　none　for　AD　and

14．0士6．5（7－24）for　OD（n＝6）．　In　intact　males，

were　20．4±6．2（10－29）for　AD（n＝10）and　21．5±9．6

（8－36）for　OD（n＝11）．　In　Cast．　Male，　were　20．1±7．3

（11・33）for　AD（n＝7）and　20．7±6．9（9－35）for　OD

（n＝10）．In　Ovx・Oil　as　contro1，　were　l8．2±6．1（8・24）

for　AD（n＝6）and　20．1±7．4（12－31）for　OD（n＝8）．

Orthodromic　spike　latencies　in　POA　neurons　to

AMYG　stimulation　were　statistically　shorter　in

the　groups　of　estrus　and　Ovx－E，　a　significant

difference　was　shown　betweer10vx－Oil　as　control

and　estrus，　Ovx－E（Pく0．05　for　both），　between

Cast．　Male　as　control　and　estrus（P＜O，Ol）in　the

paired　t　test（Fig．2）．

　　By　calculating　average　distances　between

recording　and　stimulating　sites，　conduction　veloc－

ities　of　the　impulse　in　antidromic　and　orthodromic

：
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Antidromic　and　orthodromic　spike　latencies

（msec）in　POA　neurons　to　electrical　stimula－

tion　of　the　ME　in　7　groups　of　rats．　Bars　indi－

cate　mean　latencies，　and　lines　on　top　Ofわ‘trs

indicate　the　SEM，　Note　that　no　AD　respones　ls

observed　to　ME　stimulation　in　Ovx－E．　In　the

estrous　group，　AD　was　omitted　because　only

two　ADs　to　ME　stimulation　were　observed．　In

spike　latencies，　significant　differences　are　seen

in　AD　or　OD　response，　and　marked　with　aster－

isks　vs．　AD　response　of　Ovx－Oil　as　control，

small　letters　vs．　OD　response　of　Ovx・Oil　as

cQntrol，　capital　letters　vs．　OD　response　of　Cast．

Male　as　control，　respectively．＊・a　o「Aindicates

P〈0．05，bP〈0．01，　c、P＜0．005，　and　dP＜0．0005　in

the　paired’test（；・VelcJz－test）．　Abbreviations，

see　text．
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cell　axons　of　the　POA　neuron　were　estimated

（Fig．3）．　There　were　no　significant　differences　in

the　conduction　velocity　among　the　pairs　AD　and

AD，　AD　and　OD，　and　OD　and　OD　to　ME　and

AMYG　stimulations，　respectively．

　　Conduction　velocities（m／sec）of　the　impulse　in

antidromic　and　orthodromic　cell　axons　of　the

POA　neuron　to　ME　stimulation　in　diestrus　were

approximately　O，432±0．161　（0．20・α75）for　AD

response　and　O．479±0．165　（0．23－0．80）　for　OD

response．　In　estrus，　they　were　O．376（0．36・0．38）for

AD（only　two　responses）and　O．335±0．130（0．18－

0．57）for　OD．　In　Ovx・P，　were　O．450±0．125（0，23・

0．61）for　AD　and　O．465±0．141（O．28－0．85）for　OD．　In

Ovx－E，　were　O．303±0．125（0．15・0．54）for　OD　and

they　were　none　fQr　AD　response．　In　intact　males，

were　O．485±0．130（0．30－0．62）for　AD　and　O．520±
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Conduction　velocities　Qf　impulses　in　anti・

dromic　and　orthodromic　cell　axons　of　POA

neurons　to　electrical　stimulation　of　the　ME

and　AMYG　in　7　groups　c〕f　rats．　Ba　rs　indicate

mean　conductioll　velocity，　and　lines　on　top（）f，

bars　indicate　the　SEM．　Note　that　no　AD

response　is　observed　to　ME　and　AMYG　stimu－

lation　in　Ovx－E。　III　the　estrous　groups，　AD　was

omitted　because　only　two　ADs　to　ME　and

three　ADs　to　AMYG　stimulations　were　obser・

ved．　In　conduction　velocities，　significant　differ・

ences　are　seen　in　AD　or　OD　response，　and

marked　with　asterisks　zノ∫．　AD　response　of

Ovx－Oil　as　control，　small　letters　vs．　OD

response　of　Ovx－Oil　as　control，　capital　letters

vs．　OD　response　of　Cast。　Male　as　control，

respectively。＊・a°「Aindicates∫）＜0．05，　B1⊃＜0，01，

c°「c P〈0．005，　and　dP＜0．001　in　the　paired　t　test

（レVelc’z－test）．Abbreviations，　see　text．

0．181（0，26－0．87）for　OD，　In　Cast．　Male　as　control，

were　O．499±O．184（0．24・0．75）for　AD　and　O．523±

0、132（0．27－0．72）for　OD．　In　Ovx－Oil　as　control，

were　O．586±0．113（0，44・0．73）for　AD　and　O．598±

0．196（0．30－0，90）for　OD．　The　estimation　of　conduc・

tion　velocity　of　the　impulse　in　antidromic　cell

axons　of　the　POA　neuron　to　ME　stimulation　was

significantly　faster　in　the　groups　of　diestrus　and

Ovx－P（P〈0．05　for　both）than　in　Ovx－Oil　as　con．

troL　In　estrus　and　Ovx－E，　the　conduction　velocity

in　orthodromic　cell　axons　was　markedly　fast，　and

asignificant　difference　was　shown　between　Ovx－

Oil　as　control　and　Ovx－E（P〈0．001），　estrus（P〈

0．005），Ovx－P（P＜0．05），　between　Cast，　Male　as

control　and　Ovx－E（P〈0。005），　estrus（P〈0，05）in

the　paired’test．

　　Conducting　impulses（m／sec）in　AD　and　OD　cell

axons　of　the　POA　neuron　to　AMYG　stimulation　in

diestrus　were　approximately　O．469±0．120（0．22－

0．68）for　AD　and　O．501±0ユ19｛α22・0、63）for　OD．　In

estrus，　those　were　O．334（α23－0．44）for　AD（only

three　responses）　and　O．298±0．101　（0．18一α47）　for

OD．　In　Ovx－P，　were　O．425±0．119（0．27－0．57）for　AD

and　O．479±0．142（0．27－0．75）for　OD．　In　Ovx－E，　were

O．334±0．146（0．19－0．58）for　OD　and　none　for　AD

response．　In　intact　males，　were　O．494±0．158

（0．23－O．78）for　AD　and　O．536±0．220（0．24・0。90）for

OD．　In　Cast．　Male　as　control，　were　O．498±0．161（O．

27－0．71）for　AD　and　O．505±0．153（0．23－0．77）for　OD．

In　Ovx・Oil　as　control，　were　O．446±0．152（0．22－0．65）

for　AD　and　O．501±0ユ86（0．28－0．77）for　OD．　The

conduction　velocity　of　the　impulse　in　orthodromic

cell　axons　of　the　POA　neuron　to　AMYG　stimula－

tion　was　significantly　faster　in　the　groups　of

estrus　and　Ovx－E（P〈0．05　for　both）than　in　Ovx－

Oil　as　control，　and　faster　in　the　groups　of　estrus

（P＜0．01）and　Ovx－E（Pく0．05）than　in　Cast．　Male

as　control　in　the　paired　t　test．

Discussion

　　An　experiment　was　carried　out　to　determine

spike　latencies　and　conduction　velocities　of　the

impulse　in　antidromic　and　orthodromic　cell　axons

of　the　POA　neuron　among　different　endocrine

statuses　of　rats．

　　Antidromic　spike　latencies　in　POA　neurons

were　15．6±5．2（6－27）msec　to　ME　stimulation　and
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18．5±5．8（8－33）msec　to　AMYG　stimulation．　Spike

latencies　in　antidromic　responding　neurons　of　the

POA　to　ME　stimulation　in　this　study　were　signifi・

cantly　shorter　in　the　groups　of　Ovx－P　and　diestrus

than　in　Ovx－Oil　as　contro1，0rthodronlic　spike

latencies　were　16．5±5．8（6・29）msec　to　ME　and

18．8±7．1（7・36）msec　to　AMYG　stimulation．　Orthく）－

dromic　spike　latencies　in　POA　neurons　to　ME

stirnulation　were　significantly　shorter　ill　the

groups　of　Ovx－E，　estrus　and　diestrus　than　in　the

respective　controls　of　Ovx－Oil　and　Cast．　Male．

Latencies　to　AMYG　stimulatiomvere　shortened

to　the　same　extent　as　those　of　Ovx・E　and　estrus．

　　Conduction　velocities　of　the　ilnpulse　in　allti－

d士omic　and　orthodromic　cell　axons　of　the　POA

neuron　were　measured　from　the　change　of　latency

in　AD　or　OD　response　and　calculated　from　the

distances　between　the　recording　and　stimulating

sites　oll　the　brain　map．　Antidromic　conduction

velocities　to　ME　stimulation　were　ill　average

O．471±0ユ48（0．20・O．75）m／sec　and　orthodromic

conduction　velocities　to　sanle　nuclei　stimulation

were　O．478±0．174（0．15－0．90）m／sec．　Conducting

impulses　to　AMYG　stimulation　were　O．459±0．139

（022－0．78）　m／sec　for　AD　and　O．465±0．169

（0．18－0，90）m／sec　for　OD　responses．

　　Because　of　the　paucity　of　quantitative　infor11ユa－

tion，　a　further　study　of　the　latency　and　the　conduc・

tion　velocity　of　the　impulse　ill　antidromic　and

orthodromic　cell　axons　of　the　POA　neuron　in　the

rat　hypothalamus　seenls　justified．　Yagi　K．，　etα♂．3｝

described　that　a　rough　estimation　of　the　allti－

dromic　conduction　velocity　along　the
hypothalamo－neurohypophysical　tract　was　lln／

sec　in　rats，0．5m／sec　in　fish　hypothalamic　neurose－

cretory　fibers，1m／sec　in　fish　caudal　neurose－

cretory　fibers，　and　ranged　frorn　O．6　to　1．4m／sec　in

the　cat　hypothalamo－neurohypophysical　tract．

According　to　Sakuma4），　the　calculated　conduction

velocities　were　about　O．2m／sec　for　the　arcuate

cells，0．4m／sec　for　the　POA　cells　and　O3m／sec　for

the　anterior　hypothalarnic　cells　in　rats．　Kaba　H．，

et　al．5｝expressed　that　a　total　of！39　neurolls　in　the

ventrolateral　medu11a　oblongata　was　anti－

dromically　activated　by　electrical　stimulatioll　of

the　preoptic　and　anterior　hypothalamic　area　in

various　endocrine　status　of　rats，　latencies　and

conduction　velocities　estimated　were　apProxi・

nユateIy　7。3±0．5　msec　alld　2．lm／sec　in　type　I　cells，

and　45．5±L4　nlsec　and　O．33m／sec　in　type　II　cells，

respectively．　Dyball　R．　E．　J．，　et　al．6）noted　that　the

estinlation　of　conduction　　velocity　　in　　the　s－

upraoptic（SON）and　paraventricular（PVN）Ileur－

osecretory　lleurons　ranged　between　O．4　and　l3m／

sec，　Yamashita　H．，　et　a／．7）reported　that　anti－

dromic　spike　latencies　in　the　cat　ranged　from　10

to　20　msec　for　SON　and　from　15　to　25　msec　for

PVN　cells，　and　by　calculat｛ng　average　distances

between　recording　and　stimulating　electrodes，　it

“・as　estirrlated　that　conduction　velocities　ill　these

neurosecretory　cell　axons　rallged　from　O．4　to

O．9n1／sec．　Koizumi　K．，　elα／．8）melltioned　that　the

latencies　of　alltidronユic　potentials　evoked　in　neu－

rosecretory　neurolls　by　posterior　lobe　stimulation

were　between　IO　and　22　msec　for　SON　and

between　14　and　28　msec　for　PVN　cells　in　cat　and

dog　hypothalamus，　approximate　speed　of　conduc－

tion　ill　the　axons　was　O．4・0．9m／sec．

　　Since　AD　responses　showed　a　constant　latellcy

following　a　high　frequency　stimulation，　the　POA

neurons　send　their　axons　directly　to　the　stinユulat－

illg　site．　Then，　the　difference　in　approximate

speed　of　AD　response　may　indicate　that　the　dis－

tance　of　axons　and　the　speed　of　axon　conduction

may　be　fixed　and　unchangeable．　Actually，　no

sigllificant　difference　was　found　by　statistical

analysis　between　AD　and　AD　responses　to　AMYG

stimulation　in　each　group　of　various　endocrine

statuses，

　　There　is　some　indirect　evidence　that　there　is　a

proportional　relationship　　between　　the　　spike

latency　evoked　by　the　stimulation　and　distance

calculated　on　the　brain　map．　Experiment　showed

that　spike　latencies　were　longer　in　the　OD　than　in

the　AD　response　ill　each　group．　AD　response　is

g．　ent　by　efferent　fibers．　OD　response　indicates　the

reception　of　irnpulse　by　afferent　fibers　from　some

other　nucleus　and　is　conducted　by　way　of　synap－

sis．　Therefore，　the　spike　latency　may　be　longer　in

the　OD　than　in　the　AD　response．　The　neurotrans－

mitter　may　influence　the　conduction　time　to　get

through　the　synapsis．　It　may　also　be　deduced　that

the　endocrinic　environments　of　the　anirnal　and

sorne　horrnones，　including　estrogen　and　progester一
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one　in　the　female，　may　affect　the　latency　and　the

conduction　velocity　of　the　impulse　in　active

preoptic　cell　axons　from　the　initial　segment　to　the

soma－dendrite．

　　内分泌環境を異にしたラットの

　　　　　視床下部内側視索前野

ニューロンにおけるimpulseの伝播
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渡部敏

　ラットの視床F部内側視索前野（POA）のニューロ

ンからsingle　unitを誘導，記録した．弓状核（ME）

および扁桃核（AMYG）の電気刺激によってanti－
dromic（AD）およびorthodromic（OD）反応を示す
ニューロンについて，その刺激応答反応からimpulseの

spike　latencyおよびconduction　velocityを1貝lj定した．

　MEの刺激に対するPOAニューロンのAD　spike
latency（msce）は，発情間期（IV）二14．8±5．7およ

び卵巣摘出後progesterone投与（Ovx－P）：14．3±

4．3で卵巣を摘出した対照（ovx・oil）：19．3±3．7に比

較して有意（各P＜0，05）に短かった．OD　spike　latency

は、卵巣摘出後estradiol投与（Ovx・E）：10．4±
3．7（P＜0．001），発情期（II）：12．0±4．4（P〈0．01）

およびIV：15．4±5．6（P＜0．05）で対照のOvx・Oil：

19．6±6．0および去勢した雄：17．3±4．6よりも有意に

短かった．AMYGの刺激に対するPOAニューロンの
OD　spike　latencyは，　II：12．4±3．7およびOvx－E：

14．0±6．5（各P〈0．05）でOvx・Oil：20，1±7．4およ

びII（P〈O．Ol）では去勢した雄：21．5±9．6に比較し

て有意に短かった．

　AD　conduction　velocity（m／sec）は，1V：0．432±

0．161およびOvx－P：0．450±0．125（各P〈0．05）で

Ovx・Oil：o．586±o．113に比較して有意に速かった．

ODのそれは，　Ovx・E二〇．303±0．125（P〈0．001），II：

0．335±O．130（P〈0．005）およびOvx－P：　0．465±

0．141（P〈O．05）でOvx・Oilおよび去勢した雄：

O．523±0．132に比較して有意に速かった．AMYGの刺

激に対するODのvelocityは，　Ovx－E：0．334±O．146

およびII：0．298±0．101（各P〈0．05）でOvx・Oil：

0．501±0、186および去勢した雄：0．505±O．153に比較

して有意に速かった。Ovx－Eにおいては，　MEおよび

AMYGの刺激に対してAD反応は認められなかった．

以上の成績は，ラットのPOAニューロンにおける神経

衝動の伝播にestrogen，　progesteroneまたは雄の去勢

が影響を及ぼすことが示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　（受付二昭和63年6月6日特掲）
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地方部会講演抄録

第106回　日本不妊学会関西地方部会

日　時：昭和63年3月12日（土）

場所：今橋クラブ（大阪市東区高麗橋1－1）

当番世話人

　　大阪医科大学産婦人科　　杉本　修

関西支部長

　　京都大学医学部産婦人科　森　崇英

1．ガラス化法による胚の超低温保存性に関係す

　　る要因について

　　　　　　内海恭三・首藤和久・入谷　明

　　　　　　　　　（京都大学農学部家畜繁殖）

　近年，臓器保存などに従来から採用されてきたガ

ラス化法が胚の低温保存にも応用されるようになり，

マウス胚での研究が紹介されている．本研究ではラ

ット胚を中心に，家兎や牛胚などを用いて，ガラス

化超低温保存法に関係する要因を調べて，胚のガラ

ス化保存法の可能性を検討した．理論上，溶液は100

の冷却速度を越えると結晶化せずに一190℃の超低温

に冷却できる．実際には高張の冷害保護物質を含む

媒液中で，前もって細胞内自由水を脱水した状態で

液体窒素中に投入することによって非結晶化した胚

の保存が可能になる．脱ガラス化によって細胞内が

氷晶化しないように超急速に融解し，できるだけ速

やかに等張液にまで希釈されなければならない．ラ

ット胚では2M・アドニトールと4M・プロパンデ

ィオールの保護物質で細胞内外をガラス化すること

によって後期桑実胚一初期胚盤胞期胚において生存

性が得られている．しかし，他のステージでは体液

の浸透圧衝撃による細胞損傷が著しい．

2．ラット多精子受精卵における精子核の動向

　　　　　　三宅正史・細井美彦・内海恭三

　　　　　　　　　入谷　明（京都大農学部）

　多精子受精卵における精子核の動向についての詳

しい報告は余りみられない．ラット卵子の体外受精

において多精子受精率が高いことを利用して，前核

形成から第1分割期にいたる多精子受精卵の精子核

の動向ならびに異常性を検討した．方法：常法に従

って，過排卵誘起された未成熟ラットから得た卵子

を5時間前培養した17－71×104精子／mlの精子懸

濁液に導入して受精させた．授精の5～7時間，お

よび22・一・　31時間後に固定・染色し，位相差顕微鏡に

て精子核の状態を観察した．結果：1～11精子受精

卵が得られた．授精後5－－7時間目に固定された卵

子では少なくとも1つの前核がすべての卵子に形成

されたが，侵入精子の増加に伴って異常を示す精子

核が多かった．22～31時間後に観察した結果，2～3

精子受精卵は，単精子受精卵に比べ遅れがみられる

が，すべて第1分割期まで発育した．多精子受精卵

では，染色体の分散，Metaphase　Plate上への染色

体の残置，多極化，Pulvarizationなどの異常が観察

された．

3．われわれの作製した抗ヒト精子モノクロナー

　ル抗体の性状について

　　　　　　篠崎雅史・奥田喜啓・藤沢正人

　　　　　　岡本恭行・江藤　弘・岡田　弘

　　　　　　　　　　　松本　修・守殿貞夫

　　　　　　　　　　　　　　（神戸大泌尿器）

　抗ヒト精子モノクローナル抗体HS4－10を作製した

ので，その性状について報告する．　HS4－10のIg　isotype

はIgG1で，精子不動化作用，凝集作用は陰性で，

ELISA法にて精漿との反応は認めなかった．エタノ

ール固定ヒトおよびマウス精子を用いた間接蛍光抗

体法では，精子先体部に反応を認めたが，未固定精

子ではほとんど反応を認めず，トリプシン処理精子

においては著しい反応の減弱を認めた．パラフィン

包埋ヒトおよびマウス精巣を用いた免疫組織染色で

は，精子細胞細胞質，精子先体部において反応を認

めた．HS4－10の認識するエピトープは精子先体部の

蛋白分子上に存在し，造精過程の途中の段階で発現

される種属間共通抗原であると考えられた．

4．閉塞性無精子症に対する人工精液瘤造設術の

経験

清水　篤・砺波博一・平井　景

　　　　　上野博之・高崎　登

　　　　　　（大阪医大泌尿器）

　1986年4月より10月までに，3例の閉塞性無精子

症患者に対して人工精液瘤造設術を試行した．精液

瘤は当科でデザインしたシリコン製のものを，片側

の副睾丸に吻合した．1例は精子の回収は不能であ



132　（814）

った．他の2例はそれぞれ72日間，84日間の穿刺吸

引液中に初めて精子を認め，以後250日および196日

の問に運動精子の回収に成功し，いずれもAIHを施

行したが，妊娠は成立しなかった．

5．精子不動化抗体が受精能獲得精子に与える影

　響について

　　　　　　田路秀明・多養哲治・柴原浩章

　　　　小林真一郎・長谷川昭r－・繁川　実

　　　　　　　　　　　rtlll浩二・礒島晋三

　　　　　　　　　　　　　　（兵庫医大産婦〉

　ヒト精子における受精能獲i得現象capacitationは

未だ充分には解明されていないが，その1つの現象

として精子細胞膜からの精子付着抗原の解離が認め

られている．一方，不妊婦人血清中より検出される

精子不動化抗体の中に精子付着精漿抗原に対する抗

体の存在することも明らかになっている．よって，

今回われわれは，capacitationによる精子表面抗原

の変化を精r一不動化抗体の反応性の面より分析を試

みた．精子不動化抗体保有不妊婦人血清より得た抗

体のα一globulin分画を用いて対照精子とcapacita－

tiOll誘起精子における定量的精子不動化値（SI5。）の

比較検討を行なった．capacitationは健康男性の洗

浄精子を0．2％BSA含有BWW溶液中にて透明帯除

去ハムスターplilを用いたsperm　penetration　testを

行なった．なお，精子運動1生の変化については，sperm

motility　analyzerにて分析を行なったのであわせて

発表する。

6．尿中LH簡易測定キット（Answer　kitR）に

　　よる尿中LH測定

　　　　　　加藤宗寛・岡田恭芳・信永敏克

　　　　　　大橋一友・亀田　隆・松崎　昇

　　　　　　　東　了一尋・根来孝夫・佐治文隆

　　　　　　　　　　谷澤　修（大阪大産婦）

　不妊症の治療上，排卵の予想が必要不可欠である．

血中LHは，排卵前にsurgeを形成し，排卵の直接

的指標となりうる．しかしLH測定に従来から用い

られているRIA法には時間的，技術的に制約があり，

費用の面でも臨床応用には困難な点があった．尿中

LHは血中LHと相関があり，尿中LH測定を行なえ

れば，排卵の予想が可能であると思われる．われわ

れは，モノクロナール抗体を用いたLH簡易測定キ

ット（Answer　kitR）を使用し，基礎的および臨床応

用への検討を行なった．6名の健康婦人7月経周期

を用いて，予想排卵日を含む10日間，1口3回採尿

し，Answer　kitにて尿巾LHを試みた．また1H1
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回採血L，RIA法には血中LHを測定した．
Anovulatory　cycleであった1周期を除く，6周期に

基礎体温上昇に先行する尿中LH　surgeがdetectさ

れ，血中RIAともよく相関していた．Answer　kitは，

尿中LHを約30分で比較的簡単に測定でき，今後臨

床的に応用しうると思われる．

7．Clomid－HMG・hCG法による体外受精の

　卵胞刺激周期における血中LH迅速測定の

　有用性
　　　　　　辰巳賢一・矢野樹理・神埼秀陽

　　　　　　松本　央・馬岡　陽・福田愛作

　　　　　　高井一郎・泰井俊造・野田洋一

　　　　　　　　　　　森　崇英（京大産婦）

　われわれは，IVF－ETの卵胞刺激法として，　Clomid－

HMG－hCGを行なってきた．しかし超音波による卵

胞径計測値，血L中Estradiol，　Progesteron値のみで

hCG投与時期および採卵時期を決定した場合には，

hCG投与前の内因性LHサージにより，採卵前に排

卵する症例が17％（6／35）にも見られた（Phase　I）．

そこで12時間毎の血中LH値の迅速測定（エルモテ

ックLH，持田）を導入し，　hCG投与前にLHサー

ジが検出された症例ではLHサージ開始時刻を基準

として採卵時期を早めたところ，採卵前排卵日は0

％（0／42）となった（Phase　II）．　Phase　II中LHサ

ー ジによる採卵20例と，LHサージを認めずhCGを

投与した22例を比較したところ，採取卵の受精率，

卵割率に差を認めなかった，妊娠はLHサージ群2

例，hCG投与群に1例にみられた．この結果はIVF－

ETやGIFT法において12時間毎の血中LH値の測
定により充分適切な採卵時期決定が可能であること

を示している．

8．メサルモンF投与によるホルモン値の変動と

　排卵障害例に対する効果

　　　　　　佐伯理男・後山尚久・好川元庸

　　　奥田喜代司・杉本　修（大阪医大産婦）

　Metharmon　F（MHF）は更年期障害および機能

性不妊症などに用いられ，その有用性が報告されて

いる，しかし，本剤は数種のホルモンの合剤であり，

その作用機序は多様で，内分泌学的に十分明らかに

されているとはいえない．今回，MHF投与時のホル

モン動態を正常月経周期例および排卵障害例につい

て検討した．

（対象および方法）正常例（5例）および排卵障害例

（5例）にMHF　6錠を経口投与後60分毎4時間採

血し，また排卵障害例（5例）ではMHF　3錠の3
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週投与前後で15分毎3時間採血した．血中LH，
FSH，　testosterone（T），　estradiol（E2），　TSH，　T3，　T，

はRIAで測定した．また排卯障害例（12例〉にMH

F2－－3錠を21日以上投与し，ホルモン値の変動と

治療効果をみた．

（結果）MHF6錠投与後約3時間で，　T，E2の上昇

がみられた，排卵障害例に対するMHF3錠の3週

間の投与後で，5例中3例にLHの基礎値およびLH

pulseの頻度の増加が認められた．またMHFの長期

投与で黄体機能不全を含む排卵障害例の12例中5例

にBBT上での改善が認められた．以上のことによ

り，MHFは排卵障害例の一部に有効であり，その

作用機序のひとつとしてLHの律動1生分泌の改善が

考えられた．

9．正プロラクチン血性排卵障害におけるプロモ

　　クリプチン療法

　LHパルスからの検討
　　　　　　大野洋介・藤林秀子・北川一郎

　　　　　　　岡田弘二（京都府立医大産婦）

　近年正プロラクチン血性排卯障害に対してプロモ

クリプチン（BrCp）の投与が有効な成績をあげるこ

とが数多く報告されている．そこでわれわれは正プ

ロラクチン血性排卯障害不妊婦人に対してBrCpの投

与を行ない，LHパルスを中心にその作用機構につ

いて検討した．無排卵周期症7例中6例にBrCpの投

与により排卵が認められた．LHパルスが5～30mIU／

mlの範囲で変動していた4例はすべて有効であった．

一 方30　一一　60mlU／m1で変動していた3例のうち1例

がBrCpによっても排卵が誘発されなかった．有効例

では投与前のパルスの振幅が大きく規則的で，投与

中のパルスは平均値，振幅ともに低下し，パルスも

よく保たれていた．無効例ではLHの平均値は低下

するが振幅やパルスが一定していなかった．このこ

とからLH高値の排卵障害に対するBrCpの効果には

LHパルスが重要な関係を持つことが示唆された．

10．HSG，卵管通水用バルーンカテーテルの試作

　　　　和田和孝（大阪市立城北市民病院産婦）

　不妊治療に際し，子宮卵管造影（HSG）や卯管

通水検査を行なう頻度は比較的高い．子宮腔内への

送液器具にはすでに幾つかの工夫されたものがある

が，それぞれ長所と欠点を備えている．患者が疹痛

を訴えず，出来るだけ簡単な操作で充分な情報が得

られ，ディスポーザルの器具がわれわれの望むもの

である．

　演者は以前HSGで卵管のみの情報を得たい時や
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2回目のHSG，および卵管通水検査時に小児用F

8バルーンカテーテルを使用していたが，バルーン

よりのカテーテル先端部が長いこと，カテーテルを

頚管内に挿入する際に屈曲することに不便を感じて

いた．そこで，澤谷ゴム工業の協力を得て，ゴムの

材質の硬度を硬くし，バルーン先端部の長さを短く

することにより今までの欠点を改良して，現在この

カテーテルを使用しているので，その経験を報告す
る．

11．卵管間質部一峡部筋層内にみられた子宮内膜

　　症の2症例

　　　　　　　今井　隆・倉智博久・亀田　隆

　　　　　　　西崎孝道・清水　廣・井上正樹

　　　　　　　寺川直樹・佐治文隆・三宅　侃

　　　　　　　　　　　谷澤　修（大阪大産婦）

　子宮内膜症は不妊症の原因としてきわめて重要な

疾患であることはよく知られている．内膜症による

不妊の機構は必ずしも明らかではないが，内膜症に

よる骨盤内とくに卵管周囲の癒着はよくみられる不

妊症の原因である．一方，従来卵管そのものの内膜

症は稀であるとされてきたが，われわれは卵管の

microsurgery時，問質部一峡部の卵管筋層内に内膜

症組織を証明しえた2症例を経験したので報告する．

患者はいずれもHSGおよび腹腔鏡にて間質部一峡

部における卵管閉塞と診断され，microsurgicalに間

質部一峡部または一膨大部端々吻合を施行した．術

後切除部卵管筋層内に明らかな内膜症組織が証明さ

れた．卵管内の内膜症は間質部一峡部に限局性の

salpingitis　isthmica　nodosaとして発現することが

多く，文献的には30　一一　50％の術後妊娠率が報告され，

積極的なmicrosurgeryによる治療が望ましいと思わ

れる．

特別講演

1．生殖医学の最近の進歩

　　　　　　　　　　広井正彦（山形大産婦）

　近年，微量の血中ホルモンの測定が可能になり，

内視鏡や顕微鏡下手術などの技術が進歩するにつれ

て，不妊症の診断や治療にも多くの変化がみられる

ようになった．そこで，私共の経験をふまえてとく

に以下の点についてのべてみたい．

1．ホルモン測定よりわかって来たこと

　（1）基礎体温一相性でも排卵がある

②　基礎体温二相性でも無排卵症がある

　（3）　occult　pregnancy
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（4）prolactinの役割

2．体外受精・胚移植と問題点

（1）何故成功率が低いか

（2）folliclogenesisとステロイド産生

（3）卵胞発育と卵の成熟

（4）山形大学の成績と改良点

（5）受精卵の凍結保存

3．不妊症と精子

（1）精子の妊孕能の検査

（2）治療薬の検討

2．可移植性下垂体腫瘍と性腺の相互作用

　　　　　　森　浩志（大阪医大第2病理学）

　内分泌機能障害に起因する女性不妊症の原因の多

くが，少し前まで卵巣に求められていたが，ホルモ

ン測定がラジオイムノアッセイ法で簡便に行なえる

ようになって，下垂体の機能異常による場合の少な

くないことが解ってきた．その多くは高プロラクチ

ン（PRL）血症である．高PRL血症患者では，
LHの律動1生変化とエストロゲンによりポジティブ・

フィードバック機構が消失し，その結果，卵胞の発

育と排卵が障害される．すなわち，高PRL血症に

よる排卵障害は一般に中枢性と考えられている．増

量した血中PRLが視床下部におけるドーパミンの

代謝回転を高め，下垂体門脈血中へのLH－RH分泌

が減少し，下垂体からのLH分泌が抑制されるため

と説明されている．一方，卵巣への直接作用に関す

る知見は乏しく，かつその成績は一定していない．

われわれは，高PRL血症が卵巣を直接障害するこ

とを示唆する成績をラット下垂体腫瘍の実験で得た

ので，それを紹介したい．

　高PRL血症は向精神薬投5一によっても惹起され

るが，幾つかの視床下部・下垂体領域の疾患によっ

ても起こることが知られている．その中で頻度の高

いのが下垂体腫瘍である．PRL産生下垂体腫瘍
（PRLoma）はヒト下垂体腫瘍の約半数を占め，20　一一　40

歳にピークがある．実験小動物の下垂体腫瘍は自然

発生であれ，放射線あるいは女性ホルモンによる誘

発であれ，その大部分はPRL・GH産生下垂体腫瘍

を継代して，PRL・GH・ACTH産生下垂体腫瘍株

を樹立した．この腫瘍を移植されたラットでは，血

中および腫瘍組織中のPRL濃度雌雄差はないが，

担癌ヌードマウスでは雄に比して雌で著しく低値で

あった．性腺と副性器の重量および組織像は担癌雌

雄ラットおよび担癌ヌードマウスのいずれも対照動

物と比べて著変がみられなかった．しかし，担癌雌

ヌードマウスの子宮重量は対照マウスの半分で，卵
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巣には黄体融解と卵胞の変性がみられた．高PRL

血症による性腺機能障害の機構は動物種属によって

異なり，担癌雌マウスの卵巣障害，および雄に比べ

て著しく低いPRL血症は下垂体腫瘍と卵巣の相互

作用によると示唆される．

第30回日本不妊学会北海道地方部会

旭川医科大学医学部産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　清　水　哲　也

日　時：昭和63年1月30日（土）

場　　所：㈱ムトウビル6F会議室

1．クロミフェン使用による三卵性品胎の症例

　　　　　有賀　敏・久米麻美子・小野　宏

　　　　　　　　岩崎寛治（聖母会天使病院）

　　　　　　　　吉田　博（浦河赤十字病院）

　クロミフェンは1961年，Greenblattらにより排卵

誘発効果のあることが報告されて以来，高い排卵誘

発率と投与法の簡便さから，日常的に繁用されてき

た。この薬剤による双胎頻度の上昇は，使用に当た

っての留意事項として重要であるが，品胎は稀と考

えられている。今回，われわれは，クロミフェン使

用後に品胎を妊娠した無排卵性周期症の症例を経験

したので報告する．

　患者は29歳，結婚後2年8か月間不妊のため来院

した．基礎体温表から無排卵性周期症と診断し，サ

イクロフェニルを2周期使用したが，高温相が10日

間位のためクロミフェンに変更し妊娠に至った（100

㎎／日，5日間）．

　妊娠14週で品胎と診断．その後，頸管縫縮術をう

け，妊娠35週に至り，帝王切開術にて，男児2，030g，

Ap．　S．9，女児1，420g，Ap．　S．9，男児1，610g，　Ap．　S．8

を分娩．血液から三卵性品胎と考えられた．

2．Clomid・HCG療法にて，1児

　が胎内死亡，1児が生存した双胎の1症例

　　　　　高岡康男・長谷川天沫・井上亮一

　　　　　　　　　　　芳賀宏光・小田欣一

　　　　　　　　　　　（旭川赤十字病院産婦）

　排卵誘発剤による妊娠では，自然排卵による場合

より多胎妊娠が生じる頻度が高い．特に双胎妊娠が

生じることが知られている．

　今回，われわれは，Clomid－HCG療法により，双

胎妊娠し，妊娠31週に1児が子宮内胎児死亡，妊娠

33週にて，前置胎盤により帝王切開にて，生児を得

た症例を経験したので報告する．
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3．LH・RIA　BEADおよびFSH・RIA　BEAD
　　による血中LH，　FSHの測定

　　　　　　　田中俊誠・山本　律・及川　衛

　　　　櫻井範明，藤本征一郎（北海道大産婦）

　LH・RIA　BEADおよびFSH・RIA　BEADによ
るLH，　FSHの測定の機会をえたので報告する。両

キットの特徴はTwo　step　sandwich法による

radioimnunoassayキットであり，短時間（3時間以

内）で簡単に結果がえられることである．

　正常排卵周期を有する婦人26例，および閉経後2

～ 30年の高齢婦人10例を対象にした．第一ラジオア

イソトープのLH（LH第→，およびFSH（FS
H第一）測定キットによる値との相関を求めた．

　（1）LH・RIA　BEADとLH第一による相関係数（γ）

はO．940（n＝163）であった．（2）LH・RIA　BEADによ

るLHの値はLH第一による値の30～40％であった．

（3）FSH・RIA　BEADとFSH第一による相関係数（γ）

は0．969（n＝144）であった．（4）FSH・RIA　BEADに

よるFSHの値はFSH第一による値の約70％であっ

た．（5）高齢婦人のLH，　FSHを第一のキットで測定す

るとFSH／LH比は多くの場合1．0以下であったが，こ

のLH，　FSH量の差が両キットが使用しているstan－

dard標品の違いによるものと推定された．

　4．黄体中期におけるProgesterone，　Estradiol

　　　比（P／E2比）と内膜日付診の関係

　　　　　　　　渡辺広史・水沼正弘・幡　　洋

　　　　　　　　遠藤俊明・下谷保治・田中昭一

　　　　　　　　　　　橋本正淑（札幌医大産婦）

　　　　　　　　　藤村保文（白石産婦人科病院）

藤村保文（白石産婦人科病院）　黄体中期P／E，比は

不妊症の診療において，妊娠成立に適した黄体機能

を評価する指標として有効であるという報告がある．

今回，P／E，比が内膜日付診よりみた黄体機能とどう

いう関係にあるか検討した．排卵性周期を有する不

妊婦人157例の高温相6～8日目にP，E2を測定し，

同時に内膜日付診を施行した．自然妊娠を成立した

群（G1），黄体中期におけるP値が≧9．1ng／mlで，

かつ内膜がln　phase　endometriumの群（G2），黄

体中期P値は≧9．1ng／m1であるが内膜日付診がout

of　phaseを示す群（G3），黄体中期P値がく9．lng／

mlで，かつ内膜がout　of　phaseを示す群（G4）に

分けて検討した．

　黄体中期PとP／E2は正の相関（γ＝0361）を認め

た（P＜0．01）．E2値は，すべての群に，有意差は認め

られなかった．P／E2比はG3で107．5，　G4で57．8で

あった．これらの結果よりP／E2比は黄体機能を評価
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するうえで一つの指標にはなりうるが，日付診より

評価される黄体機能を反映するとは云えなかった．

5．NMR・CTによる子宮筋腫，子宮腺筋症の鑑別

　　診断について

　　　　　　　南　邦弘・岡部泰樹・野村靖宏

　　　　　金上宣夫・山本哲三（札幌東豊病院）

　　　　　　　楢崎義一・和田　修・正木章二

　　　　　　　　　　　佐分利早苗（道都病院）

　核磁気共鳴（nuclear　magnetic　resonance，　NMR）

現象を利用した核磁器共鳴映像法（magnetic　reso－

nance　imaging，　MRI）は従来のX線CTに比べてX

線被曝がない．縦，斜等任意の断層面をとりだせる．

組織コントラストが高い等の利点がある．超音波断

層法と比べても骨や空気によるアーティファクトが

なく子宮の全体像を把握しやすい．子宮卵管造影法，

超音波断層法にMRIを加えることにより子宮筋腫

と子宮筋症の鑑別が更に容易になった．

　今回私達はピッカーインターナショナル社製MRI

装置VISTA・MR・HPO．5Tを使用する機会をえたの

で症例をあげて報告する．

6．当科における不妊婦人に対して施行した手術

　成績について

　　　　　　久米麻美子・及川　衛・櫻井範明

　　　　田中俊誠・藤本征一郎（北海道大産婦）

　　　　　　　　　　　　佐藤春美・守屋修而

　　　　　　　　　（北海道社会保険中央病院）

　昭和59年1月より昭和61年12月までの3年間に

不妊婦人（n＝59）に対して施行された各種の手術

の臨床成績について報告したい．

　子宮卵管造影（HSG）または腹腔鏡検査（laparo－

scopy）により卵管・卵巣自体もしくはその周囲に不

妊の原因となる器質的変化が確認された婦人に手術

を施行した．主な手術は，卵管周囲癒着剥離術（L－

PTA，　n－15），卵管閉口術（n＝12），両側卵巣襖状切

除術（WR，　n＝12），卵巣嚢腫核出術（simple　cyst＝1，

endometrioma＝11），卵管子宮内移植術（TTP，　n＝

5）等であり，トータルの術後の妊娠率は25．4％（15

／59）であった．妊娠率が比較的高かった手術はW

R（41．6％）、およびLPTA（33．3％）であり，逆

に手術成績が悪かったのは嚢腫（endometrioma）核

手術，TTPであった．
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7．Laparoscopic　surgeryの試み

　　　　　　遠藤俊明・水沼正弘・渡辺広史

　　　　　　幡　　洋・下谷保治・田中昭一

　　　　　　　　　橋本正淑（札幌医大産婦）

　当科不妊症外来では，約4割が卵管性不妊症であ

る．卵管の状態は，ごく軽い卵管周囲癒着から，両

側卵管閉塞，卵管溜水症など，開腹による卵管形成

術を要するものまで，その程度は様々である．

　最近われわれは，比較的軽度の卵管・卵巣周囲癒

着に対しては，laparoscopic　surgeryを試みており，

うち1例の妊娠を経験した．

　また，卵管形成術後，早期second　Iook　laparo－

scopyも試みており，癒着の早期発見，癒着剥離を行

なっており，妊娠例も経験している．症例は合わせ

て10例前後と少ないが，われわれの行なっている

laparoscopic　surgeryの現況を報告したい．

8．自然流産後の妊娠予後に関する検討

　　　　　　　石川雅嗣・石川睦男・清水哲也

　　　　　　　　　　　　　　（旭川医大産婦）

　目的と方法：反復流産の症例を集中的に治療して

いる施設において反復流産後の高い流産率を報告し

ているが，一般集団においても同様の傾向があるか

否かを調査することを目的とした．昭和56年1月か

ら62年までの期間に当科にて分娩した3，037例を対

象とし，retrospectiveな妊娠予後の検討を行なった．

　結果：（a）流産率は8．1％（246／3，037）であった．（b）

年齢別流産率は高年齢ほど高率であった．（c）①最終

妊娠が流産でない症例の流産率は7．1％（187／2，626），

②1回のみ流産した直後の流産率は14．1％（38／

270），③2回以上連続流産後の流産率は17．8％（13／

73）であった．③と②と比較すると有意差はなかっ

た．（d）流産時の妊娠週数が進むにつれて，次回妊娠

時の流産率は低ドする傾向にあった．

　結論：最終妊娠に流産の既往がある症例は流産既

往のない症例に比較して流産率約2倍で，有意に高

率であったが，反復流産の回数とは関連性がなかっ

た．

9．習慣流産とHLA適合性
　　　　　安田晶子・新開奈保子・藤野敬史

　　　和気徳夫・藤本征一郎（北海道大産婦〉

　近年，生殖免疫学の立場から，妊娠に伴う主要組

織適合系が注目されており，習慣流産とHLA抗原

系との関連が報告され，習慣流産に対する免疫療法

等が試みられるようになってきている．しかし移植
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免疫として最も問題となるHLA　class　II抗原を検索

しうるようになったのは1980年代に入ってからであ

り，習慣流産夫婦のHLA抗原系の適合性の報告に

はかなりの差異が存在する．今回我々は，健常夫婦

と習慣流産夫婦のHLA適合性を比較検討すると共

に習慣流産患者の妊娠例でHLA　class　I及びclass

IIを抗体を検索し興味ある移を経験したので報告す
る．

10．Kallmann症候群の1症例

　　　　　　　水上明保・石川雅嗣・千石一雄

　　　　　石川睦男・清水哲也（旭川医大産婦）

　Kallmann症候群は，　hypogonadotropic
hypogonadismにanosmiaまたはhyposmiaを合併

した症候群として，1944年Kallmannらによって報

告された疾患である．

　本疾患は，女性での症例報告は少なく，
gonadotropinの分泌のみが障害された病態の存在も

確認され，gonadotropil1単独欠損症として報告され

ている．

　今回われわれは，原発性無月経を主訴とした23歳

の未婚婦人に対し，内分泌学的検査を行なうことに

よりKallmann症候群と考えられた症例を経験した

ので報告する．

　主訴：原発性無月経

　現病歴：昭和56年，原発性無月経にて近医受診．

乳房の発育悪く，外陰部の2次性徴（一）．昭和57年，

試」験開腹にて両側卵巣発育不全．Kaufmann療法（昭

和61年まで）にて消退出血（＋）．昭和61年，陰毛

少量．膣入口部1指挿入可．

　既往歴：無臭症．

11．男子不妊症治療効果に及ぼす因子の検討

　　一多変量解析を用いて一
　　　　　　　伊藤直樹・立木　仁・高木良雄

　　　　丸田　浩・熊本悦明（札幌医大泌尿器）

　従来，男子不妊症症例における精液所見，血清

hormone　level等の各種因子と治療効果はそれぞれ

単独に検討されることが殆どであった．しかし実際

にはこれらの各種因子は複雑に関係しており，より

多元的考察が必要と思われる．そこで多変量解析を

用いて男子不妊症治療効果に及ぼす各種因子の検討

を行なった．以下の因子（説明変数）を解析に用い

た．年齢，精子濃度，運動率，直進運動性（penetra－

tion），血清hormone（LH，　FS　H，　PRL，　T，　E2），治療

内容である．重回帰分析の結果では精子濃度，運動

率，血清testosterone値等の関与が大きく，臨床上
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の印象と一致したものであった．さらに数量化理論

による分析も行なう予定である．

12．実験的ラット停留睾丸におけるglutathione

　　S－transferase（GST）の染色性について

　　　　　　足立祐二・野々村克也・小柳知彦

　　　　　　　　　　　　　（北海道大泌尿器）

　　　　　高野廣子・安部和厚（同　第3解剖）

　ラット停留睾丸におけるGSTの局在・分布と

Leydig細胞の重量を算出し，正常群と比較検討した．

　〈材料と方法〉対照には出生直後から14週までの

ラット睾丸を用いた，停留睾丸は生後1週で開腹，

睾丸導帯を切断して作成し，以後経時的に腹腔内停

留睾丸を摘出した，標本はプアン液で固定，パラフ

ィン切片とした．GSTによるPAP染色は，Stern－

berger方法に準じて行なった．　Leydig細胞の重量は

立体計量形態学的に算出した．

　〈結果＞Leydig細胞は全例でGST染色性を示した．

経時変化では，停留睾丸群で睾丸重量とLeydig細胞

重量は有意に減少し，Leydig細胞の体積比率は逆に

増加していた．精細管では，正常群で生後2～4週

にかけてGST染色性の細胞（第1次精母細胞）が

みられた．停留睾丸では3週以降より胚細胞の破壊

が進み，変性を受けた細胞も同様にGST染色性を

示し，6週以後は精細管障害が著明で，染色性のな

い精阻細胞とSertoli細胞のみであった．

13．牛精子と透明帯除去ハムスター卵子の体外受

　　精法に関する2，　3の検討と精子染色体検査へ

　　の応用

　　　　　　　陰山聡一・菱沼　貢・高橋芳幸

　　　　　　　　　　　　　　　　金川弘司

　　　　　（北海道大獣医学部家畜臨床繁殖学）

　4頭の牛凍結精液を用い，透明帯除去ハムスター

（H）卵子との体外受精条件を検討した．BSA無添

加BO液に2mMカフェイン（CA）添加・前培養後

O．1pt　MイオノホアA23187（IA）処理および10mM－CA

または15mMテオフィリン（TP）添加・前培養後

IA処理の3区のうち15mM－TP添加区が
64．5～96．3％の最も安定した精子侵入率を示したが，

多精子侵入も多かった．一方，CA添加区では精子

侵入率に大きな種雄牛差があった（32．7～87．1％），

媒精時の精子濃度および媒精後の卵子の洗浄につい

て検討した結果，媒精時精子濃度を1．0　一一　125から0．

5　一一　O．6×107／mlに下げると精子侵入率が大きく低下

した．卵子の洗浄により侵入精子数はある程度制限

できるが精子侵入率の低下する種雄牛が認められた．
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　以上の結果を基に，93個のH卯子を用いて牛精子

染色体検査を試みた結果，19個で性判別が可能（雄

12：雌7）であり，高数性の染色体異常（31，Y）

が1例観察された。

14．犬の凍結精液による人工授精の成績

　　　　　　　向山知里・中尾敏彦・森好政晴

　　　　　　　　　　　　　　　河田啓一郎

　　　　（酪農学園大獣医学科家畜臨床繁殖学）

　犬の凍結精液による人工授精の実用化を図る目的

で，主として，凍結前後の精液性状の変化，精液注

入の方法，受胎の可能性などについて検討を行なっ

た．良好な受胎成績を有する雄犬4頭より採取した

精液を用いて凍結精液を作製し，融解後の生存精子

数2億以上を13例の自然発情犬に頸管経由子宮体

注入法（6例），開腹子宮角直接注入法（4例），お

よび開腹子宮体直接注入法（3例〉により注入した．

凍結融解後の精液性状では，精子活力の低下とアク

ロゾーム異常精子の増加が認められた．そこで人工

授精後22日目以降に，超音波断層法による検査の結

果，全例が非妊娠であった．そこで凍結精液の注入

により受精が起きているかどうかを知るため，2例

について人工授精7／10日目に子宮および卵管から卵

回収を行なったところ，回収卵はいずれも未受精で

あった．以上の成績より，今回行なった方法では，

受胎する可能性が少なく，今後改善を要することで

認められた．

15．イオノホアA23187で処理した牛凍結融解精子

　　による体外受精に関する2，3の試み

　　　　　　　森安悟・菱沼貢・高橋芳幸

　　　　　　　　　　　　　　　　金川弘司

　　　　　（北海道大獣医学部家畜臨床繁殖学）

　牛の体外成熟卵子とイオノホアA23187（IA）で処

理した凍結解精子で体外受精を行なった．

　まず卵子の卵丘細胞付着状態と受精率の関係を調

べ，卯丘細胞に富む卵子で有意に高い受精が得られ

たので．以下の実験については，この卵子のみを実

験に供した．

　0．1μM－IA処理精子は3分間の処理で，用いた5頭

の種雄牛いずれにおいても最も高い受精率が得られ

たが，種雄牛間には個体差が認められた．受精培地

内にカフェイン（2mM，　10mM）またはテオフイリン

（15mM）を添加した場合，用いた3頭の種雄牛のう

ち2頭では10mMカフェイン添加群で最も高い侵入

率および受精率が得られたが，他の1頭では差異が

認められず，受精時添加物の添加に対する影響も種
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雄牛により差異のあることが認められた．

　2細胞期胚への発育率は種雄牛および受精時添加

物のいずれにおいても差異は認められなかった．8

細胞期胚への発育は，285個中3個（IJ％）と低率で

あった．

特別講演　子宮内膜症の診断にあたって

北海道大産婦 藤　本　征　一　郎

1987年　日本不妊学会北陸支部学術総会

日　時：1987年12月20日く日）

場　所：ホリデイ・イン金沢

1．不妊におけるHysterofiberscope使用の意義

　　　　　船本　寛・舘野政也・佐竹伸一郎

　　　　　　丘村　誠・村田雅文・中野　隆

　　　　　　南　幹雄・大口昭英・小島康夫

　　　　　　　　　　（富山県立中央病院産婦）

　HysteroscopeはLaparoscopeと同様，婦人科領

域においては，欠く事のできない検査となりつつあ

る．しかしLaparoscopeが原因不明不妊症患者の原

因究明に絶大な威力を発揮し，広く応用されている

のに比べ，　Hysteroscopeを不妊症患者に施行してい

る施設はそれほど多くないと思われる．われわれは

昭和61年5月より外径3．7mmのFleXible　Hyster－

ofiberscopeを使用し，本年9月までに過多月経，不

正性器出血，貧血などを訴える患者以外に不妊症患

者55例にも臨床応用したので報告する．

　不妊症患者55例の平均年齢は30．2±4．0歳，平均

不妊期間は5．05±3．32年であった．原発不妊は34例

（62％），続発不妊は21例（38％）であり，55例の

うちヘガールでの頚管拡張を必要としなかったもの

は44例（80％）で，11例はヘガールでの頚管拡張

を必要としたが，ヘガール4号までであり，疹痛や

出血のため検査を中止しなければならなかった症例

は1例もなかった．

　不妊症患者55症例のHysterofiberscopeでの観

察所見としては正常子宮内腔20例（36．4％），粘膜

下筋腫8例（14．5％），内膜ポリープ6例（10．9％），

子宮腔内癒着症5例（9．1％），内膜増殖症5例（9．1

％）であり，双角子宮，中隔子宮，単角子宮などの

子宮奇形も1例ずつ認められた。
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2　．　HMG－HCG療法により卵巣過剰刺激症候群お

　　よび多胎妊娠を生じた2例について

　　　　　　道倉康仁・松田和則・松田春悦

　　　　　　　　　　　　（市立敦賀病院産婦）

　　　　　　　　　　小浜隆文（金沢大産婦）

　無排卵性不妊症に対するHMGHCG療法は，高い

排卵誘発率や妊娠率をもたらす反面，強力な作用で

卵巣過剰刺激や多発排卵を生じる場合もあり，問題

も少なくない．

　最近当科において，無排卵性不妊症と診断し，卵

胞発育をモニターしながら，HMG，　HCGを投与した

ものの，卵巣過剰刺激症候群および多胎妊娠を惹起

した症例を2例経験した．

　1例目は24歳，不妊期間1年8か月の女性で，

HMGを1501Uから3001Uまで漸増連続22日間，総

計50251U投与後，　HCG50001Uを隔日5回，総計

250001U投与した時点で卵巣過剰刺激症候群が発生

した．安静のみで症状は軽快したが，妊娠9週で四

胎妊娠と判明，本入の希望で妊娠継続を断念した．

　2例目は29歳，不妊期間2年7か月の女性で，

HMGを751Uから3001Uまで漸増連続15日間，総
計35251U投与後，　HCG50001Uを隔日3回，総計

150001U投与した時点で1例目より重症の卵巣過剰

刺激症候群が発生した．補液療法で症状は軽快し，

妊娠7週で三胎妊娠と判明，本人の妊娠継続の意思

は強く，慎重に経過を追ったところ，胎児は順調に

発育し現在妊娠37週に至っている．

　過剰刺激を恐れる余り，HMG投与不十分，　HC

G非投与に終わっては，本来の排卵誘発の目的は達

せられない．しかし，治療適応を吟味した上で，H

MGに対する感受性の個人差を考慮し，卵胞発育を

適切にモニターしつつHMGの投与量およびHCG
への切りかえ時期を検討することにより，HMG－HCG

療法の副作用をできるだけ予防する工夫が必要であ

ることを，改めて痛感した．

3．ある長期不妊患者に対する治療経験

　　　　　麻生武士・細川久美子・福野直孝

　　　　　　竹内　譲・紙谷尚之・富永敏朗

　　　　　　　　　　　　　　（福井医大産婦）

　近年，原因不明不妊：unexplained　infertilityと診

断せざるを得ない症例に対する対応が不妊診療にお

いて大きな問題となっているが，これと裏腹に各種

検査成績および治療に対する反応から，妊娠の成立

は極めて困難と考えられたにもかかわらず，特殊な

治療によらず妊娠に至った症例に関する検討も重要
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である．

　本症例は5年間の不妊でPCOによると考えられ
る無排卵であり，clomiphene－predonisolone（C．P．）

治療に反応するも，頸管因子が不良でAIHによっ

ても妊娠をみず，他の排卵誘発法も無効であったた

め，卵巣のwedge　resectionが行なわれ，　P　C　Oと

診断された．術後も希発排卵，黄体機能不全のため

CP．治療を必要とする状態であった．一方，夫は生来

著患を知らず，初診時（5年前）の精液所見は正常

であったが，2年前の再診で精子数5×106，運動率

70％，その3か月後10×106，20％あり，左精索静

脈瘤が認められ，非ホルモン療法に一時的に反応す

るも不十分で，手術療法を行ない，両睾丸に軽度一w中

等度の造精機能停止がみられた．夫の術後にはclomi－

phene療法が行なわれたが，精子数10　一一　20×106，運

動率10～〈10％と依然として乏・無力精子症であっ

た．しかし夫に対する手術後5か月CP．による排卯

周期に自然の性交後に単胎妊娠が成立，妊娠39週に

正常成熟児が分娩された．以上の夫婦の所見から特

殊な治療法によらないで妊娠を期待することは通常

困難と考えられるが，予想外の結果となり，不妊治

療に取り組む者に多大の示唆を与える経過をとった

と言えよう．

4．MTX療法を試みた子宮外妊娠の3例

　　　　　　生水真紀夫・高橋義弘・加藤三典

　　　　　　　　飯田和質（福井県立病院産婦）

　臨床的に子宮外妊娠と診断された3症例に対し，

methotrexate（MTX）少量投与による治療を試みた

ので若干の考察を加えて報告した．

　症例1：原発性不妊・無月経を主訴に来院した27

歳のPCO患者で，　predonisolone，　clomid，　hMG，

hCG投与により排卵誘発に成功し妊娠した．妊娠6

週で，超音波検査所見・尿中hCG値（U－hCG）の推

移・内診所見などから右卵管妊娠と診断された．血中

β一hCG値（β一hCG）は3．6ng／ml，　U－hCGは2001U／L

3．6ng／mlと低値で，　MTX療法（5　mg×5d）を試みた

ところ，7日後にU－hCGはLH　levelに低下しBBT

も低温相となった．3か月後に再び同様の排卵誘発

を行ない，正常子宮内妊娠（単胎）に成功した．現

在，妊娠28週で順調に経過している．

　症例2：42歳の続発性不妊患者．未治療周期に妊

娠が成立したが，内診所見・超音波検査所見などか

ら妊娠6週（中絶前）左卵管間質部妊娠と診断した．

U－hCGは160001U／L，β一hCGは110ng／m1と高値で

あった．MTX療法（5㎎／d）を開始したところ，3日

目に卵管間質部破裂をきたし開腹手術を施行した．
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　症例3：29歳の未婚女性で，下腹部腫瘤を主訴に

来院し，内診所見・超音波検査所見などから妊娠6

週，左卵管妊娠と診断された．MTX療法により，

U－hCG（8001U／L），β・hCG（6．6ng／ml）は一過性の上

昇後にLH　levelへ低下し，　BBTも低温相となった．

超音波検査ではadnexal　massの縮小・ダグラス窩

液の消失がみられた．

　子宮外妊娠に対するMTX療法は未だ一般的では

なく，適応症例の選択・MTX投与量や投与方法な

ど今後検討すべき点も多い．投与量については，従

来，絨毛性疾患に準ずるとする報告がみられるが，

今回われわれは絨毛のhCG活性の低い症例でMTX

少量投与による治療の可能性を示した．今後，hCG活

性に応じた個別的投与によりMTX投与量の減量が

可能か否かについても検討する余地があると思われ
る．

5．卵巣性無月経の分類と対応（早期閉経を中心に）

　　　　　　　加藤修・林政宏（恵愛病院）

　　　　　　　　　　　　森田明人・甲藤政三

　　　　　　　　　　　　　（恵愛会松南病院）

　卵巣性無月経にはPCO（Luf　syndrome）・卵巣発

育不全・早発閉経が考えられる，

　PCOは適応を正確に把握すれば，　Predonisolon＋

clomid療法にて8割くらいの妊娠成立を得られる．

hypergonadotropic　hypogonadismを呈する，いわゆ

る，早発閉経にはOvarian　hypogenesisとpre－

mature　ovarian　failureがあり，両者の鑑別はLapar－

oscopeにてすべきだと考える．hypogenesisの対応は，

如何にnormogenesisに持ってゆくかと云う一点と思

われる．私の考案として，高FSH症例に大量のHMG

を投与しても余り反応が無い事から，一度FSHを下

降させ，その後HMGの大量投与を行なう事により2

症例にその後自然排卵惹起→妊娠に成功した．nor－

mogenesisに改善され当然FSH値も改善されている．

早発閉経にてOral－Kaufmann療法後，妊娠したと云

う報告を時々見掛けるが，早発閉経とは元来，原始

卵胞がない訳で排卵が起こるはすがない，当然妊娠

も起き得ない．LH－RH　test，長期無月経より診断さ

れた，卵巣発育不全の診断誤りと考える．典型的な

早発閉経の1症例を腹腔鏡写真，病理所見を添えて

報告する．この患者には養子その他に依る解決法を

指導した．
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6．Craniopharyngioma手術後の妊娠。分娩症例

　　　　　　　中川俊信・三輪正彦・打出喜義

　　　　　　原田丈典・荒木克己・富川嘉昌

　　　　　　　　　　　　　　　（金沢大産婦）

　Craniopharyngiomaは，胎生期の頭蓋咽頭管の遺

残組織より発生する良性腫瘍であるが，視床下部お

よび下垂体近傍に発生するため，従来その予後は必

ずしも良くなかった．しかし，近年の手術療法，放

射線療法，ホルモン補充療法などの進歩によって，

その生命予後は著しく改善され，また性腺機能不全

に対する治療も積極的に行なわれるようになってき
た，

　今回，われわれは本症に対する手術・放射線療法

施行後に無月経となり，ゴナドトロピン療法によっ

て妊娠・分娩に成功した症例を経験したので報告す
る，

　症例は，32歳の女性．初経は14歳，その後の月経

周期は2～3か月と不順であった．19歳に両耳側半

盲が出現，名古屋大脳外科にてcraniopharyngima

と診断され，のう腫の穿刺吸引にて軽快していた．

24歳で再発したため，腫瘍部分摘除術と放射線療法

を行ない軽快し，その後ホルモン補充療法でコント

ロールされていた，27歳で結婚したが，その頃のB

BTは1相性であった．29歳より無月経となり，挙

児希望で当科に紹介された．初診時所見では，身長

151cm，体重50　kg，子宮の発育は不良であったが，

乳汁漏出なく，全身状態は良好であった．第2度無

月経で，血中E2，　testosteroneは低値，　PRL値は正

常，LH－RH　test，　TRH　test，　Insulin　tolerance　test，

Rapid　ACTH　testはいずれも低値一低反応型を示し，

汎発性下垂体前葉機能低下による排卵障害と診断し

た．治療として最初に行なったHMG（29251U）－HCG

（25，0001U）療法によって排卵・妊娠に成功し，40週

6日に2，800gの男児を経膣分娩した．母児ともに異

常はみられなかった．なお，分娩後の乳汁分泌はほ

とんど認められなかった．

　本症例のようなcraniopharyngioma手術後性腺

機能不全の妊娠・分娩例の報告は必ずしも多くない

が，今後その増加が予想される．本症例を通じ，こ

れらに対する排卵誘発法，妊娠・分娩・産褥期にお

ける管理を中心に考察を加えた．

日不妊会誌　33巻4号

7．双角子宮にて習慣性流産となりTompkin手術

　　にて妊娠・分娩成功例

　　　　　　吉川勝彦・金子利朗・国部久也

　　　　　　井酒俊彦・高林存夫・桑原惣隆

　　　　　　　　　　　　　　（金沢医大産婦）

　　　　　　　　　　　　紺谷昭哉（金沢市）

　女性の不妊あるいは不育症の病因には種々のもの

があるが，習慣性流産の原因の一つとして，子宮の

奇形があげられる，この中には，受精・着床までは

異常なく，妊娠の進行にしたがって子宮の形態異常

のためにterminateし，流産を引き起こすものがあ

る．手術的に子宮の形態異常を修正すれば，妊娠を

維持し生児を得ることも可能であると考えられる．

今回，われわれは双頚双角’r一宮に伴って習慣性流産

となった症例に対し，Tompkin手術を施行し，妊娠

継続，帝切分娩に成功した経験を得たので，発表す
る．

　症例は，30歳主婦，家族歴に特記すべきことな

し．月経歴は，初経ll歳，月経周期30日から35　H，

持続7日間で特に異常がない．既往歴および妊娠歴

としては，結婚23歳，23歳appendectomy，　24歳に

妊娠23週より性器出血と一ド腹部痛出現し，妊娠7か

月で死産25歳に妊娠11週で自然流産を認めている．

その後，他院で双頚双角子宮と診断され，’82年7月23

日当科受診した（25歳）．B－scope，　hystero－scopeに

より双頚双角子宮と診断．同年8月19日Tompkirl

手術施行．数か月間の避妊を勧め，’83年5月30日

を最終月経として，同年7月15日に妊娠2か月と診

断，’84年3月6日に妊娠39週で帝王切開術施行し，

30629の女児の娩出を得た．その後，再び最終月経

を’87年9月21Hとして同年11月25　Hに妊娠3か
月と診断された．

　今回の症例のように双頚双角子宮または子宮中隔

に対し，Jones手術より，Tompkin手術の方が手技

が容易で出血量も少なく，より効果的と考えられる．

8．両側腹部停留睾丸および補副腎を伴った

　　Rubinstein－Taybi症候群の1例

　　西野昭夫・平川昭夫・小橋一功，中嶋和喜

　　　　　　　　　　　大川光央・久住治男

　　　　　　　　　　　　　　（金沢大泌尿器）

　　　　　　　　川島ひろ子（愛育児章病院）

　症例は5歳11か月の男児，主訴は両側陰嚢内容の

欠如．出生直後より哺乳力の低ドあり，体重増加が

やや不良でった．生後まもなく両側陰嚢内容の欠如，

また生後6か月目に精神運動発達遅延を指摘されて

♪
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いた．1987年8月20日当科入院となった．体型は標

準よりやや小さく，小頭症，逆蒙古状眼裂，眼間開

離，鉤鼻，耳介低位，高口蓋などの症状を認めたほ

か，両側指趾は太く短く幅広で，特に第1指趾に顕

著であった．両側睾丸は陰嚢内，鼠径部には触知さ

れず．血中テストステロン値58ng／dlとやや高値，血

中LH，　FSH，尿中17KS，170HCSなどは正常範囲内

であった．知能指数は36と低下，染色体分析では46，

XYであった．以上よりRubinstein　Taybi症候群に

両側停留睾丸を合併しているものと診断し，停留睾

丸に対し手術を施行した．両側鼠径部では鼠径管の

発育は不良で，睾丸，副睾丸，精管などの組織は存

在せず，開腹すると両側総腸骨動脈上方に睾丸を確

認するも睾丸固定は不可能でやむを得ず両側睾丸摘

除となった．睾丸は右1．5×1．0×0．9cm，左1．4×O．9　×

0．9cmで組織学的には年齢相応の未熟な精細管構造が

認められた．また摘出された右睾丸周囲に黄色の副

腎様組織が偶然発見され，組織学的には大部分束状

帯の細胞よりなる副腎皮質組織と確認された．本症

例の臨床経過を中心に若干の文献的考察を行なった．

今後，本症例についてはテストステロンの補充療法

などを成長とともに考慮してゆく予定である．

9．吸収糸ステントを用いた精管吻合術の経験

　　　　　　平野章治・川口正一・美川郁夫

　　　　　　　　　　（厚生連高岡病院泌尿器）

　34歳男性で，9年前，精管結紮術による避妊手術

をうけた患者に対して，1973年Montieらにより考

案された吸収糸をステントとして用いた精管精管吻

合術を行なった．患者は11年前に結婚して一子をも

うけたが，妻が妊娠中毒症の後遺症に悩まされたた

め避妊手術をうけた．その後，妻と離婚したところ，

子供もまもなく事故死した．最近，結婚の予定が具

体化したため，手術を希望して来科した．61年12月

24日持続的硬膜外麻酔下に手術を行なった．ステン

トとして3－0カットグットを用いて，精管内に留

置した．精管の漿膜および筋層を9－0ナイロン糸

にて4－－6針縫合した．両側睾丸生検では，ともに

spermatogenesisはやや低下しているものの精細管内

に精子が確認された．術中，右精管の末梢内腔で精

子が採取されたが，左精管内末梢側内腔には認めら

れなかった．術後精液所見については1mlあたりの

精子数が2か月後170万，3か月後3010万と増加し

た．精子運動率は2か月後30％，3か月後70％と

改善した．赤血球，白血球はみられなかった．吸収

糸ステントの通過によると思われるソ径部痛が2週

後に，尿道痛が1か月後にみられたが，その他に特
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記すべき合併症はみられなかった．術後6か月後，

女性と離別したため，妊娠成立をみるに至っていな

い．直視下で簡便に施行でき，開存率の高い本法の

利点を述べ，他の術式との比較検討を行なった．

10．テストステロン徐放性偽精巣の使用経験

　　　　　　風間泰蔵・笹川五十次・寺田為義

　　　　　　　　　　　　中田瑛浩・片山　喬

　　　　　　　　　　　　　（富山医大泌尿器）

　　　　　　　　　　中山英寿（群馬大泌尿器）

　症例1は18歳．他院にて生後9か月で両側精巣腫

瘍のため両側精巣摘出術を受けている．ホルモン学

的精査を求めて同医を受診，当科を紹介された．現

症では二次性徴が認められず，血中テストステロン

も0．9ng／m1と低値を示した．以後テストステロン・

エナンテート250mgを3週に1回，筋注して経過順

調であったが，9か月後の昭和62年7月28日，承

諾を得て，テストステロン徐放性偽精巣埋め込み術

を施行した．術後1か月での血中テストステロンは

6．9ng／mlと良好でった．

　症例2は9歳他院にて4歳時に両側腹部停留精

巣の診断で両側精巣を摘出されている．ホルモン学

的精査を求めて当科を紹介された．しばらく当科で

観察した後LH，　FSHの上昇の見られた10歳時より

テストステロン補充療法を開始した．経過は順調で

あったが4年目の昭和62年8月21日テストステロ

ン徐放性偽精巣埋め込み術を施行した．術後3か月

での血中テストステロン4．0と正常値であった。

　2症例とも術後1時間にて既に血中テストステロ

ンは高値をとり，その後の経過も現在のところ順調

である．本偽精巣の最大の長所は，ホルモン持続時

間の延長が可能となった点にあるが，理論的には約

数年でテストステロンの効果が消失するとされてお

り，今後の経過観察は必須と考えられた．また，持

続時間をさらに延ばすことなど今後の研究に期待さ

れることも多い．
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関連学会開催のお知らせ

第1回日本性感染症（STD）学会

第1回性感染症学会

会長　　熊本　悦明

　第1回日本性感染症（STD）学会を下記の通り開催いたしますので多数御参

会下さいますよう御案内申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

期　日　昭和63年12月4日　（日）

会場コクヨホール
　　　　東京都港区港南1丁目8番35号　（TEL　O3450・5730）

　　　　　（JR品川駅港南口より徒歩1分）

問い合わせ先：

　　　　θ060札1肺中央区南1条西16丁目

　　　　　　　　　　　札幌医科大学泌尿器科教室

　　　　　　　　　　　熊本　悦明

　　　　　　　　　　（TEL：011－611－2111　Ext．3472β475）

訂　正　と お　詫　び

　本誌第33巻第3号，199（671）－204（676）頁の「クエン酸タモキシフェンによ

る特発1生男子不妊症の治療」の稿中，199頁緒言の4行目のクエン酸タモキシフ

ェン，および202頁右段1行目，2行目，7行目および11行目のクエン酸タモ

キシフェンは，すべてクエン酸クロミフェンの誤りです。訂正してお詫び申し

上げます。



　　　　　第33回

日本不妊学会学術講演会

　　　　プログラム・講演抄録集

会期　昭和63年11月15日（火），16日（水）

会　場　　国立京都国際会館

会長　　入　谷　　　　明
　　（京都大学農学部畜産学教室）



（825）143

御 挨 拶

　この度，第33回口本不妊学会総会並びに学術講演会を主宰し，京都市に会員

の皆様をお迎えする機会を与えられ，誠に光栄に存じますとともに心から歓迎

の意を表します．ことに会員数も比較的少ない畜産学の分野で担当させていた

だくことになり，恩師西川義正教授が第11回会長をされて以来，再度の指名を

いただき，その責務の大きさに身のひきしまる思いがいたします．会長に就任

以来微力ながら教室をあげて準備をして参りましたが，この間本学医学部産婦

人科学教室をはじめ，本学会の多くの会員各位の御支援をいただいております

　この第33回日本不妊学会では，一般演題数が300題の多数に達し，2日間の

会期中にすべての演題を口頭発表としたのでは，会場数が異常に多くなったり，

講演時間が非常に短く制限されることが危倶されました．今回は演題募集の段

階で予め示説発表を企画しておりましたので，口演180題示説120題として

プログラムを組むことで，各演題ともに比較的十分な討論ができるものと期待

しております．招請講演は畜産分野から1題，特別講演は産婦人科学，泌尿器

科学，牛物学の3分野からトップクラスの研究者にお願いし，シンポジウムは

産婦人科学・生物学分野と泌尿器科学分野からの2題を企画いたしました．

　一般演題への多数の御応募に厚く御礼申し上げますとともに新しい企画の一

つであります示説発表の成功のために御協力いただけますようお願い申し上げ

ます．本学会の発展と会員相互の学際的な交流を深めるためにも，多数の方々

の御参加を期待いたす次第であります．

京都大学農学部畜産学教室

　　入　　谷　　　　明
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日　程　概　要

学術講演会

　　昭和63年11月15日（火），16日（水）

　　会場：国立京都国際会館

　　　　　　〒606京都市左京区宝ヶ池　TEL　O75－791－3111

　　　　　　主会場（大会議場〔1F〕）・……………・・会長招請講演・特別講演，シンポジウム

　　　　　　第1会場（ルームーB2〔2　F〕）…一……・・………………一般講演（口頭発表）

　　　　　　第II会場（ルームーB1〔2　F〕）…・…・……・………………一般講演（口頭発表〉

　　　　　　第III会場（ルームーC，〔1　F〕）……・……・………………・一舟貨講演（口頭発表）

　　　　　　第IV会場（ルームーD〔1　F〕）……・………・…・……・……・・一舟隻講演（口頭発表〉

　　　　　　第V会場（ルームーC、〔1F〕）………・…・……・…………一般講演（口頭発表）

　　　　　　ポスター会場P1（ルームーF，G，H〔1　F〕）……………一般講演（示説発表）

　　　　　　ポスター会場P2（ルームー1，J，K〔2　F〕）・・………・…一舟貨講演（示説発表）

　　　　　　商業展示…………展示会場（ルームE〔BIF〕＞11月15日9時～16日15時

総　　　会

　　昭和63年11月15日（火）（学会第1日）12時50分～13時20分

　　会　場：国立京都国際会館　大会議場〔1F〕

評議員会
　　昭和63年11月15日（火）（学会第1日）12時～12時50分

　　会場：国立京都国際会館スワン〔BIF〕

理　事　会

　　昭和63年11月14日（月）（学会前日）16時～17時30分

　　会　場：宝ヶ池プリンスホテル　高砂〔1F〕

　　　　　　〒606京都市左京区宝ヶ池　TEL　O75－712－1111

新理事会
　　昭和63年11月16日（水）（学会第2日）12時10分～13時

　　会　場：国立京都国際会館　スワン〔BlF〕

幹　事　会

　　昭和63年11月14日（月）（学会前日）15時～16時

　　会　場：宝ヶ池プリンスホテル　高砂〔1F〕

総懇親会
　　昭和63年11月15日（火）（学会第1日）18時～20時

　　会　場：国立京都国際会館　さくら〔BlF〕
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会場へのご案内

国立京都国際会館への交通機関

　・JR京都駅から　　：地下鉄京都駅一北大路駅（所要時間約15分）

　・阪急烏丸駅から　　：地下鉄四条駅一北大路駅

　・京阪三条駅から　　：市バス⑤，（岩倉南四の坪町下車）（所要時間約30分）

　・地下鉄北大路駅から：市バス　北④（国際会館前下車）

　　　　　　　　　　　　　　　　北⑤（岩倉操車場前下車）

●国立京都国際会館方面行き　市バス案内

　1．地下鉄北大路駅より市バス

　　北4系統（岩倉実相院行）にて所要20分，

　　北5系統（岩倉操車場行）にて所要30分，

　　③番のりば

　　　　北4系統・岩倉実相院行

　　　　（国立京都国際会館前下車）

2．京阪三条駅より市バス

　　5系統（岩倉操車場行）にて所要30分，

　　⑦番⑧番のりば

　　　　5系統・岩倉操車場行

　　　　（岩倉南四の坪町下車）

徒歩8分　料金160円

徒歩5分　料金160円

③番のりば

北5系統・岩倉操車場行

　　（岩倉操車場前下車）

徒歩5分　料金200円

●タクシー所要時間と料金

　　　　（主要ホテル・駅一国立京都国際会館）

　　地下鉄北大路駅より　　：約10分（約900円）

　　JR京都駅　　　　　　　：約35分（約2，000円）

　　阪急河原町駅より　　：約25分（約1，500円）

　　京都三条駅より　　　　：約25分（約1，500円）

　　都ホテルより　　　　：約25分（約1，600円）

　　京都ホテルより　　　：約20分（約1，300円）

　　京都グランドホテルより：約35分（約1，900円）

　　京都全日空ホテルより　：約25分（約1，400円）

学会専用バスのご案内

　　11月15日　総懇親会終了後（20：30予定），下記の通り学会専用バスを運行します．

　　　国立京都国際会館一各ホテル，JR京都駅
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北大路駅バスのりば 交通・ホテル案内
地下鉄北大路駅

rl∫バス　l　lのりは③1口I　　　　I口1　　　　■　　　　1

北大路通　　口

自
丸通 千

　　目

大谷大学

マクド
ナルド

岩倉南四ノ坪町

　　　　　　　　　　lT・　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　馳一
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大徳、」

　　　　　　　　植物園
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　　　　②

窃
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堀　　　③十
川　　　　十
通　　　　十
　　　　　十　丸太町通

潮酵　　　通
鴨
川

東大路通

。、f仙堂

白川通銀閣与南禅与至大津

山陰本線
二条城

1かま 盈1縫ち＋
④

馳F安神宮

おいけ ⑭ ⑯

　　　十
　　　十
　　　十四条通

⑤

　　　　　　　⑦

円山公園

　　　　　清水寺

十　十→一十・十
阪急電鉄

十 十十十 ＋ ttT許
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　　　河
　　　原
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京糊髭

⑧　　　⑨

十十十占＋磯十電十鉄

⑮

⑪
新幹線　東海道本線

京都駅
至東京

東寺
近
鉄

⑫⑬　　　十

　　　　十

、蕊

十九条通十
東福浄

づ

①宝ヶ池プリンスホテル　（712－1111）

②ホリデイ・イン京都　　（721－3131）

③京都パレスサイドホテル（431－8171）

④京都ホテル

⑤京都セントラル・イン

⑥からすま京都ホテル

⑦都ホテル

⑧京都新阪急ホテル

⑨京都タワーホテル

（211－5111）

（211－1666）

（371－0111）

（771－7111）

（343－5300）

（361－3211）

⑭京都全r控ホテル　　（231－1155）

⑪京都センチュリー・ホテル（351－0111）

⑫新・都ホテル

⑬ホテル京阪京都

⑭ホテルアルファ京都

⑮京都グランドホテル

⑯京都ロイヤルホテル

⑰京都国際ホテル

⑱ペンション八瀬大原

（661－7111）

（661－0321）

（241　2000）

（341－2311）

（223－1234）

（222－1111）

（722－6041）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎印は会報で御案内のホテル

宿泊のお問合せ，お申込みは日本交通公社京都支店Tel．075－361－7241まで，申込書は会報2号

にございます。

N
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会場案内図
国立京都国際会館

主会場
第1会場
第II会場
第III会場

第IV会場

第V会場
ポスター会場1

ポスター会場2

展示会場

大会議場

ルームB2

ルームB1

ルームC1

ルームD

ルームC2

ルームF．G．H

ルーム1．J．K

ルームE

総会本部 名誉za貝
幹事控室
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　　　　　　　　　　　　　学会参加者へのお知らせ

受付・参加費

　　　参加者は学会参加費として7，000円を一階ロビー，会場受付でお納め下さい．受付けは

　　両日の午前8時30分より行っております．領収書兼用の名札を発行しますので，各自，所

　　属・氏名を記入のうえ，左胸につけて下さい。

　　　会期中名札のない方の入場はお断りいたしますので，入場の際は必ず着用願います．

プログラム・予稿集

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

　　合は受付で実費でおわけしますが，部数に限りがあります．

呼び出し

　　　原則として行いませんが，緊急の場合，会場の受付けまたは大会事務局まで申し出て下

　　さい．

昼　　食

　　　会館内のレストラン（さくら・スワン）グリルまたは食堂（4階）および会場付近の食

　　堂を御利用下さい．

日

会

会

　　　　　　　　　　　　　総懇親会ご案内

時：昭和63年11月15日（火）18時00分

場：国立京都国際会館，さくら（BlF）
費　：7，0001i』
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一般講演者へのお知らせ

1．ロ頭発表

　講演時間

　　　1）一般演題は6分です．1分前に青ランプで予告し，講演時間終了は赤ランプでお知

　　　　　らせします．講演時間は厳守して下さい．

　　　2）スライドの送りは口頭で，明確に指示して下さい．

　　　3）次演者，次々演者は所定の席にご着席下さい．

　　　4）討論は座長の指示に従って下さい．討論は各群の講演終了後にまとめて行うことが

　　　　ありますので，座長の指示があるまで最前列席でお待ち下さい．

　スライド

　　　1）スライドは35mm判，標準マウント（50　mm×50　mm）に入れ，各自でスライドホ

　　　　ルダーに挿入して下さい．スライド試写を行ってから，スライド受付にご提出下さ

　　　　い．

　　　2）スライドプロジェクターは1台で，一般演題は1演題10枚以内です．

　　　　同一スライドを再度使用する場合には，制限枚数内で複製して下さい．

　　　3）スライドは講演時間の1時間前までに，スライド受付にご提出下さい．

　　　4）スライドは各群の終了後，速やかに受領証と引き換えにお受け取り下さい．

質疑応答について

1）一般演題の討論は，座長の許可を受けてから，所属，氏名を明らかにした上で発言

　　して下さい．

2）発言は，討論用のマイクを使用し，演者の回答が終わるまでマイクの傍でお待ち下

　　さい．

3）質疑応答の時間は，1演題につき2分を予定しております．時間の足りない時は，

　　ロビーにてこ交見をお願いします．
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2．示説発表

　準　　備
　　　1）第1日（11月15日）の午後3時までにポスター会場（P1：ルームF，　G，　H，　P

　　　　2：ルーム1，J，　K）において掲示を終了して下さい．

　　　2）掲示板の最上段に演題名，所属，氏名を表示して下さい．演題の掲示スペースは，

　　　　120×180cm（縦×横）です．地色は淡いクリーム色になります．掲示に必要なセロ

　　　　テープや画鋲は用意します．

↑

25cm
　↓

120cm

25cm

演題番号は学会本部で用意します。

演題名・所属・氏名

地色は淡いクリーム色

145cm

　　　　　　　　　　　←一一一一一一一一一180cm　一
発表・討議

　　1）示説討議は第2日（11月16日），午前9時～11時20分に行います．発表者はその

　　　　時間にポスターの位置に待機して下さい．午前9時から6つのパート（P1：ルーム

　　　　F，G，HとP2：ルームLJ，K）に分かれてモデレーターの指示に従って，1

　　　　入3分間の説明をして頂きます．

　　2）討議終了後，午後3時までに片付けて下さい．



学会進行予定表

シンポジウム

ー 般演題
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9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

第1日

日　程　表

（11月15日・火）

L会場 第1会場 第II会場 第m会場 第IV会場 第V会場
（大会議場） （ルームB2） （ルームBl） （ルームC1） （ルームD） （ルームC2）

9：⑪0開　会

9：10～9：50

招請講演

Robert　H．Foote

座長　人谷　明

9：50～10：22 9：50～10：22 9：5⑪～10；14 9：50～10：22 9：50～10：22

1，1～4 II．1～4
II【．1－3
卵f－・排卵（1） IV．1～4 V．1～4

間脳・下垂体（D 卯巣・性ホルモン（D 座長　森　宏之 卵管・ヂ割D 機能性不妊・免疫（1＞

座長　水口弘司 座長　椹木　勇 10：14～10：38 座長　杉木　修 座長　礒島普r

10：22～10：54

L5～8
10：22～10：54

11，5～8

III．4～6
卵子・排卵αD

　座長藤本征一郎■冒一■一一一一一一一一一一一一一一一一一一

10：22～10：46

1V．5～7
卵管・子宮征D

10：22～10：54

V．5～8
LH．RH．ゴナドトロピン（1） 卯巣・性ホルモン面 10：39－ll：〔｝3 座長　須川　倍 子宮内膜症α〉

　座長五十嵐正雄一需曽．－9曽一謄．國國一一嘔一一一r鴨檜， 　座長　望月眞人一一曽9髄曽一一■一一一■■一一一一一一一 II〔，7～9
卵ヂ・排卵OID

曽冒一■一■一暫■，擢，，■曹曽曹●一曽曽曽

10：47～11：19

　座長　佐藤和雄旧Ψ冒F－一7－一一■■－rP－一一一■－9

10：55～11：35

L9～13
LII．RH．ゴナドトロピン面

　座長　熊坂高弘

一一門一一一F－一一一一一一一一一一，一胃檜

11：36～12：08

L14－17

10：55～ll：27

11．9～12
卵巣・性ホルモン“ID
　座長　相良祐輔一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

11；28～12：00

11．13～16

卵巣・性ホルモン（M

　座長　木ド　佐一門冒冒一一一一一■一一一一一一一一■一■－

11：03～11：27
111．10～12
卵子・排卵（M

　座長　杉ill陽一一一一一PP曹脚一”π冒曹一一幽■冒■冒▼■

ll：28－11：50
111．13～15
精子・排精（D
　座長　湯原IE高

W．8～11
男性副性器

　座長　臼井将文一一一一■■一一冒一一一一一一一一一騨一一檜

11：20～12：00

】V．12～16

受精・着床①

　座長　寺島芳輝

10：55～11：19

V．9～11
f宮内膜症αD

　座長　岡村　均需胃騨騨曹響一一曹曹一．幽一一一一r－F曹9

11：19－11：43
V．12～14
r宮内膜症OID

　座長高見沢裕吉■一一■■一一一一一一一一一一一一一一一一一

ll：44～12：⑪8

LII．RH．ゴナドトロピン㎜ 座長　大野虎之進 V．15～17
f宮内膜症働

12：00～12：50
座長　関場　香 座長　松浦俊平

ス　　ワ　　ン

舶休　　心
12：00～12：50

評議員会
（昼　　食）

12：50～13：20

総　　会

13：20～14：00

特別講演　1
毛利　秀雄

座長　正木淳二

／4：05～14：37 14：05～14：45 14：05～14：29 14：⑪5～14：37 14：05～14：29

1．19～21
プロラクチンα）

　座長　玉田多朗虚噛一一一一■一一一■一一一一一一一一一一一

14：38～15：02

L22～24
プロラクチンαD

　座長　青野敏博曽一曹虚卿一9一曹曹曹曹一一冒冒－■一冒一一

15：03～15：35

1．25－28
検査・診断①
　座長　八神喜昭

II．17～21

精巣・性ホルモン①

　座長　三宅弘治

曽一一一●”■9，曾，r曽冒＿＿一一＿一一＿

14：46～15：10
11．22～24
精巣・性ホルモンσD

　座長　阿曽佳郎一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一雫

15：11－15：35
11．25～27
精巣・性ホルモン⊂ID

　座長　田中啓幹

IIL　I　6～18

精f・排精伍D
　座長　岡川耕市曹幽一一曽嘗一一一暫一一一一一一一一一一一冒

14：29～14：53

精子・排精αID
　座長　友吉唯夫一一一一一一刷r，，冒曹■一曹曹●卿“需＿國

14：53～15：17
精子・排精（IV）

一一一鹿量．一剴L壷一

15：17～15：41

精子・排精（V）

IV．17～20

受精・着床面
座長　石島芳郎曽四一一一一一冒一一■｝胃，一一一一“胃騨圏

14：38～15：10

1V21～24
受精・着床⊂ID

　座長　永田行博闇擢””一．一冒一曹一一■一曹曹一一暫営一一

15：11～15：35
1V．25～27
受精・着床①の

　座長　鈴木秋悦

V．18～20
妊娠・流確…（D

　座長　竹内正し一一一■■■■■一■一一一一一一一一一一一一

14：30～15：02

V。21～24
妊娠・流産αD

　座長　谷澤　修・・曹幽一一．一一■■■－r一曹r閥r卿，雪

15：03～15：35

V，25～28
妊娠・流産αID

　座長　桑原惣隆

座長　熊本悦明

15：40～17：40

シンポジウム　1
「初期発生に

関する諸問題」

μ1会　水野正彦

豊田　裕

さ　く　ら

18：00～20：00
総懇親会
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9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

　　　　　　　日　程　表

第2日　　（11月16日・水）

主会場 ポスター会場1 ポスター会場2
（大会議場） （ルームF．G．H．） （ルーム1．J．K，）

ポスター 9：00～11：20 ポスター 9：00～ll：20

ルームF モデレーター ルーム1 モデレーター

P1－1～4間脳・ 下垂体αD 武谷　雄二 P2－1～2 卵子・排卵（【V） 提　　　治

P1－5～8LH－RH・ゴナドトロピン（M 武谷　雄二 P2－3～6 卵子・排卵（V） 提　　　治

P1－9～11　LH－RH・ゴナドトロピン（V｝ 麻生　武志 P2－7～9精子・排精｛皿 押尾　　茂

P1－12～15プロラクチン⊂ID 麻生　武志 P2－1⑪～11 精子・排精伽 押尾　　茂

ルームG P2－12～17 精子・排精（X） 小林　俊文

P1－16～20検査 ・ 診断Φの 星合　　昊 ルームJ

P1－21～24検査 ・ 診断（V） 星合　　昊 P2－18～21 卵管・子割ID 野田　洋一

P1－2ト29卵巣 ・ 性ホルモン（V） 杉並　　洋 P2－22～24 卵管・子宮働 野田　洋一

P1－30～33卵巣・性ホルモン㈲ 杉並　　洋 P2－25－26 受精・着床価 野田　洋一

ルームH P2－27～31 受精・着床伽 角田　幸雄

P1－34～38精巣・性ホルモンΦの 石川　博通 P2－32～35 受精・着床（X） 角田　幸雄

P1－39～42手 術曲　　　　　　　河 ヒ　征治 ルームK

P1－43～45手 術“ID 河ヒ　征治 P2－36～4⑪ 機能性不妊・免疫αD 田辺　清男

Pl－4ト48統 計αD 津端　捷夫 P2－41～44 子宮内膜症（V） 田辺　清男

P1－49～51統 計αID 津端　捷夫 P2－45～47 妊娠・流産（M 佐治　文隆

P｝52～54統 計（M 津端　捷夫 P2－48～50 妊娠・流産㎝ 佐治　文隆

P2－51－54 インターセックス・先天異常㎝ 鈴森　　薫

P2－55～57 家族計画・避妊面 鈴森　　薫

11：30～12：10

特別講演　II

森　崇英

座長　飯塚理八
ス　　ワ　　ン

12：10～13：00 12：10－13：00

新理事会
休　　憩 （昼　　食）

13：00～13：40

特別講演　III

穂坂　正彦

座長　大島博幸 第1会場 第II会場 第III会場 第w会場 第V会場
（ルームB2） （ルームB1） （ルームC1） （ルームD） （ルームC2）

13：40～14：20 13：40－14：12 13：40～14：04 13：40～14：12 13：40～14：04

L29～33
検査・診断αD

IL28～31
手　術（D

IIL　28～30

精r・排精㈲
　座長 宮崎　重

P1。28～31

受精・着床（V）

V．29～31
インターセックス洗天異常①

　座長　吉田　修
座長　清水哲也 座長　高木繁夫 門門門門門門一一一一一一一一謄，騨騨胃，，， 座長　富永敏朗 F需一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

．一一一一圏曹一一一曹曹．．一冒冒冒冒暫曹謄
14：05－14：29

一一一曹嘗圏曽暫一暫幽一圏一一一一瞥謄■一一 14：04～14：28

14：12～14：44 llL　31～33 14：12－14：36 V．32－34
一一一一一一一一一一一一F曹冒9卿一，需曹檜

14：20～15：00

L34～38
検査・診断⊂ID

　座長　北尾　学

IL　32～35

統　計（D

精子・

　座長

14：3⑪～14：54

11L34～36
精子・

　座長

　　　排精⑭
　　　　藤井明和曽曽瞥曽曽謄嘗一一一曽曽一曹曹曽曹曽曽一曹曽

　　　排精（V皿）

　　　　星　和彦

W．32～34
受精・着床㈲

　座長　百瀬和夫謄檜需檜胃一一圃一一曹曹冒冒曹曹一－一闇闇吊

14：36～15：00

1V．35～37
受精・着床αo

インターセックス・先天異常αD

　座長　島崎　淳｝甲，一早，，早｝“一國國嘗一謄■一一昌一璽

14：28～15：00

V．35～38
家族計画・避妊（D

不妊の心理
　座長　岡村　靖 座長　広井正彦 座長　荒井　清

15：05～17：05

シンポジウム　II
「雄性副性器

の生理と病理」

座長　酒徳治三郎

守殿貞夫

17：05　閉会

イ

噛

，

▼

‘

●
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　　　　　　　　　　　　　　会長招請講演

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　入谷　　明　教授（京都大学農学部）

　　　　　　　　　11月15日（火）　9時10分～9時50分主会場

「New　Technology　in　the　Field　of　Animal　Reproduction」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Robert　H．　Foote教授（コーネル大学農学部）

　　　　　　　　　11月15日

「精子の運動生理」

　　特別講演1

　　　座長　正木　淳二　教授（東北大学農学部畜産学科）

（火）　13時20分～14時00分　主会場

　　　　　毛利　秀雄　教授（東京大学教養学部生物学科）

　　　　　　　　　　　　　　　特別講演II

　　　　　　　　　　　　　　　座長　飯塚　理八　教授（慶慮義塾大学医学部産婦人科）

　　　　　　　　　11月16日（水）　11時30分～12時10分主会場

「黄体機能の調節とその異常」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森崇英教授（京都大学医学部産婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　　特別講演III

　　　　　　　　　　　　　座長　大島　博幸　教授（東京医科歯科大学医学部泌尿器科）

　　　　　　　　　11月16日（水）　13時00分～13時40分　主会場

「副睾丸におけるアンドロジェン代謝と精子成熟にかかわる因子」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　穂坂　正彦　教授（横浜市立大学医学部泌尿器科）
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　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム1

　　　　　　　　　11月15日（火）　15時05分～17時05分　主会場

「初期発生に関する諸問題」

　　　　　　　　　　　　　　座長　水野　正彦　教授（東京大学医学部産婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田　　裕　教授（東京大学医科学研究所）

　（1）哺乳動物におけるSperm　Microinjection

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細井　美彦（京都大学農学部畜：産学科）

　（2）2－Cellブロックの打破要因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田　洋一（京都大学医学部産婦人科助教授）

　（3）胚とEPF

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末岡　　浩（慶慮義塾大学医学部産婦人科）

　（4）胚細胞核の全能性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　角田　幸雄（農林水産省畜産試験場繁殖部室長）

　（5）卵の成熟分化機構の代謝学的分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堤　　　治（東京大学医学部産婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウムII

　　　　　　　　　11月16日（水）　15時05分～17時05分　主会場

「雄性副性器の生理と病理」

　　　　　　　　　　　　　　　　座長　酒徳治三郎　教授（山口大学医学部泌尿器科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守殿　貞夫　教授（神戸大学医学部泌尿器科）

　（1）精巣上体における精子成熟過程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　押尾　　茂（帝京大学医学部泌尿器科）

　（2）ヒト精巣上体機能一部位別にみた内分泌学的，組織学的特異性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木下　裕三（横浜市立大学医学部泌尿器科講師）



（3）精巣上体管収縮機能（contractility）

（4）精子運動能と前立腺機能

（5）副性器感染症と不妊

（6）閉塞性無精子症に対する外科療法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（837）155

とプロスタグランディン

　瀧原　博史（山口大学医学部泌尿器科講師）

　安川　明広（香川医科大学泌尿器科講師）

　岡田　　弘（神戸大学医学部泌尿器科）

　吉田　英機（昭和大学医学部泌尿器科助教授）
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一　般　演

　　　（ロ頭発表）

題

　　　　　　　　　　　　　　　　第1会場（ルームB2）

第1日　11月15日（火）

　間脳・下垂体（1）：Feedback
　［演題1－l」一一一4］（9：50　一一　10：22）　座長　水口　弘司（横浜市大・産婦）

　LH－RH・ゴナドトロピン（1）：LH，　FSH測定法

　［演題1－5～8］（10：22～10：54）　座長　五十嵐正雄（群馬大・産婦）

　LH－RH・ゴナドトロピン（II）：FSH，　hMGテスト

　［演題1－9－－13］（10：55～11：35）　座長　熊坂　高弘（独協医大・産婦）

　LH－RH・ゴナドトロピン（IID：無排卵症

　［演題1－14～17］（11：36～12：08）　座長　関場　　香（岡1］大・産婦）

　プロラクチン（1）：TRH負荷試験
　［演題1－18　一一　21］（14：05～14：37）　座長　玉田　太朗（自治医大・産婦）

　プロラクチン（II）：男性プロラクチノーマ

　［演題1－22～24］（14：38　一一　15：02）　座長　青野　敏博（徳島大・産婦）

　検査・診断（1）：ホルモン測定法

　［演題1－25　一一　28］（15二〇3　一一　15：35）　座長　八神　喜昭（名古屋市大・産婦）

第2日　11月16日（水）

　検査・診断（II）：排卵予知

　［演題1－29　一一　33］（13：40～14：20）　座長　清水　哲也（旭川医大・産婦）

　検査・診断（IID：子宮内膜

　［演題1－34　一一　38］（14：20～15：00）　座長北尾　学（島根医大・産婦）



第II会場（ルームB、）

第1日　11月15日（火）

　卵巣・性ホルモン（1）：卵胞発育

　［演題II－1～4］（9：50～10：22）　座長

　卵巣・性ホルモン（II）：排卵障害

　［演題II－5・－8］（10：22～10：54）　座長

　卵巣・性ホルモン（III）：排卯誘発

　［演題II－9～12］（10：55～11：27）　座長

　卵巣・性ホルモン（IV）：黄体

　［演題II－13～16］（11：28～12：00）　座長

　精巣・性ホルモン（1）：生理と生化学

　［演題II－17～21］（14：05　一一　14：45）　座長

　精巣・性ホルモン（II）：インヒビン

　［演題II－22～24］（14：46　・一　15：10）　座長

　精巣・性ホルモン（III）：精索静脈瘤

　［演題II－25　一一　27］（15：11～15：35）　座長

第21ヨ　11月16日（水）

　手術（1）：Second　look手術

　［演題II－28～31］（13：40～14：12）　座長

　統計（1）：不妊統計

　［演題II　－32　一一　35］（14：12～14：44）　座長

　不妊の心理

　［演題II－36～37］（14：44～15：00）　座長

第1日　11月15日（火）

椹木

望月

相良

　勇（関西医大・産婦）

眞人（神戸大・産婦）

祐輔（高知医大・産婦）

大野虎之進（東京歯大市川病院・産婦）

三宅

阿曽

田中

高木

友田

岡村

弘治（名古屋大・泌尿）

佳郎（東京大・泌尿）

啓幹（川崎医大・泌尿）

繁夫（日本大・産婦）

　豊（名古屋大・産婦）

　靖（産業医大・産婦）

第III会場（ルームC、）

（839）157
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　卵子・排卵（1）：卵子成熟一1

　［演題III－1～3］　（9　：50～10；14）

　卵子・排卵（II）：卵子成熟一2

　［1質て題III－4～6］　（10：14～10：38）

　卵子・排卵（111）二排卯時期

　［演題III－7～9］（10：39～11：03）

　卵子・排卵（IV）：難治性無排卵症

　［演題III－10　一一　12］（11二〇3～11：27）

　精子・排精（1）：射精障害

　L演題III－13　一一　15］（11：28～11：52）

　精r－・排精（II）：精子運動能一1

　［演題III－16～18］（14：05～14：29）

　半肖一r－・詞Pド青　　（III）　：半斉」f”一運亜力育旨一　2

　［演題III－19　一一　21］（14：29～14：53）

　精子・排精（IV）：生理と生化学

　［i寅題III－22－－24］　（14：53～15：17）

　精子・排精（V）：代謝と生化学

　［演題III－25～27］　（15117～15：41）

第2日　11月16日（水）

　精子・排精（VI）：精液性状一1
　［演題III　一　28　一一　30］（13：40　一一　14：04）

　精子・排精（VII）：受精能一1

　［i寅題III－31～33］　（14：05～14；29）

　精子・排精（Vm）：受精能一2

　［演題III－34～36］（14：30～14：54）

座長

座長

座長

座長

座長

座長

座長

座長

座長

森　　宏之（大分医大・産婦）

藤本征一郎（北海道大・産婦）

木下

杉山

湯原

岡田

友吉

片山

熊本

座長　宮崎

座長　藤井

座長　星

　佐（田園調布中央総合病院・産婦）

陽一（三重大・産婦）

lE高（岡山大・畜産）

耕市（埼玉医大・泌尿）

唯夫（滋賀医大・泌尿）

　喬（富山医薬大・泌尿〉

悦明（札幌医大・泌尿）

　重（大阪医大・泌尿）

明和（東海大・産婦）

和彦（福島医大・産婦）

第IV会場（ルームD）

第1日　11月15日（火）

　卵管・子宮（1）：卵管不妊一1

　［演題IV－1－一’　4］（9：50～1022）　座長　杉本 修（大阪医大・産婦）



卵管・子宮（II）：卵管不妊一2

　［演題IV－5～7］（10：22～10：46）　座長　須川　　倍（大阪市大・産婦）

　男性副性器：精管・勃起

　［演題IV－8～11］（10：47～11：19）　座長　白井　将文（東邦大・泌尿）

　受精・着床（1）：囲卵腔内注入

　［演題IV－12～16］（11：20～12：00）　座長　寺島　芳輝（慈恵医大・産婦）

　受精・着床（II）：卵・精子相互作用

　［演題IV－17～20］（14：05～14：37）　座長　石島　芳郎（東京農大・畜産）

　受精・着床（III）：体外受精一1

　［演題IV－21～24］（14：38　・一　15：10）　座長　永田　行博（鹿児島大・産婦）

　受精・着床（IV）：胚の初期発生一1

　［演題IV－25　・一　27］（15：11～15：35）　座長　鈴木　秋悦（慶慮大・産婦）

第2日　11月16日（水）

　受精・着床（V）：子宮内膜相互作用一1

　［演題IV－28－－31］（13：40　一一　14：12）　座長　富永　敏朗（福井医大・産婦）

　受精・着床（VI）：子宮内膜相互作用一2

　［演題IV－32　一・　34］（14：12・一一　14：36）　座長　百瀬　和夫（東邦大・産婦）

　受精・着床（VII）：胚凍結

　［演題IV　一　35　一’　37］（14：36～15：00）　座長　広井　正彦（山形大・産婦）

　　　　　　　　　　　　　　　第V会場．（ルームC・）

第1日　11月15日（火）

　機能1生不妊・免疫（1）：精子不動化抗体

　［演題V－1～4コ（9：50～10：22）　座長　礒島　晋三（兵庫医大・産婦）

　子宮内膜症（1）：病理・病態

　［演題V－5～8］（10：22～10：54）　座長　佐藤　和雄（埼玉医大・医療センター）

　子宮内膜症（II）：診断一1

　［演題V－9－一　11］（10：55　－v　11：19）　座長　岡村　　均（熊本大・産婦）
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　子宮内膜症（III）：診断一2

　［演題V－12～14］（11：19～ll：43）　座長

　子宮内膜症（IV）：治療一1

　［演題V－15～17］（11：44～12：08）　座長

　妊娠・流産（1）：免疫治療法一1

　［演題V－18～20］（14：05　一一　14：29）　座長

　妊娠・流産（II）：習慣性流産

　［演題V　－21　一一　24］（14：30　一一　15：02）　座長

　妊娠・流産（III）：妊娠維i持一1

　［演題V－25～28］（15：03～15：35）　座長

第2日　11月16日（水）

　インターセックス・先天異常（1）：男性不妊と染色体異常一1

　［演題V－29～31］（13：40　・一　14：04）　座長　占田

　インターセックス・先天異常（II）：男性不妊と染色体異常一2

　［演題V－32～34］（14：04～14：28）　座長　島崎

　家族計画・避妊一1：避妊

　［演題V－35～38］（14128～15：00）　座長　荒井

高見沢裕吉（千葉大・産婦）

松浦　俊平（愛媛大・産婦〉

竹内　正七（新潟大・産婦）

谷澤　　修（大阪大・産婦）

桑原　惣隆（金沢医大・産婦）

修（京都大・泌尿）

淳（千葉大・泌尿）

清（帝京大・産婦）



（示説発表）

　　　　　　　　　　ポスター会場一1（P1）（ルームE，F，G）

第2日　11月16日（水）（9：00～11：20）

　間脳・下垂体（II）病理・病態

　［演題P1－1－一　4］　モデレーター　　武谷　雄二（東京大・産婦）

　LH－RH・ゴナドトロピン（IV）：LH－RHテスト

　［演題Pl－5～8］　モデレーター　　武谷雄二（東京大・産婦）

　LH－RH・ゴナドトロピン（V）：応用例

　［演題P1－9－一　11］　モデレーター　　麻生　武志（福井医大・産婦）

　プロラクチン（IID：プロラクチンとプロモクリプチン

　［演題P1－12　一一　15］　モデレーター　　麻生　武志（福井医大・産婦〉

　検査・診断（IV）：腹腔鏡検査

［演題Pl－16～20］　モデレーター

検査・診断（V＞：卵管通過試験

［演題P1－21～24］　モデレーター

卵巣・性ホルモン（V）：

［演題P1－25　一一　29］　モデレーター

卵巣・性ホルモン（VI）：

［演題P1－30～33〕　モデレーター

精巣・性ホルモン（IV）：

［演題P1－34～38］　モデレーター

手術（II）：手術・手技一1

［演題P1－39～42］　モデレーター

手術（III）：手術・手技一2

［演題P1－43～45］　モデレーター

統計（II）：不妊統計一2

［演題P1－46～48］　モデレーター

卵巣機能とホルモン動態

多嚢胞性卵巣症候群

男性不妊症の治療

星合

星合

杉並

杉並

石川

河上

河上

津端

　昊（東北大・産婦）

　昊（東北大・産婦）

　洋（愛媛大・産婦）

　洋（愛媛大・産婦）

博通（筑波大・泌尿）

征治（保健衛生大・産婦）

征治（保健衛生大・産婦）

捷夫（日本大・産婦）
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　統計（III）二不妊治療一1

　［演題P1－49～51］　モデレーター　　津端　捷夫（日本大・産婦）

　統計（IV）二不妊治療統計一2

　［演題P1－52～54］　モデレーター　　津端　捷夫（日本大・産婦）

　　　　　　　　　　ポスター会場一2（P2）（ルームH，1，J）

第2日　11月16日（水）（9二〇〇～11：20）

　卵子・排卵（lv）：卵子成熟一3

［演題P2－1～2］　モデレーター

卵子・排卵（V）：排卵機構

［演題P2－3～6］　モデレーター

精子・排精（VIII）：精液性状一2

［演題P2－7…一・・9］　モデレーター

精子・才非精（IX）：

［演題P2－10～11］　モデレーター

精子・排精（X）：乏精子症

［演題P2－12　一一　17］　モデレーター

卵管・子宮（III）：卵管の生理・生化学

［演題P2－18　一一　21］　モデレーター

卵管・子宮（IV）：子宮内膜

［演題P2－22－－24］　モデレーター

受精・着床（Vm）：採卵・移植手技

［演題P2－25　一一　26］　モデレーター

受精・着床（IX）：体外受精一2

［演題P2－27～31］　モデレーター

受精・着床（X）：胚の初期発生一2

［演題P2－32～35］　モデレーター

機能性不妊・免疫（II）：不妊治療

［演題P2－36～40］　モデレーター

精子の頸管粘液貫通試験

堤

堤

押尾

押尾

小林

野田

野田

野田

角田

角田

田辺

　治（東京大・産婦）

　治（東京大・産婦）

　茂（帝京大・泌尿）

　茂（帝京大・泌尿）

俊文（慶慮大・産婦）

洋一（京都大・産婦）

洋一一（京都大・産婦）

洋一（京都大・産婦〉

幸雄（農水省・畜試）

幸雄（農水省・畜試）

清男（慶慮大・産婦）
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子宮内膜症（V）：治療一2

［演題P2－41～44］　モデレーター　　田辺

妊娠・流産（IV）：免疫治療法一2

［演題P2　－45　一一　47］　モデレーター　　佐治

妊娠・流産（V）1妊娠維持一2

［演題P2－48～50］　モデレーター　　佐治

インターセックス・先天異常（III）：性器異常

［演題P2－51～54］　モデレーター　　鈴森

家族計画・避妊（II）：避妊薬

［演題P2　55　一一　57］　モデレーター　　鈴森

清男（慶磨大・産婦）

文隆（大阪大・産婦）

文隆（大阪大・産婦）

　薫（名占屋市大・産婦）

　薫（名古屋市大・産婦）
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般 演 題

（口頭発表）

第1日　11月15日（火）

第1会場

　　　　　　　　　　間脳・下垂体（1）：Feedback

［演題1－1～4］（9：50～10：22）　座長　水ロ　弘司（横浜市大・産婦）

1－1．ラットのproestrusゴナドトロピン放出に対する各種ステロイドの影響

帝京大産婦人科

1－2．Ist　IRP　LHを標準LHとしたLH測定一

　　　LH　pulseとEstrogen　positive　feedback

　　　　　　　　　　　　　　　東京大分院産婦人科

○大川　とみ，粟田松一郎，荒川　聡子

　神戸川　明，沖永　荘一，荒井　　清

○西井　　修，竹内　　亨，

　高橋　　稔，柳沼　　恣

岡村　　隆

1－3．正プロラクチン血性続発無排卵症におけるestrogenのpositive　feedback作用について

徳島大産婦人科

1－4．高TSH血症を示す不妊症の検討

　　　　　　　　　　　　　東京女子医大産婦人科

　　　　　　　東京女子医大母子総合医療センター＊

1－5．

1－6．

1－7．

○近藤　　肇，

　青野　敏博

武本　幹彦，森下　　一

○安達　知子，菖蒲由美子，

　篠崎百合子，大平　　篤，

　坂元　正一＊

岩下　光利＊

武田　佳彦

　　　　　LH－RH・ゴナドトロピン（1）：LH，　FSH測定法

［演題1－5～8］（10：22～10：54）　座長　五十嵐　正雄（群馬大・産婦）

ド垂体性ゴナドトロピンの標準品を用いたIRMA法による血中LHおよび

FSH測定キットの基礎的および臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　徳島大産婦人科　　0：苛原　　稔，植田　敏弘，漆川　敬治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安井　敏之，兼松　豊和，東　敬次郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青野　敏博

ヒト血中LHの測定：radioimmunoassay，　enzyme－immunoassayおよび

in　vitro　bioassayの比較検討

　　　　　　　　　　　　　愛媛大産婦人科　　○松元　　隆，北川　博之，矢野　浩史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉並　　洋，松浦　俊平

IMMUNORADIOMETRIC　ASSAY　（IRMA）法によるIVF－ET時の
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　　　　血中LUTEINIZING　HORMONE（LH）の測定
　　　　　　　　　　　　　　　　　慶慮大産婦人科　　○岡　　親弘，牧野　恒久，元山　鎮雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田渕土志夫，酒井　　淳，飯塚　理八

1－8．WHOの下垂体標準品を用いた場合のIE常婦人の血中，　LH・FSH，

　　　　LHRHテストにおける値の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　大分医大産婦人科　　○酒井　美鈴，松岡　　良，森　　宏之

　　　　　　　　LH－－RH・ゴナドトロピン（II）：FSH，　hMGテスト

　　　［演題1－9～13］（10：55～11：35）　座長　熊坂　高弘（独協医大・産婦）

1－9．FSH，　LH含量の異なる2種のHMG製剤の臨床効果の検討

　　　　　　　　　　　　　　　賛育会病院産婦人科　　○合阪　幸三，友成　廉平，吉松　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多和田哲雄，国保健太郎，吉田　浩介

1－10．pure　FSHとHMGの臨床的，基礎的比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大産婦人科　　○久具　宏司．石川　弘子，武谷　雄二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水野　正彦

1－11．PCO症例に対するpure　FSHとhMGによる排卯誘発の比較

　　　　　　　　　　　　　　　横浜市大産婦人科　　○吉邨　泰弘，植村　次雄，石川　推彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飛鳥井邦雄，水口　弘司

1－12．多嚢胞性卵巣症候群に対するpure　FSHの間欠投ワの試み

　　　　　　　　　　　　　　　　慶慮大産婦人科　○出辺清男，竹原祐志，芝　 徹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野　陽子，飯塚　理八

1－13．同一PCOの症例に対する律動的皮ド投与法によるhMG，　R研hMGの比較検討

　　　　　　　　　　　　　　　　杏林大産婦人科　　○南野　智徳，中村　幸雄，山田　春彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　圭子，生方　良延，高橋　康一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　IE彦

　　　　　　　　　　　LH－RH・ゴナドトロピン（III）：無排卵症

　　　［演題1－14～17］（11：36～12：08）　座長　関場　　香（岡山大・産婦）

1－14．HMG－HCG療法における卯胞発育モニタリングの変遷とOHSS発生率の推移

　　　　　　　　　　　　　　大阪大病院産婦人科　　0藤田　善子，田坂　慶一，三宅　哲夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉智　博久，寺川　直樹，三宅　　侃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷澤　　修

　　　　　　　　　　　　　　徳島大病院産婦人科＊　　青野　敏博＊

1－15．hMG－hCG療法におけるプロモクリプチンの併用効果について

　　　　　　　　　　　　　　東京医歯大産婦人科　　○鎌田　周作，坂本　秀一，都築　浩雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生山　　博，木戸　　豊，小山　嵩夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西　　　望
1－16．正プロラクチン血性排卵障害に対するクロミフェン，プロモクリプチン併用療法に

　　　関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　徳島大産婦人科　　○安井　敏之，植田　敏弘，漆川　敬治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼松　豊和，東　敬次郎，苛原　　稔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青野　敏博
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1－17．排卵障害例に対するMetharmonR－Fの効果
　　　　　　　　　　　　　　　　大阪医大産婦人科　　○奥田喜代司，佐伯　理男，後山　尚久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉山修成，宮崎和典，大田栄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥田　弘賢，杉本　　修

　　　　　　　　　　　　　プロラクチン（1）：TRH負荷試験

　　　［演題1－18～21］（14二〇5～14：37）　座長　玉田　太朗（自治医大・産婦）

1－18．不妊症患者におけるThyrotropin　releasing　Hormone（TRH）負荷試験の意義

　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜大産婦人科　　○和田　圭介，草西　　洋，川鰭　市郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今井　篤志，玉舎　輝彦

1－19．妊娠例におけるTRH負荷試験の検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山大産婦人科　　○新谷　恵司，片山　隆章，多賀　茂樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名越一介，林伸旨，占部清

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　信隆，関場　　香

1－20．プロモクリプチン療法の：適応に関する検討

　　　　一TRH負荷試験・LHRH負荷試験の結果と治療成績に基づいて
　　　　　　　　　　　　　　　　　筑波大産婦人科　　○辻　　泰二，西田　正人，岡本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目崎　　登，岩崎　寛和

1－21．黄体機能不全症を呈する不妊婦人に対するプロモクリプチン療法の効果予測の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　北野病院産婦人科　　○越田　光伸

　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本大産婦人科＊　　岡村　　均＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大産婦人科＊＊　　林　　国城野森　　崇英＊＊

　　　　　　　　　　　プロラクチン（II）：男性プロラクチノーマ

　　　　［演題1－22～24］（14：38～15：02）　座長　青野　敏博（徳島大・産婦）

1－22．Male　Hyperprolactinemiaの2例
　　　　　　　　　　　　　慈恵医大柏病院泌尿器科　　○小寺　重行，後藤　博一，長谷川倫男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金子　　bl

I－23．人間ドックでの男性のプロラクチンスクリーニングとプロラクチノーマ症例

　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大産婦人科　　○陳　　祝芳，大道　正英，山口　正明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小池　浩司，広田　憲一，三宅　　侃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷澤　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　徳島大産婦人科＊　　青野　敏博＊

1－24．Prolactinoma症例の長期予後に関する全国調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　徳島大産婦人科　　○東　敬次郎，植田　敏弘，安井　敏之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漆川　敬治，兼松　豊和，苛原　　稔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青野　敏博

　　　　　　　　　　　　　検査・診断（1）：ホルモン測定法

　　　［演題1－25～28］（15：03～15：35）　座長　八神　喜昭（名古屋市大・産婦）

1－25．単クローン抗f収1生酵素免疫法による尿中微量HCG測定
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　　　　　　　　　　　　　　　　岡山大産婦人科　　○本郷　淳司，平野由紀夫，名越　一介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　友国　弘敬，木山　智之，野間　　純

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安藤　尚子，鈴木　康之，金重恵美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林伸旨，関場香
1－26．Two－step　sandwich法応用ディスク式HCG　EIA　test（HCGテストパック）の半定量判定

　　　による妊娠の早期予後診断

　　　　　　　　　　　　　　　　假野クリニック　　○假野　隆司

1－27．IRMA法を用いたLHおよびFSH測定キットの使用経験
　　　　　　　　　　　　　　　　慶慮大産婦人科　　○福庭　一人，田辺　清男，小西　康博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郡山　　智，飯塚　理八

1－28．婦人科領域におけるLH，　FSHレベルの再検討について

　　　一一イ走来の二抗体法と固相法の値の比較一

　　　　　　　　　　　　　　　北海道大産婦人科　　○中野　正幸，岩川　良樹，林　　正路

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計良　光昭，岩田　憲明，吉田　　博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　　宏，櫻木　範明，田中　俊誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤本征一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第II会場

　　　　　　　　　　　　　卵巣・性ホルモン（1）：卵胞発育

　　　［演題II－1～4］（9：50～10：22）　座長　椹木　　勇（関西医大・産婦）

II－1．ラット卵巣3β一HSD，17α一hydroxylase，17－201yase活性に対するProgestins

　　　　およびDanazolの効果

　　　　　　　　　　　　　　　　帝京大産婦人科　　○荒川　聡子，三間　瑞枝，粟田松一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊豫正人，神戸川明，荒井清
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖永　荘一

II　－2．　Ovarian　hypogenesisに対するDanazo1拮抗療法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恵愛病院　　○加藤　　修，高塚　亮三，林　　政宏

II－3．卯巣・卵胞発育とEpidermal　Growth　Factor（EGF）

　　　　　　　　　　　　　　　　東京大産婦人科　　○藤原　敏博，堤　　　治，綾部　琢哉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野　　哲，三橋　直樹，水野　正彦

II－4．ラット卯胞アロマターゼ活性に対する葛薬の刺激作用

II－5．

　　　　　　　　秋田組合総合病院産婦人科　　○太田　博孝

　　　　　　　　　　　　秋田大産婦人科＊　　福島　峰子＊

　　　　　　　　　卵巣・性ホルモン（II）：排卵障害

［演題II－5～8］（10：22～10：54）　座長　望月　眞人（神戸大・産婦）

体重減少性無月経における体重の変化と性機能

　　　　　　　　　　　　神戸大産婦人科 ○山辺　晋吾，

　猶原まゆみ，

片山和明，阿江孝
望月　眞人

II－6．体重減少性無月経患者に対するKaufmann療法の意義
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　　　一甲状腺剤療法との比較において一
　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大産婦人科　　0阿江　　孝，猶原まゆみ，山辺　晋吾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片山　和明，望月　眞人

II－7．体重増加に伴う排卵異常患者の内分泌学的検討

　　　　　　　　　　　　　　　高知医大産婦人科　　○岡谷　裕二，今田　美恵，相良　祐輔

II－8．血中testosterone値の排卵障害に及ぼす影響について

　　　　　　　　　　　　　　　島根医大産婦人科　　○吉野　和男，高橋健太郎，西垣　　新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江田　芳美，臼井　孝昭，真鍋　　敦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北尾　　学

　　　　　　　　　　　　　卵巣・性ホルモン（III）：排卵誘発

　　　［演題II－9～12］（10：55～11：27）　座長　相良　祐輔（高知医大・産婦）

II　－9．卵巣性無排卵に対するhMGの律動的皮下投与法の利用

　　　　　　　　　　　　　　東京医歯大産婦人科

II－10．早発卵巣不全に関する臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　太田綜合病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　東北大産婦人科＊

II　－11．高FSH比を有したりhMGによる排卵誘発

　　　　　　　　　　　　　　東京医歯大産婦人科

II－12．　LUFにおけるNeedle　Puncture療法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恵愛病院

　　　　　　　　　　　　　　卵巣・性ホルモン（IV）：

［演題II－13～16］（11：28～12：00）　座長　大野

II－13．穎粒膜細胞でのprogesterone産生に関する生化学的，組織学的検討

　　　　　　　　　　　　　　　　帝京大産婦人科　　○平田　昌二，土橋　一慶，味香

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸川　明，荒井　　清

II　一　14．黄体のsteroidogenesisへのlipoxygenase　pathwayの関’｝

　　　　　　　　　　藤田学園保健衛生大産婦人科　　○市川　文隆，占村　泰典，臼木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　澤田　富夫，河上　征治，福島

　　　　　　　　　　　東京歯大市川病院産婦人科＊　○小田　高久＊，大野虎之進＊

II－15．培養ヒト黄体細胞に及ぼすダナゾールの影響

　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大産婦人科　　○重松　　潤，岡本　純英，石丸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山辺　　徹

II－16．ヒト月経黄体細胞のprostaglandin産生におけるestradio1－17βの役割について

　　　　　　　　　　　　　　　札幌医大産婦入科　　○遠藤　俊明，金谷　美加，水沼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　広史，山本　　弘，田中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋本　正淑

○生山　　博，坂本　秀一，都築　浩雄

　木戸　　豊，帝威　安遜，西　　　望

○伊藤　　潔，田村みどり，河野　秀昭

　渡辺　英子，古橋　信之

　星合　　昊＊，平野　睦男＊

○小山　嵩夫，鎌田　周作，生山　　博

　西　　　望

○加藤　　修，高塚　亮三，林　　政宏

　　黄体

虎之進（東京歯大市川病院・産婦）

勝也

誠

穰

忠之

II三弘

昭一
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　　　　　　　　　　　　精巣・性ホルモン（1）：生理と生化学

　　　［演題II－17～21］（14：05～14：45）　座長　三宅　弘治（名古屋大・泌尿）

II－17．ラットの培養セルトリ細胞におけるステロイド代謝の組織化学的研究

　　　　　　　　　　　　　　　新潟大農畜産学科　　○新村　末雄，石田　一夫

II－18．加令にともなうラット精巣の免疫組織化学的研究，特にマクロファージを中心として

　　　　　　　　　　　　　　　自治医大泌尿器科　　○徳江　章彦，小林　　裕，後藤健太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　自治医大解剖学＊　　大河原重雄＊，間藤　方雄＊

II－19．ラット精巣の加令におけるペントースサイクル活性のestrogenによる影響

　　　　　　　　　　　　　　東邦大第一産婦人科　　○跡部　一郎，伊藤　元博

　　　　　　　　　　　　　　　　東邦大医生化学＊　　天野　久夫＊

II－20．精巣における温度上昇とDNA合成酵素活1生

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大泌尿器科　　0藤沢　正人，今西　　治，奥田　喜啓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　篠崎　雅史，岡田　　弘，松本　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守殿　貞夫

II－21．乏精子症患者におけるLeydig　cell　dysfunctionの臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　　　　岡山大泌尿器科　　○永井　　敦，大枝　忠史，山下　良孝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小浜　吉照，大橋　輝久，大森　弘之

　　　　　　　　　　　　精巣・性ホルモン（II）：インヒビン

　　　［演題II－22～24］（14：46～15：10）　座長　阿曽　佳郎（東京大・泌尿）

II－22．男子における血中インヒビンの測定

　　　一精索静脈血中アンドロジェン値との関連について一

　　　　　　　　　　　　　　　　昭和大泌尿器科　　○渡辺　政信，田代　博紹，藤井　徳照

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉沢留美子，石田　　肇，今村　一男

　　　　　　　　　　　　　　　　東京大泌尿器科＊　　蓑和田　滋＊，阿曽　佳郎＊

　　　　　　　　　　　　　　　　Monash大解剖＊＊　deKretser　D．　M．＊＊

II－23．精子形成障害患者におけるテストステロン1回投与後の血清インヒビン濃度の変化について

　　　　　　　　　　　　　　　　昭和大泌尿器科　　○石田　　肇，田代　博紹，渡辺　政信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　英機，今村　一男

　　　　　　　　　　　　　　　　東京大泌尿器科＊　　蓑和田　滋＊，篠原　　充＊，阿曽　佳郎＊

　　　　　　　　　　　　　　　　Monash大解剖＊＊　deKretser　D．　M＊＊

II－24．ヒト男性血中InhibinのH内変動

　　　　　　　　　　　　　　　　群馬大産婦人科　　0山口　昌章，宮本　　薫，長谷川喜久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊吹　令人，五十嵐正雄

　　　　　　　　　　　　精巣・性ホルモン（III）：精索静脈瘤

　　　［演題II－25～27］（15：11～15：35）　座長　田中　啓幹（川崎医大・泌尿）

II－25．精索静脈瘤症例における陰嚢シンチグラフィーの臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸大泌尿器科　　○今西　　治，奥田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤沢　正人，岡田

喜啓，篠崎　稚史

　弘，松本　　修
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守殿　貞夫

　　　　　　　　　　　　　西脇市民病院泌尿器科＊　　松下　全巳＊

II－26．男子不妊症における精索静脈瘤手術の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大泌尿器科　　○長井　辰哉，高羽　秀典，坂田　孝雄

　　　　　　　　　　岐阜県立多治見病院泌尿器科＊　　金城　　勤＊，三宅　弘治，石垣　武男＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大放射線科＊＊

II－27．精索静脈瘤における各種診断法の比較検討および治療効果との関係

　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大泌尿器科　　○高原　正信，始関　吉生，石井　弘之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　角谷　秀典，布施　秀樹，島崎　　淳

第III会場

　　　　　　　　　　卵子・排卵（1）：卵子成熟一1

［演題III－1～3］（9：50～10：14）　座長　森　　宏之（大分医大・産婦）

III－1．体外受精・胚移植における卵成熟度評価法

　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取大産婦人科　　○和田　　省，杉本　伴芳，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関島　秋男，大野原良昌，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺戸　博文，戸田　稔子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見尾　保幸，前田　一雄

III－2．ヒト卵の卵胞内環境に関する検討（1）温度及びホルモン環境

　　　　　　　　　　　　　　　大分医大産婦人科　　0松岡　　良，宮村　研二，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　文美，森

III－3．ヒト卵の卵胞内環境に関する検討（2）Bromocriptine投与の影響

　　　　　　　　　　　　　　　大分医大産婦人科　　○宮村　研二，松岡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　文美，森

　　　　　　　　　　　卵子・排卵（II）：卵子成熟一2

［演題III－4～6］（10：14～10：38）　座長　藤本

宏之

岩部

谷川

菊川

富夫

正浩

章仁

飯野　好明

　良，飯野　好明

宏之

征一郎（北海道大・産婦）

III－4．ヒト卵胞液中フィプロネクチン及びグリコサミノグリカン濃度と卵子の成熟との相関

　　　　　　　　　　　　石巻赤十字病院産婦人科　　○対木　　章，小林　正臣

III－5．培養穎粒膜細胞の増殖に及ぼす卯子の影響

北海道大産婦人科 0根岸　広明，小葉松洋子，中野　正幸

　田畑　雅章，牧野田　知，田中　俊誠

　藤本征一郎

III－6．経膣走査法による卵胞モニタリング

　　　　　　　　　　　　　　　　東海大産婦人科　　○本田　育子，小林　善宗，井上　正人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淡路　英雄，津田　朋男，藤井　明和
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　　　　　　　　　　　　　　　卵子・排卵（III）：排卵時期

［演題III－7～9］（10：39～11：03）　座長　木下

III－7．無排卵周期症におけるLHサージの存在

　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大産婦人科

佐（田園調布中央総合病院・産婦）

○戸沢

　深谷

　矢嶋

秀夫，新川　　ラ｝，星合　　昊

孝夫，角田千恵子，吉田　仁秋

　聰

III－8．　USG，　LHカラー，ハイエストロテックを用いたAIH施行時期の決定について

　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大産婦人科　　○木村　博昭，布山　隆史，高見沢裕吉

　　　　　　　　　　　　　　川鉄千葉病院産婦人科＊　　内藤　正文＊

III－9．排卵時期はHCG投与後35　一一　36時間が最適なのだろうか

　　　　（卵胞は一度に全てが排卵するのだろうか）

　　　　　　　　　　　　　　越谷市立病院産婦人科　　○岩佐　　剛＊，田中　　温，戸枝　通保

順天堂大浦安病院産婦人科＊　　金子　隆弘，長沢　　敢，山本　　勉

　　　　順天堂大産婦人科＊＊　竹内　久彌＊，高田　道夫＊＊

　　　　　　　　　　卵子・排卵（IV）畳難治性無排卵症

［演題III－10～12］（11：03～11：27）　座長　杉山　陽一（三重大・産婦）

III－10．腹腔鏡下卵巣部分切除によるPCO症候群の治療

　　　　　　　　　　　　　　　　名鉄病院産婦人科　　○樋口　和宏，保科　眞二，細井　延行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀　　　悟，稲葉　芳一

III－11．多嚢胞性卯巣症候群に対する治療的超音波ガイド下卵胞穿刺術による排卵誘発の試み

　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取大産婦入科　　○戸田　稔子，杉本　伴芳，岩部　富夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関島　秋男，大野原良昌，谷川　正浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺戸　博文，和田　　省，菊川　章仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見尾　保幸，前田　一雄

III－12．正プロラクチン血性排卵障害におけるプロモクリプチン療法：LHパルスよ1）の検討

　　　　　　　　　　　　　　京都府立医大産婦人科　　○大野　洋介，藤林　秀子，北川　一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細田　修司，岡田　弘二

　　　　　　　　　　　　精子・排精（1）：射精障害

［演題III－13～15］（11：28～11：52）　座長　湯原 正高（岡山大・畜産）

III－13．　AIHにより妊娠した逆行性射精の一例

　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大産婦人科　　○布施　正樹，中村　恒一，岡本　純英

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石丸　忠之，山辺　　徹

III－14。妊娠に成功した精嚢腺拡張症の一例

　　　　　　　　　　　　　　　　慈恵医大泌尿器科　　○御厨　裕治，小寺　重行，池本　　庸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼井　　尚，町田　豊平

III－15．射精障害に対する人工的射精法の検討

　　　　　　　　　　　　　　中部労災病院泌尿器科 ○小谷　俊一
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　　　　　　　　　　　　　精子・排精（II）：精子運動能一1

　　　［演題III－16～18］（14：05～14：29）　座長　岡田　耕市（埼玉医大・泌尿）

III－16．一男子不妊症における膿精液症（1eucospermia）に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大泌尿器科　　○佐藤　滋彰，佐藤　和宏，前原　郁夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　　勝，平松　Il義，折笠　精一

III－17．精子細胞密度を指標とした新しい精r一性状評価法

　　　　　　　　　　　　　　　　　帝京大泌尿器科　　○友政　　宏，押尾　　茂

　　　　　　　　　　　　　　　　　筑波大泌尿器科＊　　石川　博通＊，矢崎　恒忠

　　　　　　　　　　　　　　　　東京大生物学教室＊＊　毛利　秀雄潜和久　正良

III－18．精子運動1生測定の臨床的意i義

　　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科　　○佐藤　孝道，堀口　雅子，木村　宗昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽　　栄輝，児島　孝久，田村　　学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野かおる，島　由実子，沼口　正英

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸　　宏昭，小方由美子

　　　　　　　　　　　　　精子・排精（III）：精子運動能一2

　　　［演題III－19～21］（14：29～14：53）　座長　友吉　唯夫（滋賀医大・泌尿）

111－19．Swim　down法による運動精子の調製

　　　　　　　　　　　　　　　　　慶磨大産婦人科　　○李　　顕銑，小林　俊文，兼子　　智

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯塚　理八

III－20．　AIH妊娠60例における精子運動能の分析

　　　　一一computer　assisted　semen　analyser（CASA）を用いて

　　　　　　　　　　　　　　　　　東海大産婦人科　　○佐々木　史，出口しのぶ，松井　素子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淡路　英雄，津田　朋男，本田　育子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　善宗，井一ヒ　正人，藤非　明和

III－2Lセルソフトシリーズ3000による精液検査

　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大泌尿器科　　○始関　吉生，高原　正信，石非　弘之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　角谷　秀典，布施　秀樹，島崎　　淳

　　　　　　　　　　　　　精子・排精（IV）：生理と生化学

　　［演題III－22～24］（14：53～15：17）　座長　片山　　喬（富山医薬大・泌尿）

III－22．ヒト精子細胞表面上のHLAの発現

　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大産婦人科　　○加藤　宗寛，大橋　一友，徳川　占弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脇本　昭憲，佐治　文隆，谷澤　　修

III－23．転座染色体の分離様式一ヒト精子染色体分析を用いて

　　　　　　　　　　　　　　名占屋市立大産婦人科　　○岡田　節男，今泉　克英，鈴森　　薫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八神　喜1昭

III－24．　Hypoosmotic　swelling　testにおける精子尾部の光顕・電顕所見について

　　　　　　　　　　　　　　　　島根医大産婦人科　　○永田　裕子，高橋健太郎，西垣　　新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼井　孝昭，飯田　幸司，吉野　和男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北尾　　学
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　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（V）：代謝と生化学

　　［演題III－25～27］（15：17～15：41）　座長　熊本　悦明（札幌医大・泌尿）

III－25．精子の凍結・保存及び融解に関する基礎的研究一第一報一

　　　　　　　　　　　　　　　　　日本大泌尿器科　○佐藤安男，林　志隆，武村　聡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田清己，岸本孝
III－26．ヒト精子のエネルギー代謝に及ぼすゴシポールの作用機序について

　　　　II．　MDHの阻害

　　　　　　　　　　　　　　　　帝京大産婦人科　　○池田　　誠，中村　正久，沖永　荘一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒井　　清

III－27．マウス精子におけるCキナーゼ活性とCキナーゼ依存性蛋白質リン酸化

　　　　　　　　　　　　　　　　慶鷹大産婦人科　　○小松　節子，遠藤　芳広，平井　雅道＊

　　　　　　　　　　　　　　　慶慮大医分子生物＊　　清水　信義＊，鈴木　秋悦，飯塚　理八

第IV会場

　　　　　　　　　　　　　　卵管・子宮（1）：卵管不妊一1

　　　［演題IV－1～4］（9：50～10：22）　座長　杉本　　修（大阪医大・産婦）

IV－1．卵管通過障害に対するウロキナーゼ通水療法一一卵管通水診断治療器

　　　　（TOITU　KH－700）の圧力波型表示プログラムによる評価

　　　　　　　　　　　　　　　　産業医大産婦人科　　○高柳　茂生，吉田　耕治，大塚　治夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及川　和郎，岡村　　靖

IV－2．経頸管的卯管再疎通術（TCRC）

　　　　一処置用ヒステロファイバースコープと電子ラバロスコープの併用一

　　　　　　　　　　　　川崎市立川崎病院産婦人科　　○林　　保良，関　　賢一，友松　守彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田　俊子，坂倉　啓一，岩田　嘉行

IV－3．大腸菌及びchlamydia　trachomatisによる実験的卵管閉塞症の検討

　　　　　　　　　　　　　　　愛知医大産婦人科　　○野口　昌良，稗田　茂雄，岡本　俊充

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田　敏行，薮下　廣光，浅井　光興

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正橋　鉄夫，石原　　実

IV－4．　Chlamydia　trachomatis性器感染症における子宮卯管造影法ならびに腹腔鏡検査の所見

　　　　　　　　　　　　　　　順天堂大産婦人科　　○武内　裕之，岩佐　　剛，宇津野　栄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川　克美，久保田武美，高田　道夫

　　　　　　　　　　　　　　卵管・子宮（II）：卵管不妊一2

　　　［演題IV－5～7］（10：22～10：46）　座長　須川　　借（大阪市大・産婦）

IV－5．反復卵管妊娠に対し卯管保存療法を行ない，満期分娩をした3症例の検討

　　　　　　　　　　　　北里研究所病院産婦人科　　○小林　英郎　福田　良夫，宇井　和美

　　　　　　　　　　　　　稲城市立病院産婦人科＊　　伊東　正昭＊

　　　　　　　　　　　　　　日本鋼管病院産婦人科林　　角　毅一郎＊＊
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IV－6．卯管内精子輸送障害例における超音波経膣走査法を用いた子宮卵管精子輸送能のFollow　up

　　　　　　　　　　　　　　　　　東海大産婦人科　　0津田　朋男，本田　育子，小林　善宗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上　正人，淡路　英雄，藤井　明和

IV－7．ヒステロファイバースコープを用いた卵管内人工授精法の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　慶慮大産婦人科　○杉村和男，芝　 徹，郡山　智
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼子　　智，李　　顕銑，小林　俊文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯塚　理八

　　　　　　　　　　　　　　　　男性副性器：精管・勃起

　　　　［演題IV－8～11］（10二47～11：19）　座長　白井　将文（東邦大・泌尿）

IV－8．マウス精管結紮後の精子の動態について

　　　　　　　　　　　　　　　　浜松医大泌尿器科　　○大田原佳久，鈴木　和雄，田島　　惇

　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大泌尿器科＊　　阿曽　佳郎＊

IV－9．男性生殖器官におけるPHIの局在性の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉医大泌尿器科　　○伊藤　浩紀，永島弘登志，橋本　秀志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田　耕市

　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉医大第二病理＊　　高浜　素秀＊

IV－10．静脈性インポテンスに対するpharmacocavernosographyの意義

　　　　　　　　　　　　　高松赤十字病院泌尿器科　　0川西　泰夫，田村　雅人，木村　和哲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今川　章夫

IV－11．海綿体血中濃度測定からみた塩酸パパベリン投与後の陰茎血流動態について

　　　　　　　　　　　　　高松赤十字病院泌尿器科　　○木村　和哲，田村　推人，川西　泰夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今川　章夫

　　　　　　　　　　　　　　受精・着床（1）：囲卵腔内注入

　　　［演題IV－12～16］（11：20～12：00）　座長　寺島　芳輝（慈恵医大・産婦）

IV－12．体外受精・胚移植時における精子無力症症例に対する，

　　　　マイクロマニュピュレーションの使用

　　　　　　　　　　　　　　　　　山形大産婦人科　　○斉藤　英和，田中　栄一，斉藤　隆和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平山　寿雄，佐藤　文彦，広井　正彦

IV－13．　Zona　opening法によるマウスIn　Vitro受精率の向上

　　　　　　　　　　　　　　　　慈恵医大産婦人科　　0小田原　靖，楠原　浩二，寺島　芳輝

　　　　　　　　　　　　　　　Univ．　of　Melbourne＊　　Alexander　Lopata＊

IV－14．囲卵腔内環境がヒト精子に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　東邦大第二産婦人科　　〇三島眞喜子，川村　　良，栗原　　重

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝目　　宏，岩城　　章

　　　　　　　　　　　　　　　　東邦大第二解剖学＊　　岡田　詔子＊

IV－15．囲卵腔内精子注入の試み

　　　　　　　　　　　　　　　　　東海大産婦人科　　○松井　素子，井上　正人，淡路　英雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　善宗，本田　育子，藤井　明和

IV－16．ヒト卯子における透明帯穿孔術（zona　drilling）の試み

Y
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　　　　　　　　　　　　　　　　　東海大産婦人科　　○井上　正人，松井　素子，淡路　英雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　善宗，本田　育子，藤井　明和

　　　　　　　　　　　　　受精・着床（II）：卵・精子相互作用

　　　［演題IV－17～20］（14：05～14：37）　座長　石島　芳郎（東京農大・畜産）

IV－17．マウス卯子におけるCキナーゼ活性とCキナーゼ依存性蛋白質リン酸化

　　　　　　　　　　　　　　　　　慶慮大産婦人科　　○遠藤　芳広，小松　節子，平井　雅道＊

　　　　　　　　　　　　　　　　慶鷹大医分子生物＊　　清水　信義＊，鈴木　秋悦，飯塚　理八

IV－18．透明帯D－mannose残基の精子認識における役割

　　　　　　　　　　　　　　　　　徳島大産婦人科　　○森　　一正，大頭　敏文，鎌田　正晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青野　敏博

IV－19．ハムスター卵子のpolyspermy阻止機構の再検討

　　　　　　　　　　　　　　日本大農獣医動物細胞　　○佐藤　嘉兵

　　　　　　　　　　　　　　日本大農獣医家畜繁殖＊　　遠藤　真弘＊，後藤　　勤＊，塩田　和也＊

IV－20．ヒト卯胞液によるハムスターテスト時の精子パフォーマンスの増加

　　　　　　　　　　　　　　　　順天堂大産婦人科　　○福田　　勝，高田　道夫

　　　　　　　　　　　カリフォルニア大デービス校＊　　N．L．　Cross＊J．　W．　Overstreet・

　　　　　　　　　　　　　　受精・着床（III）：体外受精一1

　　　［演題IV－21～24］（14：38～15：10）　座長　永田　行博（鹿児島大・産婦）

IV－21．　IVF－ET，　PROST，　GIFT症例におけるLH　surgeとその影響について

　　　　　　　　　　　　　　名古屋大分院産婦人科　　○中村　潔史，近藤　育代，林　　隆行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　敏男，大沢　政巳，成田　　収

　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大産婦人科＊　　石原　　豊＊，小栗　久典＊，水谷，哲也＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松沢　克治＊，友田　　豊＊

IV－22．体外受精・胚移植における血中ホルモン迅速測定システムの検討

　　　　一一estrogen　progesteroneおよびluteinizing　hormone（IRMA）のRIA迅速測定一

　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大産婦人科　　○岡本　純英，黄　　宏駿，宮嶋　直子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重松　　潤，中村　恒一，布施　正樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梶村　秀雄，今村　定臣，石丸　忠之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山辺　　徹

IV－23．　clomid－HMGおよびHMG単独投与による過排卵刺激法での採卵率，

　　　　受精率，妊娠率の比較

　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医大産婦人科　　○別所　健史，長谷川昭子，池田　義和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繁田　　実，香山　浩二，礒島　晋三

IV－24．排卵誘発法及び培養条件からみた体外受精・胚移植の成績

　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島大産婦人科　　○竹内　一浩，福元　清吾，山元　慎一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　　明人，堂地　　勉，永田　行博
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　　　　　　　　　　　　受精・着床（IV）：胚の初期発生一1

　　　［演題IV－25～27］（15：11～15：35）　座長　鈴木　秋悦（慶鷹大・産婦）

IV－25．　Interleukin－1のマウス胚発生に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　　東京大産婦人科　　○郭　　宗明，百枝　幹雄，綾部　琢哉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五味淵秀人，堤　　　治，武谷　雄二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水野　正彦

IV－26．マウス着床前初期胚の産生するプロゲステロンの蛋白合成に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　　東京大産婦人科　　○綾部　琢哉，堤　　　治，矢野　　哲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原　敏博，三橋　直樹，水野　正彦

IV－27．胎仔線維芽細胞とのco－cultureによるマウス卯子の“in　vitro　2－cell　block”の解除

　　　　　　　　　　　日本全薬工業（株）中央研究所＊　○徳永　智之＊

　　　　　　　　　　　　　農林水産省畜産試験場　　　角田　幸雄

第V会場

　　　　　　　　　　　機能性不妊・免疫（1）：精子不動化抗体

　　　　［演題V－1～4］（9：50～10二22）　座長　礒島　晋三（兵庫医大・産婦）

V－1．精子不動化抗体の精子acrosome　reactionに及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　　徳島大産婦八科　　○大頭　敏文，坂東　律雄，森　　一正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加川　俊明，II1野　修1：rL鎌田　正晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青野　敏博

V－2．精子付着精漿糖蛋臼質ペプチド鎖に対するモノクローナル抗体の作製及び性状分析

　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医大産婦人科　　○亀田　　絹，居内　彰子，石崎　浩之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田路　秀明，繁田　　実，辻　　芳之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　浩二，礒島　晋三

V－3．精子不動化抗体のクラス・サブクラス構成の検索

　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医大産婦人科　　○巽　　利昭，辻　　：芳之，繁田　　実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　浩二，礒島　普三

V－4．精f不動化ヒトモノクローナル抗体H6－3C4の認識糖鎖抗原

　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医大産婦人科　　○辻　　芳之，亀田　　絹，繁田　　実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　浩二，礒島　晋三

　　　　　　　　　　　　　　　子宮内膜症（1）：病理病態

　［演題V－5～8］（10：22～10154）　座長　佐藤　和雄（埼玉医大・医療センター）

V－5．外性子宮内膜症における腹水中マクロファージに関する検討
　　　　　　　　　　　　　　　　長山奇大1童女帝人不斗　　　○魚交島　　哲良「S，　増山奇　　英日月，　石メし　　，忠之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山辺　　徹

V－6．腹腔内貯留液の精子運動陸に及ぼす影響について

　　　　　　　　　　　　　　　山梨医大産婦人科　　○端　　晶彦，加藤　順三

　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科＊　　小方由美子＊，佐藤　孝道＊

「
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V－7．外性子宮内膜症患者の腹腔内貯留液インターロインキー1活性の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大産婦人科　　○国府田きよ子，武谷　雄二，水野　正彦

V－8．子宮内膜症合併不妊における黄体機能とProlactinとの関連性に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大産婦人科　　○林　　直樹，武谷　雄二，水野　正彦

　　　　　　　　　　　　　　　子宮内膜症（II）：診断一1

　　　　［演題V－9～11］（10：55～11：19）　座長　岡村　　均（熊本大・産婦）

V－9．スコアリングシステムを用いた子宮内膜症の診断（第2報）

　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本大産婦人科　　○本田　賀裕，松浦　講平，古木　義弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡村　　均

V－10．子宮内膜症42例の各種臨床進行期分類の比較検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大産婦人科　　○木村　　正，亀田　　隆，徳川　吉弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脇本　昭憲，信永　敏克，東　　千尋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松崎　　昇，佐治　文隆，谷澤　　修

V－11．外性子宮内膜症の発生と蔓延に関する検討一1期例に関する考察一

　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大産婦人科　　○増崎　英明，鮫島　哲郎，藤下　　晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　達木　泰爾，中村　恒一，石丸　忠之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山辺　　徹

　　　　　　　　　　　　　　　子宮内膜症（III）：診断一2

　　　［演題V－12～14］（11：19～11：43）　座長　高見沢　裕吉（千葉大・産婦）

V－12．CA－125測定の臨床的意義

　　　　　　　　　　　　　　　　　向仁会永井病院　　○菅野　孝子，岡村けい子，永井　　宏

V－13．不妊症合併子宮内膜症患者における血清CAl25値と不妊症の予後との関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　東海大産婦人科　　○宮本　　壮，小林　善宗，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淡路　英雄，本田　育子，

V－14．子宮内膜症患者の腹水中CA　125

　　　　　　　　　　　　　　　東邦大第一産婦人科　　○森田　峰人，浅川真也子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　信一，油田　啓一，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小島　栄吉，大村　　剛，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平川　　舜，百瀬　和夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　東邦大病院病理＊　　野中　博子＊

　　　　　　　　　　　　　　　子宮内膜症（IV）’治療一1

　　　［演題V－15～17］（11：44～12：08）　　　　松浦

井上

藤井

矢野

渡辺

久保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　　　俊平（愛媛大・産婦）

V－15．実験的子宮内膜症モデルにおける内分泌療法剤の治療機序とその効果の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大産婦人科　　○坂田　正博，寺川　直樹，水谷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大塚　志郎，藤田　善子，陳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲村　弘子，倉智　博久，谷澤

V－16．AdenomyosisにおけるDanazo1投与効果の超微形態学的研究

　　　　　　　　　　　　　　国立大蔵病院産婦人科　　○倉島　富代，田中　忠夫，伊藤

正人

明和

義明

　肇

春海

隆洋

祝芳

　修

治英
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V－17．子宮内膜症におけるダナゾール療法中のandrogen動態及びandrogen作用としての

　　　　皮脂分泌，座瘡の発生について

　　　　　　　　　　　　　　名古屋大分院産婦人科　　○近藤　育代，中村　潔史，林　　隆行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　敏男，大沢　政巳，成田　　収

　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大分院皮膚科＊　　荻野　泰子＊，松永佳世子’，早川　律子＊

　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大産婦人科＊＊　石原　　監＊小栗　久典潜水谷　哲也＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松沢　克治野友田　　豊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　妊娠・流産（1）：免疫治療法一1

　　　［演題V－18～20］（14：05～14：29）　座長’竹内　正七（新潟大・産婦）

V－18．HLAと流産　　　一般集団247家系の分析から

　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大産婦人科　　○高浜　一宏，浜崎　洋一，星合　　昊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢嶋　　聰

V－19．リンパ球混合培養を用いた習慣性流産の免疫治療効果判定の試み

　　　　　　　　　　　　　　　　　東海大産婦人科　　○松山　毅彦，小林　善宗，井上　正人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井　明和

V－20．当科における習慣流産患者の免疫療法の成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大産婦人科　　○鮫島　義弘，加藤　宗寛，亀田　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大橋　一友，松崎　　昇，東　　千尋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐治　文隆，谷澤　　修

　　　　　　　　　　　　　　　妊娠・流産（II）：習慣性流産

　　　［演題V－21～24］（14：30～15：02）　座長　谷澤　　修（大阪大・産婦）

V－21．双胎妊娠にて1側胎児が流産および子宮内死亡し，他側児の生存した2症例

　　　　　　　　　　　　　　　　金沢医大産婦人科　　○高木　弘明，上田由生子，金子　利朗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安沢　紀夫，村田　　均，桑原　惣隆

V－22．経膣超音波診断法による自然流産経過の観察

　　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科　　○児島　孝久，丸　　宏昭，島　由実子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野かおる，沼口　正英，田村　　学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽　　栄輝，木村　宗昭，堀口　雅子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　孝道

V－23．習慣流早産の原因としての子宮中隔の病理組織学的検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　慶鷹大産婦人科　　○中田　浩一，牧野　恒久，岡　　親弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楠　　伊吹，杉　　俊隆，飯塚　理八

V－24．黄体機能不全を伴う習慣流産症例における着床期黄体機能と子宮内膜との関連性に関する検

　　　　討

　　　　　　　　　　　　　　　　　九州大産婦人科　　○森下　哲哉，濱田　政雄，松隈　敬太＊

　　　　　　　　　　　　九州厚生年金病院産婦人科＊　　吉満　陽孝，松口　博之，石　　明寛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野　正敏，中村　元一，中野　仁雄
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　　　　　　　　　　　妊娠・流産（III）二妊娠維持一1

［演題V－25～28］（15：03～15：35）　座長　桑原　惣隆（金沢医大・産婦）

V－25．

V－26．

V－27．

V－28．

ラット中期妊娠維持機構に及ぼす因子の研究

　　　　　　　　　　　　慶慮大産婦人科　　○原　　崇文，牧野　恒久，元山　鎮雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中田　浩一，豊島　　究，飯塚　理八

Placental　Protein　17の生殖各相における動態，局在および免疫系への影響

　　　　　　　　　　　　慶慮大産婦人科　　○田渕土志夫，牧野　恒久，岡　　親弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原　　崇文，豊島　　究，飯塚　理八

　　　　　　　　　　　　　千葉大産婦人科＊　　稲葉　憲之＊，高見沢裕吉＊

妊娠進行に伴うラット子宮内のビタミンEの分布

　　　　　　　　　　　　日本医大産婦人科　　〇五f嵐俊夫，可世木久幸，外山　和秀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家永　　聡，木村　　浩，荒木　　勤

　　　　　　　　　財団法人動物繁殖研究所＊　　竹島　　勉＊

　　　　　私立学校教職員共済組合下谷病院＊＊　　山田　　隆＊＊

妊娠初期血中ホルモン動態による妊娠の予後判定

　　　　　　　　　　東京女子医大産婦人科　　0篠崎百合子，渡辺　正子，岩下　光利＊

　　　　東京女子医大母子総合医療センター＊　　安達　知子，大平　　篤，武田　佳彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂元　正一＊
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第2日　11月16日（水）

第1会場

　　　　　　　　　　　　　　　検査・診断（II）：排卵予知

　　　［演題1－29～33］（13：40～14：20）座長　清水　哲也（旭川医大・産婦）

1－29．SPIA法を用いた尿中LH検出試薬の不妊治療への応用

　　　　　　　　　　　　　　　東京医大産婦人科　　○入江　　宏，清水　洋一，lllH」　悦郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山縣　邦彦，乗杉　輝彦，中村　文武

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋谷　　清

1－30．電気抵抗を利用した排卯予知器（CUE）について

　　　　　　　　　　　　　　　　新潟大産婦人科　　○佐藤　芳昭，荒川　　修，織田　和哉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷　　啓光，竹内　正七

1－31．LH　colorの臨床的有用性に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島大産婦人科　　○山元　慎一，堂地　　勉，竹内　一浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福元　清吾，森　　明人，永田　行博

1－32．排卵f’知におけるLHカラーの臨床的有用性の検討

　　　　　　　　　　　　　　賛育会病院産婦人科　　○吉松　　淳，合阪　幸三，友成　廉平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多和田哲雄，国保健太郎，佐々木静1：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占出　浩介

1－33．オルガノンLHカラーによる排卵日のモニタリングに関する検討

　　　　　　　　　　　　　越谷市立病院産婦人科　　○臼井　直行，田中　　温，戸枝　通保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長沢敢，山本勉
　　　　　　　　　　　　　　　順天堂大産婦人科＊　　高田　道夫＊

　　　　　　　　　　　　　　検査・診断（III）：子宮内膜

　　　［演題1－34～38］（14二20～15：00）座長　北尾　　学（島根医大・産婦）

1－34．不妊患者における子宮造影法と子宮鏡の併用の意義

　　　　　　　　　　　　　　東邦大第一産婦人科　　0大高　　究，西村　順一，武井　成夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小島　栄吉，平川　　舜，自瀬　和夫

1－35．不妊症患者におけるf’宮内膜増殖症と子宮内膜ポリープ

　　　　　　　　　　　　　　　大阪医大産婦人科　　○猪木　千春，福田　吉彦，奥田喜代司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉本　　修

1－36．経膣超音波プローべによる子宮頸管内膜の観察の有用性について

　　　　　　　　　　　　　　　島根医大産婦人科　　○西垣　　新，高橋健太郎，内田　昭弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼井　孝昭，江田　芳美，吉野　和男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北尾　　学

1－37．子宮疾患におけるMRI像

　　　　　　　　　　　　　　　金沢医大産婦人科　　○安沢　紀夫，吉田　勝彦，金子　利朗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国部　久也，井浦　俊彦，村田　　均

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑原　惣隆
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嘱

1－38．無症状子宮外妊娠，早期発見のための内膜吸引細胞診

　　　　　　　　　　　　　　カーネギー産婦人科　　　印牧

　　　　　　　　　　　　　　東邦大第一産婦人科＊　○松島

　　　　　　　　　　　　　　東邦大第二産婦人科＊＊　　中込

義孝

弘充＊，斎藤　真一＊，百瀬　和夫＊

　才ナ＊川村　　良潜岩城　　章＊＊

第II会場

ζ

1

「

軸

　　　　　　　　　　　　　　手術（1）：Second　look手術

　　　　［演題II－28～31］（13：40～14：12）座長　高木　繁夫（日本大・産婦）

II－28．卯管マイクロサージェリー施行例におけるSecond　look　operation

　　　　　　　　　　　　　　　愛知医大産婦人科　　○稗田　茂雄，野口　昌良，藪下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅井　光興，正橋　鉄夫，石原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森川病院＊　　秋田　敏行＊

II－29．術後早期に行うsecond　look　laparoscopeの有用性について

　　　　　　　　　　　　　　　　　口本大産婦人科　　○山田　祐士，長田　尚夫，赤嶺

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津端　捷夫，高木　繁夫

II－30．妊孕性回復，温存手術後の7th　day　laparoscopyについて

　　　　　　　　　　　　　大和市立病院産婦人科　　○川内　博人，三谷　　仁，近藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　正敏，

　　　　　　　　　　　　　　　　北里大産婦人科＊　　石川　雅一＊，飯野　譲二＊，劒持

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　　真＊，中居　光生＊，新井

II　－31．妊孕能保存手術における癒着防止法

　　　一とくに生理的接着剤による腹膜移植術について一

　　　　　　　　　　　　　　　　H本大産婦人科　　○長田　尚夫，山田　祐士，赤嶺

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津端　捷夫，高木　繁夫

　　　　　　　　　　　　　統計（1）：不妊統計

［演題II－32～35］（14：12～14：44）座長　友田

II－32．不妊症の原因に関する統計的検討

　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科

II－33．男子不妊症の臨床統計

筑波大病院泌尿器科

○丸

　沼口

　曽

　佐藤

豊（名古屋大・産婦）

廣光

　実

和成

信隆

　稔＊

正夫ホ

和成

宏昭，島　由実子，宇野かおる

正英，田村　　学，児島　孝久

栄輝，木村　宗昭，堀口　雅子

孝道

○吉井　慎一，友政　　宏，武島　　仁

　石川　博通，小磯　謙吉

II－34．男子不妊専門外来開設後1年間の臨床統計的観察

　　　　　　　　　　　　　　　浜松医大泌尿器科　　○山口

上田

太田

田島

安三，平井　正孝，森永聡一郎

大介，中野　　優，牛山　知己

信隆，大田原佳久，鈴木　和雄

　惇，河辺　香月，

「
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　　　　　　　　　　　　　　　　東京大泌尿器科＊　　阿曽　佳郎＊

II－35．　ABO血液型と不妊症について

　　　　　　　　　　　　　　　　国井産婦人科病院　　○国井兵太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不妊の心理

　　　［演題II－36～37］（14：44～15：00）座長　岡村　　靖（産業医大・産婦）

II－36．心身総合刺激装置（BLESS　MAHC）の不妊症患者に於ける使用経験

　　　　　　　　　　　　　　　　産業医大産婦人科　　○及川　和郎，吉田　耕治，近藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高柳　茂生，大塚　治夫，岡村

II－37．男性不妊症患者における心理学的検討

　　　　　　　　　　　　昭和大藤が丘病院泌尿器科　　○浜島　寿充，坂本　正俊，池内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲斐　祥生，

　　　　　　　　　　　昭和大藤が丘病院精神神経科＊　　北村　　勉＊，伊東　昇太＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第III会場

　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（IV）：精液性状一1

　　　［演題III－28～30］（13：40～14：04）座長　宮崎

III－28．精漿中セレンの精子内移行について

　　　　　　　　　　　　　　　大阪医大泌尿器科　　○清水　　篤，平井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波　博一，高崎

　　　　　　　　　　　　　　福井医大環境保健学＊　　出口　洋二＊，緒方

III－29．ヒト精子および精漿中における微量元素について（第1報）

　　　　　　　　　　　　　　　埼玉医大泌尿器科　　○楠山　弘之，岡田

　　　　　　　　埼玉医大総合医療センター泌尿器科＊　　吉田謙一郎＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　理化学研究所＊＊　　前田　邦子野佐々

　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大理工学部＊＊＊　宇田　応之＊＊＊

III－30．ミニチュア豚精液性状の分画採取時の個体差について

　　　　　　　　　　　　　　鹿児島大農家畜繁殖　　○中西　喜彦，峰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小川　清彦

　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（VII）：受精能一1

　　　　［演題III－31～33］（14：05～14：29）座長　藤井

III－31．

　　　　　　　　　　　　　　　　順天堂大産婦人科　　○伊藤　　哲，福田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高田　道夫

III－32．

　　　　　　　　　　　　　　　　島根医大産婦人科　　○内田　昭弘，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北尾　　学

重（大阪医大・泌尿）

正彦

　靖

隆夫

　景，上野　信之

　登，宮崎　　重

　昭＊

耕市

嘉彦＊＊

敏樹，後藤　和文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明和（東海大・産婦）

ヒト精子のヒト卵胞液に対する反応1生一精子培養時間と精子濃度一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝，武内　裕之

ヒト精子のアクロゾーム反応と細胞膜機能及び受精機能との関連性について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋健太郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Antoine　Abe　Musa，吉野　和男
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111－33．各種精子調整法による受精能誘起作用の差異に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　東邦大第一産婦人科　　○臼井　　彰，安部　裕司，久保　春海

　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（VIII）：受精能一2

　　　［演題III－34～36］（14：30～14：54）座長　星　　和彦（福島医大・産婦）

III－34．　Kallikrein添加培養液中のヒト精子アクロシン活性の経時的変化について

　　　　　　　　　　　　山形県立河北病院産婦人科　　○長谷川剛志，酒井　伸嘉，中原　健次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小田　隆晴

III－35．ヒト精子のcapacitationおよび先体反応に及ぼすLysophosphatidyl　cholineの影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　豊島中央病院　　○臼井きよみ，吉田　長生，吉田　竹郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　日本大産婦人科＊　　高木　繁夫＊

　　　　　　　　　　　　日本大農獣医応用生物学科＊＊　佐藤　嘉兵＊＊

III－36．モノクローン抗体を用いたマウス先体反応精子のフローサイトメトリー

　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大薬学部　　○松野　純男，岡部　　勝，三村　　務

　　　　　　　　　　　　　　　神戸学院大薬学部＊　　河合　裕一＊，濱　　尭夫＊，真弓　忠範＊

1

r

：

；

第IV会場

　　　　　　　　　　　　受精・着床（V）：子宮内膜相互作用一1

　　　［演題IV－28～31］（13：40～14：12）座長　富永　敏朗（福井医大・産婦）

IV－28．　Early　Pregnancy　Factor（EPF）の産生機序と生物学的意義に関する検討

　　　　一Platelet　Activating　Factor（PAF）との関係について（第2報〉

　　　　　　　　　　社会保険埼玉中央病院産婦人科　　○伊藤　仁彦，金子　宜淳

　　　　　　　　　　　　　　　　慶慮大産婦人科＊　　末岡　　浩＊，森定　　優＊，飯塚　理八＊

IV－29．マウス妊娠成立とembryo－derived　platelet　activating　factor（EDPAF）：

　　　　特異的PAF拮抗剤，　ONO－6240およびCV－6209，を用いた検討

　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛大産婦人科　　○安藤　雅章，武田　康成，杉並　　洋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松浦　俊平

IV－30．子宮内膜の脱落膜化過程における調節因子に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　三重大産婦人科　　○矢納　研二，西山　真人，中　　義尚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本　稔彦，杉山　陽一

IV－31．子宮鏡による内膜日付診

　　　　　　　　　　　　　　　　琉球大産婦人科　　○稲福　恭雄，佐久本哲郎，佐久川政男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久本　薫，新崎　盛雄，仲地　廣順

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東　　政弘，中山　道男

　　　　　　　　　　　　受精・着床（VI）：子宮内膜相互作用一2

　　　　［演題IV－32～34］（14：12～14二36）座長　百瀬　和夫（東邦大・産婦）
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IV－32．　progesterone膣坐薬による黄体機能不全の治療

　　　　　　　　　　国立病院医療センター産婦人科　　○石原　　理，佐藤　　孝，高橋　敬一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市丸　恭子，早乙女智f，吉井　大介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺師　恵子，箕浦　茂樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　国際医療協力部＊　　我妻　　尭＊

IV－33．クロミフェン排卵群と自然排卵群における妊娠早期の母体血中ホルモン値の検討

北里大産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　大和市立病院産婦人科＊

　　　　　　　　　　　　　加納岩総合病院産婦人科＊＊

IV－34．過酸化脂質の雌性ラットの妊孕性に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　　金沢医大産婦人科　　○吉田　勝彦，

　　　　　　　　　　　　　　　受精・着床（VII）：胚凍結

　　　　［演題IV－35～37］（14：36～15：00）座長　広井

○石川　雅一，中居　光生，

　新井　正夫

　川内　†専人＊

　小田切順子＊＊

IV－35．超急速凍結法を用いたマウス未受精卵の凍結保存について

　　　　　　　　　　　　　　　順天堂大共同病理

　　　　　　　　　　　　　　越谷市立病院産婦人科＊

IV－36．マウス初期受精卵での凍結保存の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　山形大産婦人科

IV－37．凍結妊卵の生存性に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島大産婦入科

第V会場

黒須不二男

国部　　浩，桑原　惣隆

正彦（山形大・産婦）

○中潟　直己

　出中　　温＊

○佐藤　文彦，田中

　広井　正彦

○福元

　山元

栄一，斎藤　英和

清吾，竹内　一浩，森　　明人

慎一，堂地　　勉，永田　行博

　　　　　　インターセックス・先天異常（1）：男性不妊と染色体異常一1

　　　　［演題V－29～31］（13：40～14：04）座長　吉田　　修（京都大・泌尿）

V－29．男子不妊症における染色体異常：9番染色体逆位をともなった男子不妊症の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　　　　京都大泌尿器科　　○松田　公志，吉田　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　京都大産婦人科＊　　林　　　研＊，森　　崇英＊

V－30．男子不妊症における染色体異常の検討

　　　　　　　　　　　　　　　札幌医大泌尿器科　　○立木　　仁，宮尾　則臣，丸田　　浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本　悦明

V－31。不妊を主訴として来院したXX　Inaleの一例

　　　　　　　　　　　　　　冨山医薬大泌尿器科　　○甲見　定信，笹川五十次，風間　泰蔵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片山　　喬

1
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　　　　　　インターセックス・先天異常（II）：男性不妊と染色体異常一2

　　　　［演題V－32～34］（14：04～14：28）座長　島崎　　淳（千葉大・泌尿）

V－32．無精子症患者における染色体脆弱部位の検索及び染色体異常

　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大泌尿器科　　○角谷　秀典，始関　吉生，高原　正信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　弘之，布施　秀樹，島崎　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大第二解剖＊　　関　　直彦＊，永野　俊雄＊

V－33．Mixed　gonadal　dysgenesisの2例

　　　　　　　　　　　　　　　　東京大泌尿器科○篠原充，北原研，原慎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簑和田　滋，阿曽　佳郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あそか病院＊　　福谷　恵子＊

V－34．当院の過去7年間における挙児希望患者の染色体異常頻度について

　　　　　西恵会・西川婦入科内科クリニック婦人科　　○中村　享史，下山　勝己，栗林　裕之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西川　　潔

　　　　　　　　　　　　　　　家族計画・避妊一1：避妊

　　　　［演題V－35～38］（14：28～15：00）座長　荒井　　清（帝京大・産婦）

V－35．ブタ透明帯の4つの構成糖蛋白質群に対する抗血清の作製とその受精阻害作用について

　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医大産婦人科　　○長谷川昭子，福田　　洋，石崎　浩之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巽　　利昭，香山　浩二，礒島　晋三

V－36．家兎における経口避妊薬投与による脂質代謝の変化

　　　　　　　　　　　　　　　　帝京大産婦人科　　○坂本　隆子，荻野　推弘，Ll」本　樹生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸川　明，小林　拓郎，沖永　荘一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒井　　清

V－37．サルにおける銅付加IUDの安全性　第2報

　　　　一血液学的，組織学的検討一

　　　　　　　　　　　　　　京都大霊長類研究所　　○清水　慶子，西川　貴士，野崎　真澄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大島　　清

V－38．IUD使用の実態

　　　　　　　　　　　　　　芝パーククリニーク　　○村山　　茂
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（示説発表）

P1－1．

Pl－2．

P1－3．

P1－4．

P1－5．

P1－6．

P1－7．

Pl－8．

　　　第2日　11月16日（水）（9：00～11：20）

　　　　　　　　　　ポスター会場一1（P1）

　　　　　　　　　間脳・下垂体（II）：病理・病態

　［演題P1－1～4］モデレーター　武谷　雄二（東京大・産婦）

ゴナドトロピン単独欠損症の一例

　　　　　　　　　名占屋市立大産婦人科　　○貝田　清隆，生田　克夫，万歳　　稔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花田　征治，八神　喜昭

　　　　　　名古屋市立大看護短期大学部＊　　水野金一郎＊

同朋に認められたGonadotropine欠損症と考えられる症例

　　　　　　　　　　　金沢医大産婦人科　　○桑原　惣隆，高木　弘明，村田　　均

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安沢　紀夫

Clomiphene単独投与法とClomiphene－tamoxifen併用投与法の比較検討

　　　　　　　　　　　　愛媛大産婦人科　　○北川　博之，矢野　浩史，杉並　　洋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松浦　俊平

クロミッド併用HMG律動療法にて妊娠した視床下部一下垂体牲無排卵症の一例

　　　　　　　　　　　日本医大産婦人科　　○外山　和秀，家永　　聡可世木久幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐俊夫，大村　　浩，荒木　　勤

　　　　LH－RH・ゴナドトロピン（IV）：LH－RHテスト

　［演題P1－5～8］モデレーター　武谷　雄二（東京大・産婦）

LH－RHテスト117例の検討

　　　　　　　　　　　　東北大産婦人科　　○吉田　仁秋，新川　　サ，戸沢　秀夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大井　嗣和，渋谷　守重，深谷　孝夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星合　　昊，矢嶋　　聰

leuprolide微量懸濁分散型注射剤（TAP－144・SR）投与時の下垂体一卵巣機i能

　　　　　　　　　　　　九州大産婦人科　　○松口　博之，中村　元一，吉満　陽孝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石　　明寛，佐野　正敏，浜田　政雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中野　仁雄

LHRH　analog併用によるPCO症例排卵誘発の検討

　　　　　　　　　　横浜市立大産婦人科　　○柳沢　　隆，植村　次雄，中村　良恵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉邨　泰弘，織茂　　毅，飛鳥井邦雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水口　弘司

無排卵周期に対するRepeated　Gn－RH　Stimulationによるヒト下垂体

Gonadotropin合成・放出予備能とsteセoid　hormoneの関係

　　　　　　　　　　　　新潟大産婦人科　　○荒川　　修，織田　和哉，谷　　啓光

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　芳昭，竹内　正七
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　　　　　　LH－RH・ゴナドトロピン（V）：応用例

［演題P1－9～11］モデレーター　麻生　武志（福井医大・産婦）

P1－9．排卵障害例における甲状腺剤の視床下部一下垂体一性腺機能に及ぼす影響

P1－10．

大阪医大産婦八科

Isolated　FSH　deficiency男子例について

　　　　　　　　　藤沢市民病院泌尿器科

藤沢市民病院中検病理＊

　　朝倉泌尿器科医院＊＊

○佐伯

　後山

　福田

○広川

　奥野

　松下

　朝倉

理男，奥田喜代司，好川　元庸

尚久，猪木　千春，坪倉　省吾

吉彦，杉本　　修

　信，山崎

哲男

和彦＊

茂夫＊＊

Pl－11．子宮筋腫に対するGnRH　agonist投与の有用性に関する研究

九州大産婦人科 ○吉満　陽孝，

　佐野　正敏，

　森下　哲哉，

彰，増田　光伸

中村　元一，

石　　明寛，

中野　仁雄

濱田　政雄

松口　博之

　　　プロラクチン（III）：プロラクチンとプロモクリプチン

［演題Pl－12～15］モデレーター　麻生　武志（福井医大・産婦）

P1－12．妊娠初期脱落膜におけるProlactin分泌調節機構に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　三重大産婦人科　　○中　　義尚、中　　　淳，西山　真人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢納　研二，山本　稔彦，杉山　陽一

P1－13．微量Bromocriptine投与による妊娠促進効果の検討

　　　　　　　　　　　　　国立名古屋病院産婦人科　　○戸谷　良造，三輪　　是，黒木　尚之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　隆祥，鈴置　洋三

P1－14．正常prolactin（PRL）血症性黄体機能不全患者におけるPRL分泌能と

　　　　　bromocriptineの効果についての研究

　　　　　　　　　　　　　　　横浜市立大産婦人科　　○飛鳥井邦雄，町田　稔文，植村　次雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水口　弘司

PI－15．正常プロラクチン血性卯巣機能不全に対するプロモクリプチン療法の経験

　　　　　　　　　　　　　　国立京都病院産婦人科　　○中村　隆一

　　　　　　　　検査・診断（IV）腹腔鏡検査

［演題P1－16～20］モデレーター　星合　　昊（東北大・産婦）

P1－16．腹腔鏡検査で診断されたFitz－Hugh－Curtis症候群の2例

　　　　　　　　　　　十和田市立中央病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大産婦人科

P1－17．不妊症患者における腹腔鏡所見の検討

　　　　　　　　　　　　　　　スズキ病院産婦人科

○土岐　利彦，

　星合　　昊

○吉田　享子，

　田中　良則，

陳　　偉業

森　良一郎，今泉　英明

森　　　滋，鈴木　雅洲
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Pl－18．画像診断からみたChlamydia　trachomatis感染症（挙児希望例を中心にして）

　　　　　　　　　　　　　国立横浜東病院産婦人科　　Ok杉　健哲，山賀　明弘，田嶋　達矢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高野　　昇

　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大産婦人科＊　　田中　尚武＊

P1－19．抗精子抗体による性器管内精子輸送障害について

　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医大産婦人科　　○柴原　浩章，小林真…郎，繁出　　実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平　　省三，香山　浩二，礒島　晋三

P1－20．超音波採卵法の安全性の検討一卵胞穿刺24時間後の腹腔内観察127件の分析一

　　　　　　　　　　　　　　　　　東海大産婦人科　　○小林　善宗，井上　正人，本田　育子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津田　朋男，淡路　英雄，松山　毅彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井　明和

　　　　　　　　　　　　　　検査・診断（V）：卵管通過試験

　　　　　　［演題：P1－21～24］モデレーター　星合　　昊（東北大・産婦）

P1－21．経膣プローブを用いた超音波断層法による卵管疎通性の評価

　　　　　　　　　　　　　　　　旭川医大産婦人科　　○水ヒ　明保，高田　久士，玉手　健一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千石　一雄，石川　睦男，清水　哲也

P1－22．不妊症婦人に対する腹腔鏡検査，超音波観察下通水検査，子宮卵管造影検査における

　　　　　卵管通過性の比較

　　　　　　　　　　　　　　京都府立医大産婦人科　　○北川　一郎，大野　洋介，細田　修司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村　秀子，岡田　弘二

P1－23．腹腔鏡検査施行例における卯管通気法，子宮卵管造影所見の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　北里大産婦人科　　○飯野　譲二，石川　稚一，中原　優人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋谷　邦f’，中居　光生，新井　正夫

　　　　　　　　　　　　　　大和市立病院産婦人科＊　　川内　博入＊

P1－24．バルーン・カテーテルを用いたf宮卵管造影法の試み

　　　　　　　　　　　　山形県立河北病院産婦人科　　○酒井　伸嘉，中原　健次，長谷川剛志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小田　隆晴

　　　　　　　　　卵巣・性ホルモン（V）：卵巣機能とホルモン動態

　　　　　　［演題P1－25～29］モデレーター　杉並　　洋（愛媛大・産婦）

Pl－25．当科不妊外来における妊娠例の排卵期および黄体期ホルモン動態の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山大産婦人科　　○片山　隆章，新谷　恵司，多賀　茂樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名越　一介，林　　伸旨，占部　　清

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　信隆，関場　　香

P1－26．黄体期血中性ステロイド濃度とBBT，　r一宮内膜組織診の相関について

　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医大産婦入科　　0岩田美智恵，石塚　文平，平田　浩一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近藤　俊彦，渡辺　研一，松本　一彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀越　裕史，与那嶺京子，浜田　　宏

P1－27．月経前症候群（PMS）の2例
　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島大産婦人科　　○堂地　　勉，竹内　一浩，永田　行博



P1－28．

Pl－29．

P1－30．

Pl－31．

P1－32．

P1－33．

Pl－34．

P1－35．
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乳癌手術後の化学療法と卵巣機能

　　　　　　　　　　　慈恵医大産婦人科　　0落合　和徳，中林　　豊，高橋　幸男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平間　義昭，寺島　芳輝

ヒト正常月経周期および正常妊娠におけるEGF動態の研究

　　　　　　　　　　　　慶慮大産婦人科　　○楠　　伊吹，牧野恒久，中田　浩一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酒井　　淳，杉　　俊隆，飯塚　理八

　　　　　卵巣・性ホルモン（VI）：多嚢胞性卵巣症候群

　［演題Pl－30～33］モデレーター　杉並　　洋（愛媛大・産婦）

多嚢胞性卵巣症候群（PCOD）におけるインスリン値の検討

　　　　　　　　　　　山梨医大産婦人科　　○木下　俊彦，吉田　孝二，端　　晶彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平田　修司，今西由紀夫，安水　涜彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　順三

正常婦人ならびに多嚢胞卵巣症候群（PCOD）婦人におけるdopamine（DA）

負荷前後のPRL，　LH，　FSH，　estradiol（E，），およびprogesterone（P＞濃度について

北海道大産婦人科

多嚢胞性卵巣症候群における副腎機能の検討

　　　　　　　　　名占屋大分院産婦人科

名古屋大産婦人科＊

○林

　rli野

　林

　田中

○木村

　林

　石原

　松沢

正路，岩田　憲明，計良　光昭

正幸，及川　　衛，吉田　　博

　宏，山本　　律，桜木　範明

俊誠，藤本征一郎

敏男，近藤　育代，中村　潔史

隆行，大沢　政巳，成田　　収

　豊＊，小栗　久典＊，水谷　哲也＊

克治＊，友田　　豊＊

正常性周期および排卯障害患者の血中ソマトメジンCの動態

　　　　　　　　　東京女子医大産婦人科　　〇三室　卓久，岩下　光利＊，安達　知子

　　　東京女子医大母子総合医療センター＊　　篠崎百合子，大平　　篤，渡辺　正子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武田　佳彦，坂元　正一＊

　　　　　　精巣・性ホルモン（IV）：男性不妊症の治療

　［演題P1－34～38］モデレーター　石川　博通（筑波大・泌尿）

実験的精巣障害に対する温経湯の障害抑制効果

　　　　　　　　　　　慈恵医大泌尿器科　　○自井　　尚，町田　豊平，小寺　重行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池本　　庸，御厨　裕治

男性不妊症に対する補中益気湯，コウジン末併用療法の経験

東北大泌尿器科 ○佐藤　和宏，前原　郁夫，佐藤　滋彰

　高橋　　勝，平松　正義，折笠　精一

P1－36．ツムラ温経湯による特発性乏精子症の治療

　　　　　　　　　　　　　　　　慈恵医大泌尿器科　　○池本　　庸，町田　豊平，小寺　重行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御厨裕治，臼井尚

P1－37．特発性男子不妊症に対する内分泌療法

　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大泌尿器科　　○布施　秀樹，始関　占生，高原　正信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井　弘之，角谷　秀典，島崎　　淳
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P1－38．両側精巣生検に対する一考察

　　　　　　　　　　　　　　　川崎医大泌尿器科　　○河原 弘之，福永　康作，田中　啓幹

　　　　　　　　　　手術（II）：手術・手技一1

［演題P1－39～42］モデレーター　河上　征治（保健衛生大・産婦）

Pl－39．

P1－40．

P1－41．

Pl－42．

当院における腹腔鏡下手術の検討

　　　　　　　　　　東邦大第一産婦人科　　0小林　信一，柳堀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森田　峰人，大高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椎名　一雄，小島

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平川　　舜，百瀬

子宮奇形と不妊

　　　　　　　　　　　　筑波大産婦人科　　○西田　正人，辻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩崎　寛和

閉鎖的骨盤腔手術の止血手技

　　　　　　　　　　　　　　可世木病院　　○可世木辰夫，加藤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松原　一太

　　　　　　　　　　名古屋第一日赤病院＊　　可世木成明＊

子宮筋腫核出術におけるGnRH　agonist術前投与の有効性について

　　　　　　　　　　　　九州大産婦人科　　○中村　元一，吉満

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐野　正敏，石

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森下　哲哉，中野

　厚，間崎　和夫

　究，油田　啓一

栄吉，伊藤　元博

和夫

泰二，片瀬　功芳

正三，可世木公美子

陽孝，濱田　政雄

明寛，松口　博之

仁雄

　　　　　　　　　　手術（III）：手術・手技一2

［演題P1－43～45］モデレーター　河上　征治（保健衛生大・産婦）

P1－43．

P1－44．

P1－45．

新しいAIH針「フレスポイト」を用いたAIHの臨床成績の検討

　　　　　　　　　越谷市立病院産婦人科　　○金子　隆弘，田中　　温，戸枝　通保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長沢　　敢，山本　　勉

　　　　　　　　　　　順天堂大産婦人科＊　　高田　道夫＊

不妊を訴えた精索静脈瘤症例に対する経皮的内精静脈塞栓術とその治療成績

　　　　　　　　　高津中央病院泌尿器科　　○藤井　徳照

　　　　　　　　　　　　昭和大泌尿器科＊　　吉田　英機＊，永田　篤文＊，渡辺　政信＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今村　一男＊

顕微鏡下精索静脈瘤根治術の手術成績

　　　　　　　　帝京大市原病院泌尿器科　　○柳　　重行，始関　吉生，山口　邦雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　晴夫

　　　　　　　　　　統計（II）：不妊統計一2

［演題P1－46～48］モデレーター　津端　捷夫（日本大・産婦）

P1－46．不妊外来における最近5年間の妊娠例に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大産婦人科　　○黄　　宏駿，梶村　秀雄，宮川　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石丸　忠之，山辺　　徹
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P1－47．当科における5年間の不妊症統計

　　　　　　　　　　　　　　　　札幌医大産婦人科　　○水沼　正弘，渡辺　広史，藤井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠藤　俊明，山本　　弘，幡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下谷　保治，田中　昭一，橋本

P1－48．リレーショナルデータベースによる当科不妊外来における患者管理及びその統計

　　　　　　　　　　　　　　京都府立医大産婦人科　　○細田　修司，大野　洋介，田村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北川　一郎，岡田　弘二

　　　　　　　　　　　　　　　　統計（III）：不妊治療一1

　　　　　　［演題P1－49～51］モデレーター　津端　捷夫（日本大・産婦）

P1－49．　HMG－HCG療法により妊娠に成功した9症例（10妊娠）に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大産婦人科　　○梶村　秀雄，一瀬　俊介，岡本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石丸忠之，山辺徹
Pl－50．排卵障害婦人に対する各種排卵誘発法の比較検討

　　　　　　　　　　　　　　　賛育会病院産婦人科　　○友成　廉平，合阪　幸三，吉松

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多和田哲雄，国保健太郎，吉田

P1－51．術後癒着防止剤としての32％デキストラン70の効果

　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大産婦人科　　〇五味淵秀人，塩津　英美，三橋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水野　正彦

　　　　　　　　　　　　　　　統計（IV）：不妊治療統計一2

　　　　　　［演題Pl－52～54］モデレーター　津端　捷夫（日本大・産婦）

P1－52．子宮筋腫合併不妊婦人における筋腫核出後の妊娠率に関する検討

　　　　　　　　　　　　富山県立中央病院産婦入科　　○舟本　　寛，佐竹紳一郎，村田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丘村　　誠，中野　　隆，南

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舘野　政也

P1－53．卵巣機能不全不妊症の漢方療法

　　　　　　　　　　　　　　　　　假野クリニック　　○假野　隆司

P1－54．男子不妊症に対するツムラ補中益気湯とカルナクリンとの比較臨床試験

　　　　　　　　　　　　　　　富山医薬大泌尿器科　　○風間　泰蔵，笹川五十次，寺田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　里見　定信，片山　　喬

美穂

　洋

正淑

秀子

純英

　淳

浩介

直樹

稚文

幹雄

為義

　　　第2日　11月16日（水）9：00～11：20

　　　　　　　　　ポスター会場一2（P2）

　　　　　　　　卵子・排卵（IV）：卵子成熟一3

［演題：P2－1～2］モデレーター堤　治（東京大・産婦）
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P2－1．卵丘，放射冠細胞付着形態による卵子成熟度分類の検討

　　　　　　　　　　　　　　　東邦大第一産婦人科　　○久保　春海，臼井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田美津江

P2－2。卵胞液量と卵成熟度の関係についての検討

　　　　　　　　　　　　　　越谷市立病院産婦人科　　○戸枝　通保，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長沢　　敢，

　　　　　　　　　　　　　　　　順天堂大産婦人科＊　　高田　道夫＊

　　　　　　　　　　　　　　　順天堂大共同病理研＊＊　　中潟　直巳＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　卵子・排卵（V）：排卵機構

　　　　　　［演題P2－3～6］モデレーター　堤

彰，安部　裕司

田中　　温，金子　隆弘

山本　　勉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　治（東京大・産婦）

P2－3．排卵現象における凝固系の意＄SE－一一一一一antithrombin　IIIを片1いての検討一

　　　　　　　　　　　　　　　　熊本大産婦人科　　○岩政　　仁，松浦　講平，田島　朝信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡村　　均

P2－4．灌流卵巣のヒスタミン放出に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　慶慮大産婦人科　　○北井　啓勝，大庭三紀子，大村伸一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上野　雅美，鈴木　秋悦，飯塚　理八

P2－5，マウス排卯におけるPAFの意義
　　　　　　　　　　　　　　　旭川医大産婦人科　　○菊川　美一，笠茂　光範，千石　一雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川　睦男，清水　哲也

P2－6．　Etoposide，　MTX療法の排卵周期に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　　福井医大産婦人科　　　小辻　文和，麻生　武志，紙谷　尚之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○竹内　　譲，細川久美子，福野　直孝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久住　健一，根上　　晃，経沢　　弥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉出　好雄，富永　敏朗

　　　　　　　　　　　　　精子・排精（VIII）：精液性状一2

　　　　　　［演題P2－7～9］モデレーター　押尾　　茂（帝京大・泌尿）

P2－7．精漿中フマラーゼ（Fumarase）活性の研究
　　　　　　　　埼玉医大総合医療センター泌尿器科　　○内島　　豊，吉田謙一郎，小林　信幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　　博，高橋美和子

　　　　　　　　　　　　　春日部市立病院泌尿器科＊　　根岸　壮治＊

P2－8．精子運動性に及ぼす精漿の影響について
　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大泌尿器科　　○前原　郁夫，高橋　　勝，平松　正義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　滋彰，佐藤　和宏，折笠　精一

P2－9．ヒト精漿中の精子運動抑制因子の分離精製と特性

　　　　　　　　　　　　聖マリアンナ医大泌尿器科　　○岩本　晃明

　　　　　　　　　　　精子・排精（IX）：精子の頸管粘液貫通試験

　　　　　　［演題P2－10～11］モデレーター　押尾　　茂（帝京大・泌尿）

P2－10．精子のウシ頸管粘液貫通試験と各種精液検査との比較

　　　　　　　　　　　　　　　横浜市立大産婦人科　　〇八ツ橋良三，門田　陽子，植村　次雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水口　弘司
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P2－11．精子機能検査法としてのPenetrak　testの検討

東京大産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（X）：

　　　　　　［演題P2－12～17］モデレーター

P2－12．乏精子症に対する八味地黄丸の投与効果

　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島大産婦入科

P2－13．

P2－14．

P2－15．

　○矢野　　哲，堤　　　治，三橋　直樹

　　武谷　雄二，水野　正彦

乏精子症

小林　俊文（慶鷹大・産婦）

Hypoosmotic　swelling　testを用いた補中益気湯の精子機能に及ぼす影響に関する研究

　　　　　　　　　　島根医大産婦人科

Sulphapyridine投与ラットにおける精子性状の評価

　　　　　　　　　　　　山口大泌尿器科

男性不妊症に対するペントキシフィリン，塩酸＝カルジピン，

およびカルボシステインの治療成績

　　　　　　　　　　　名古屋大産婦人科

　　　　　　　　　名古屋大分院産婦人科

P2－16．乏精子症に対するカリジノゲナーゼ製斉lj投7の精液所見に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　東京女子医大産婦人科

　　　　　　　　東京女子医大母子総合医療センター＊

P2－17．特発性男子不妊症のMethylcobalaminによる治療成績について

　　　　　　　　　　　　　　　濁協医大泌尿器科

P2－18．

P2－19．

0森　　明人，堂地　　勉，竹内　一浩

　福元　清吾，山元　慎一，永田　行博

○高橋健太郎，内田　昭弘

　Antoine　Abe　Musa

　吉野和男，北尾学

○林田　英嗣，石津　和彦，瀧原　博史

　酒徳治三郎

　　　　　　　プロモクリプチン

○水谷　哲也，中村　潔史，石原　　豊

　小栗　久典，松澤　克治，近藤　育代

　林　　隆行，木村　敏男，大沢　政巳

　成田　　収，友田　　豊

○大平　　篤，安達　知子，篠崎百合子

　岩下　光利，武出　佳彦

　坂元　正一＊

○田畑　行義，荒井　哲也，金子　克美

　鈴木　　徹，高崎　悦司

　　　　　　　卵管・子宮（III）：卵管の生理・生化学

　［演題P2－18～21］モデレーター　野田　洋一（京都大・産婦）

卵管液の生化学的性状

　　　　　　藤田学園保健衛生大産婦人科　　○蛯原　照男，吉村　泰典，館山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神谷　貴之，丸山　邦之，広田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　澤田　富夫，河上　征治，福島

性管系におけるニューロペプタイドとカテコールアミンの局在

　　　　　　　　　　　　帝京大産婦人科　　○深沢みゆき，味香　勝也，土橋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平田　昌二，高野　栄子，荒井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖永　荘一

祐子

　穰

　穰

一慶

　清
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P2－20．マウス卵管上皮の周期性変化に関する走査型電子顕微鏡的観察

　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取大産婦人科　　○寺戸　博文，関島　秋男，岩部　富夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷川　正浩，大野原良昌，戸田　稔子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田　　省，菊川　章仁，見尾　保幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前田　一雄

P2－21．ヒト卵管上皮の培養とマウス受精卵への影響に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　慶鷹大産婦人科　　○大柴　葉子，上野　稚美，鈴木　秋悦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯塚　理八

　　　　　　　　　　　　　　　卵管・子宮（IV）：子宮内膜

　　　　　　［演題P2－22～24］モデレーター　野田　洋一（京都大・産婦）

P2－22．子宮内膜・脱落膜のFX　III陽性細胞

　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大産婦人科　　○石川　真木，三橋　直樹，水野　正彦

P2－23．マウス子宮内膜上皮細胞におけるEGF様物質の局在

　　　　　　　　　　　　　　　　東京医大産婦人科　　○鈴木　康伸，高山　雅臣，秋谷　　清

　　　　　Department　of　Pathology　and　Oncology＊　　GW．　Wood＊

　　　　　　University　of　Kansas　Medical　Center

P2－24．子宮内膜培養システムの作製

　　　　　　　　　　　　　　　　福井医大産婦人科　　○根上　　晃，竹内　　譲，紙谷　尚之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小辻　文和、麻生　武志，富永　敏朗

　　　　　　　　　　　　　受精・着床（VIII）：採卵・移植手技

　　　　　　［演題P2－25～26］モデレーター　野田　洋一（京都大・産婦）

P2－25．当科における体外受精・胚移植の成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　山形大産婦人科　　○斉藤　隆和，田中　栄一一，平山　寿雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　文彦，斉藤　英和，広井　正彦

P2－26．経膣超音波ガイド下採卵法の有用性について

　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医大産婦人科　　○子安　保喜，池田　義和，別所　健史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繁田　実，平　省三，礒島晋三

　　　　　　　　　　　　　　受精・着床（IX）：体外受精一2

　　　　　　［演題P2－27～31］モデレーター　角田　幸雄（農水省・畜試）

P2－27．体外受精・胚移植法における，妊娠例と非妊娠例との比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大産婦人科　　○辰巳　賢一，野田　洋一，神崎　秀陽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松本　　央，圓山　悠子，馬岡　　陽

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岸　　淳二，江見　信之，福田　愛作

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　　崇英

　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛大産婦人科＊　　矢野　樹理＊

P2－28．　GIFT妊娠における多胎妊娠発生に関する臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　　越谷市立病院産婦人科　　○田中　　温，戸枝　通保，金子　隆弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長沢　　敢，山本　　勉

　　　　　　　　　　　　　　　順天堂大共同病理研＊　　中潟　直己＊

　　　　　　　　　　　　　　　　順天堂大産婦人科＊＊　高田　道夫＊＊
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P2－29．　GIFT施行周期の内分泌的検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本大産婦人科　　○西村　宏祐，本田　賀裕，山本勢津子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河野　哲郎，古木　義弘，松浦　講平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡村　　均

P2－30．ウシ体外受精・凍結保存胚の発生能に関する研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大農畜産　　○内海　恭三，加藤　博己，入谷　　明

P2－31．家兎体外受精率と卵胞液誘起先体反応との相関について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大農畜産　　○細井　美彦，三宅　正史，内海　恭三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入谷　　明

　　　　　　　　　　　　　受精・着床（X）：胚の初期発生一2

　　　　　　［演題P2－32～35］モデレーター　角田　幸雄（農水省・畜試）

P2－32．マウス受精卵（第1分割期）における染色体異常の出現率と性比

　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都宮大農畜産　　○吉沢　　緑

P2－33．マウス体外受精後の胚発生に及ぼす添加タンパクの影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取大産婦人科　　○谷川　正浩，杉本　伴芳，岩部　富夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関島　秋男，大野原良昌，寺戸　博文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸田　稔子，和田　　省，菊川　章仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見尾　保幸，前田　一雄

P2－34．雄牲特異抗体によって性分別されたウシ胚の性染色体検査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大農畜産　　○内海　恭三，入谷　　明

　　　　　　　　　　　　　　雪印受精卵移植研究所＊　　高倉　　良＊，宇高　健二＊

P2－35．過排卵誘起後のgranulosa　cellよりの黄体ホルモン産生に関する考察

　　　　　　　　　　　　　　　　　群馬大産婦人科　　○山田　清彦，五十嵐正雄

　　　　　　　　　　キール大病院産婦人科（西独）＊　　L．Mettler＊

　　　　　　　　　　　　　機能性不妊・免疫（II）：不妊治療

　　　　　　［演題P2－36～40］モデレーター　田辺　清男（慶鷹大・産婦）

P2－36．頸管粘液分泌不全症の成因と治療に関する研究（第3報）

　　　　　　　　　　　　　　　　慈恵医大産婦人科　　○許山　浩司，楠原　浩二，落合　和彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安江　育代，寺島　芳輝

P2－37．　intrauterine　insemination（IUI）の妊娠率向上への工夫

　　　　　　　　　　　　　　　　慈恵医大産婦人科　　○岡本　愛光，安江　育代，許山　浩司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川勝　雅秀，落合　和彦，楠原　浩二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺島　芳輝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八街病院＊　　篠塚　正一＊

P2－38．　Clomid，　Tamoxifen併用による排卵・妊娠の治療成績

　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科　　○曽　　栄輝，沼口　正英，宇野かおる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島由実子，丸宏昭，田村学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児島　孝久，木村　宗昭，堀口　雅子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　孝道



196（878）

P2－39． マウス胸腺細胞に対するdanazo1の作用一progesteroneとの比較一

東京大産婦人科 ○百枝　幹雄，郭　　宗明，

　武谷　雄二，水野　正彦

国府田きよ子

P2－40．黄体機i能不全におけるInhibin分泌動態

　　　　　　　　　　　　　　　　群馬大産婦人科　　○安藤　一道，水沼　英樹，長谷川喜久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮本　　薫，伊吹　令人，五十嵐正雄

P2－41．

P2－42．

P2－43．

P2－44．

P2－45．

P2－46．

P2－47．

　　　　　　　　　子宮内膜症（V）　治療一2

［演題P2－41～44］モデレーター　田辺　清男（慶朦大・産婦）

小柴胡湯の前投与によるDanazol肝機能障害の予防

　　　　　　　　　　東京大分院産婦人科　　○柳沼　　恣，藤森　亮寿’，竹内

　　　　　　　　　秋田日赤病院産婦人科＊　　西井　　修，岡村　　隆

子宮内膜症に対するBuserelin療法：Dallazol療法との比較

　　　　　　　　　　　　愛媛大産婦人科　　○香浦留美子，矢野　浩史，杉並

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松浦　俊平

Gestrinoneの卵巣3β一〇1－dehydrogellase活性に対する阻害作用

　　　　　　　　　　　　大阪大産婦人科　　○水谷　隆洋，坂田　正博，寺川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷澤　　修

不妊症合併子宮内膜症初期病変に対する腹腔鏡下電気焼灼療法による治療

　　　　　　　　　　　　東海大産婦人科　　○淡路　英雄，小林　善宗，井上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本田　育子，海老沢恒次，藤井

　　　　　　　　妊娠・流産（IV）：免疫治療法一2

　［演題P2－45～47］モデレーター　佐治　文隆（大阪大・産婦）

習慣流産に対する免疫療法の適応とその治療効果の判定法について

　　　　　　　　　　　　東京大産婦人科　　○藤井　知行，高見沢　勝＊＊

　　　　　　　　　　東京大分院産婦人科＊　　川名　　尚＊，十字　猛夫＊＊

　　　　　　　　　　　東京大分院輸血部＊＊　　水野　正彦

反復流産に対する膀帯血単核球を用いた免疫療法の試み

　　　　　　　　　　　旭川医大産婦人科　　○石川　雅嗣，高田　久士，林

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川　睦男，清水　哲也

反復流産の免疫学的背景

　　　　国立大蔵病院産婦人科臨床研究部　　○田中　忠夫，周　　宜興，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉島　富代，堤　　紀夫，

亨

洋

直樹

正人

明和

博章

天野　信人

伊藤　治英

　　　　　　　　　　　　　　妊娠・流産（V）：妊娠維持一2

　　　　　　［演題P2－48～50］モデレーター　佐治　文隆（大阪大・産婦）

P2－48．　i［プロラクチン（PRL）．血性不妊症に対するBromocriptine（BRC）f難用療法

　　　　　一妊娠例104例の転帰一一

　　　　　　　　　　　　　徳山中央病院産婦人科　　○山下　三郎，伊東　武久，矢壁　昭人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林公一，杉野法広
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P2－49．　E2迅速測定法による切迫流産の予後判定

　　　　　　　　　　　　　　　　日本医大産婦人科　　○家永　　聡，可世木久幸，外山　和秀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐俊夫，大村　　浩，荒木　　勤

　　　　　　　　　　　　　　　日本医大SRL　RI部＊　　高取　　修＊

P2－50．頸管膣痩と妊娠
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎医大産婦人科　　○宮川　勇生，大塚　晃生，森　　憲正

　　　　　　　　　　インターセックス・先天異常（III）：性器異常

　　　　　［演題P2－51～54］モデレーター　鈴森　　薫（名古屋市大・産婦）

P2　－51．　Rokitansky－Kuster－Hauser症候群10例の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　筑波大産婦人科　　○鍋島　雄一一，本部　正樹，斉藤　正博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木純一，西田　正人，目崎　　登

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩崎　寛和

P2－52．尿道下裂における下垂体一性腺系の検討（停留睾丸合併の有無による差異）

　　　　　　　　　　　　　　　　北海道大泌尿器科　　○今中　香里，野々村克也，小柳　知彦

P2－53．不妊症例に見られたRing－X症例について

　　　　　　　　　　　名古屋市立城北病院産婦人科　　○小池　晧弍，辻村　隆介，森永　正文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平田　　修

P2－54．外性器異常を示した45，　X／46，　XYq－／47，　XYq－Yq一のモザイクの一例

　　　　　　　　　　　　　　　　　広島大産婦人科　　○宇都宮　慎，三春　範夫，上田　克憲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原　　篤

　　　　　　　　　　　　　　　国立呉病院産婦人科＊　　大浜　紘三＊

　　　　　　　　　　　　　　　家族計画・避妊（II）：避妊薬

　　　　　［演題P2－55～57］モデレーター　鈴森　　薫（名古屋市大・産婦）

P2－55．　RU　486による家兎の分娩誘発に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　日本大獣医生理　　○山海　　直，小林由美子，高井　尚治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細水　　明，金山　喜一，遠藤　　克

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久間勇次

P2－56．　RU　486の各種投与方法における家兎を用いた有効投与量の比較検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　日本大獣医生理　　○小林由美子，山海　　直，高井　尚治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細水　　明，金山　喜一，遠藤　　克

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久間勇次

　　　　　　　　　　　　　　　　東北大農家畜繁殖＊　　梅津　元昭＊，正木　淳二＊

P2－57．　RU　486の経時的胚移植による作用機序に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　日本大獣医生理　　O細水　　明，山海　　直，小林由美子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高井　尚治，金山　喜一，遠藤　　克

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久間勇次

　　　　　　　　　　　　　　　　東北大農家畜繁殖＊　　梅津　元昭＊，正木　淳二＊
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会長招請講演

New　Biotechnology

in　the　Field　of　Animal　Reproduction

亀

　　　　　　　　　　　　Robert　H．　Foote

　　　　Department　of　Ariimal　Science　and

　　　　　Division　of　Biological　Sciences

Cornell　University，　Ithaca，　New　York，　USA

L

：

　　The　speed　with　which　biotechnological　innovations　are　occuring　exceeds　what　could　be

imagined　a　decade　or　two　ago．　Ideas　are　being　rapidly　translated　into　operational　procedures　and

products　so　fast　that　it　is　a　challenge　to　the　human　brain　to　use　the　technology　wisely．　This　rapid

progress　is　being　accomplished　by　a　combination　of　such　things　as　improvements　in　instrumenta－

tion　and　biochemical　and　biophysical　methodology　applied　to　cell　and　molecular　biology，　which

in　reproduction　begins　with　advances　in　successful　manipulation　of　sperm，　oocytes　and　embryos．

The　use　of　computers　as　components　of　image　analysis　and　physiological　measurement　systems，

as　well　as　in　modeling　and　artificial　intelligence，　also　have　and　will　continしle　to　play　a　significant

role．

　　The　first　major　biotechnology　to　have　w云despread　application　in　allimals　was　artificial　insemi，

nation．　The　ability　to　harvest，　process　and　preserve　sperm　effectivley　is　so　routine　ill　cattle　that

it　is　Ilo　longer　considered　a　biotechnology．　Yet　it　has　resulted　in　a　greater　improvement　ill　dairy

cattle　genetics　the　past　50　years　than　ill　all　preceding　history．

　　Major　advances　are　continuing　with　sperm．　These　include　improved　Inethods　of　characterizillg

sperm　in　semen　samples　by　computer　assisted　sperm　analysis（％motile，　velocity，　various　motin

characteristics　and　morphology），　isolating　sperm　of　different　types　and　assessing　their　fertility

and　inducirlg　changes　in　sperm　membranes　by　treatment　with　synthetic　cholestero1：phospholipid

vesicles（liposomes）．　By　the　use　of　these　techniques　and　measuring　several　characteristics　care－

fully　and　repeatedly　the　correlations　between　indices　of　fertility　and　actual　fertility　measured

properly　exceedα90．　These　methods　have　application　to　human　sperm　analysis．　In　addition，　the

field　of　cryobiology　became　important　with　the　discovery　of　successful　methods　for　freezing　bull

sperm　Fertility　with　frozen　bull　selnen　is　nearly　as　high　as　it　is　with　fresh　semen．　Hundreds　of

millions　of　cows　have　been　inseminated　with　essentially　disease－free　frozen　sperm，　an　area　of

particular　importance　to　humans　as　wel1．

　　Sexing　of　animal　sperrn　with　viable　sperm　resulting　after　sexing　has　not　progressed　rapidly　in

animals．　However，　the　use　of　flow　cytometry　to　separate　two　populations　of　sperm，　presumably

on　the　basis　of　X　and　Y　chromosomes　will　facilitate　the　development　of　possible　techniques　for

sexing　and／or　separating　sperm　more　efficiently．　In　humans　a　method　of　altering　the　sex　ratio

with　sperm　on　BSA　gradients　has　been　reported．

　　In　the　female　new　understanding　of　waves　of　folliculogenesis　in　the　ovary　are　assisted　by

improved　ultrasonic　technology．　The　isolation　of　genetic　components　and　use　of　recombinant

DNA　technology　to　produce　gonadotropic　hormones　is　leading　to　pure　products　which　can　be
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combined　in　optimal　ratios　to　induce　ovulation　or　superovulation　of　high　quality　oocytes．　The　use

of　inhibin，　GnRH，　monoclonal　antibodies　and　antihormones　also　is　leading　to　a　control　of　the

ovulation　process．　While　the　application　in　animals　is　to　enhance　reproduction，　the　principles　can

be　used　similarly　as　well　as　to　develop　contraceptive　techniques　for　humalls．

　　The　harvesting　of　properly　matured　oocytes　for　preservation　by　freezing　or　for　In　Vitro

Fertilization（IVF）is　improving　rapidly．　In　vitro　fertHization　success　can　be　enhanced　by

capacitating　the　sperm　through　treatment　with　heparin，　dilaurylphosphatidylcholine，　lysolecithin

and　other　agents。　The　IVF　eggs　then　can　be　cocultured　on　oviduct　cells　and　transferred　to

recipients　producing　normal　young．　Of　course　IVF　is　used　widely　in　human　IVF　programs．

　　These　techniques　of　IVF　and　subsequent　culture　facilitate　using　oocytes　as　sites　for　injecting

“ genes”，　nuclei，　sperm　or　other　material．　By　shrinking　the　oocyte　in　a　sucrose　solution　of　PBS　the

space　for　injecting　material　without　puncturing　the　vitellus　is　increased，　thus　minimizing　potentiaI

damage　during　injection．

　　The　ability　of　the　embryo　to　shrink　and　later　expand　to　normal　size　without　appreciable

damage　is　an　important　component　of　successful　cryopreservation　of　mammalian　embryos．

Mouse　embryos　lose　Ilo　viability　during　lO　years　of　storage．　Hundreds　of　genetically　valuable

strains　of　mice　are　preserved　only　in　the　frozen　state．　Thousands　of　frozen　cattle　embryos　are

being　transferred　with　a　pregnancy　rate　of　70％．

　　Embryos　can　be　split　easily，　producing　identical　twins．　Even　more　exciting　is　the　successful

cloning　by　transferrillg　nuclei　from　multicellular　embryos　to　oocytes，　culturing　these　to　multicel－

lular　embryos　and　repeating　the　process．　While　efficiency　of　the　procedure　is　low，　many　offspring

ill　cattle　have　been　born　usillg　this　technique．　By　the　combination　of　sexing　and　cryopreservation

major　banks　of　embryos　can　be　established　which　have　their　genetics　tested　by　previous　transfer

of　a　nu！nber　of　identical　embryos　to　produce　progeny．

　　The　production　of　chimeras，　particularly　formed　so　that　the　trophoblast　and　the　embryo　proper

（ilmer　cell　mass）are　of　different　origin　provides　a　model　for　studying　a　variety　of　reproductive

phenomena　associated　with　implantation　and　maintenance　of　pregnancy．　Also，　this　may　provide．

amechanism　for　multiplying　selected　endangered　species．

　　The　developrnent　of　genetic　probes，　gene　sequencing　and　related　technology　is　useful　in

studying　embryo　development，　fingerprinting　individuals，　identifying　production　traits，　and　the

production　of　useful　products．　These　techniques　can　be　valuable　in　studying　enhancement　or

inhibition　of　reproduction，　diseases　and　many　other　parameters　of　importance　to　animals　and／or

humans．
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特別講演1

精子の運動生理

東京大学教養学部生物学教室教授

　　　　　　　　毛　利　秀　雄

　受精にとって精子の運動が不可欠なことはいうまでもない．精子は鞭毛（尾部）の波動運動によっ

て前進する．哺乳類精子の鞭毛はいわゆる9＋9＋2構造を示し，中心の1対の微小管とそれを取り

囲む9本のダブレット微小管があり，その外側にさらに9本の太い周辺束繊維が位置している，しか

しその運動の基本は，9＋2のみよりなる鞭毛や繊毛の場合と同じである．すなわちダブレット微小

管には2列のダイニンATPアーゼよりなる腕が付着しており，これらの腕が隣りのダブレット微小管

と周期的に脱着することにより，隣り合ったダブレット微小管同士の間に滑りがおこる．この滑りが

鞭毛内の他の構造等を介して屈曲運動に変換されると考えられている．実際哺乳類精子を除膜してさ

らに酵素処理を行い，そこにATPを加えると，微小管が軸糸より滑り出してくる．またある種の不妊

症患者の精子では，その鞭毛軸糸に腕にあたる構造が認められない．

　精巣から排精されたばかりの哺乳類精子はほとんど運動1生を示さず，精巣上体を頭部から尾部に移

行するに従って次第に成熟し，活発な運動を行えるようになる．また射精後雌の生殖器内で受精能獲

得と呼ばれる変化をとげ，先体反応を行うとともに，超活性化現象（hyperactivation）を示すように

なる。顕微鏡下で観察すると，成熟精子は鞭毛を中程度の振巾で振動させながら前進するのに対し，

超活性化されたものは振巾の大きな跳びはねるような運動を示す．いろいろな段階にある精子を除膜

してATPを加えると，精巣内や精巣上体頭部の精子も成熟精子と同様に活発に動くようになる．また

成熟精子の場合には超活1生化されたものによく似た運動をするようになる。これらの結果は，哺乳類

精子の鞭毛には運動に必要な諸要素が精巣内ですでにととのえられており，各段階ではかけ金が次々

にはずされるように，抑制が取り除かれていくような機構の存在を示唆している．

　除膜精子を用いた実験では，サイクリックAMPが運動を高めることが観察された．これとは別に，

サイクリックAMPは精子の運動開始に不可欠であることを示す結果も得られている．またCaイオン

による調節機構も存在している．なお子宮頸管粘液には，鞭毛の振巾を小さくするような働きがある．

超活性化の現象は，最初に解歯類で観察されたが，最近ではヒツジやヒトなどでもおこることが知ら

れている．精子が卵の透明帯を通過する際には，先体のアクロシンによる酵素的な溶解がおこると考

えられている．しかし超活性化された精子の鞭毛はより大きな力を出していると計算されるので，鞭

毛の働きだけでも十分である可能性がある．

　いずれにせよ，哺乳類精子の運動の調節機構を明らかにすることによって，これまで体内外の受精

に関して未解決であった問題を解く鍵が与えられることが期待される．
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特別講演II

黄体機能の調節とその異常

京都大学医学部婦人科学産科学教室教授

　　　　　　　　　　　　森　　　崇　英
凶

　哺乳類の黄体機能は，luteotropic　factorsと1utealytic　factorsのバランスによって調節されている

ことが占くから知られているが，個々の因子の関与には種族差が著しい．共通している因子としては，

LHがluteotropicに作川することであり，ヒトにおいても黄体機i能の維持には，性ステロイド産生を

促す程度の濃度のLHサポートが必要であることは立証されている．

　ヒト黄体ではkとしてprogesterone（P）のほかにandrogens（A）やestrogens（E）も産生される

が，その産生調節のft二組みは必ずしも明らかにされていなかった．卵胞では内英膜，穎粒膜細胞間に

機能分担が成立していることがすでに知られているが，ヒト黄体の萸膜黄体細胞，穎粒膜黄体細胞間

に，はたして機能共関が成立しているのであろうか．演者らは2型のヒト黄体細胞の細胞生理を明ら

かにするため，2型細胞の分離法を確立，各細胞の産生ステロイドならびにゴナドトロピンの関与を

in　vitroで検討した．その結果，卯胞の2型細胞間に成立している機能分担とほぼ同様の関係が，黄体

の2型細胞内にも成立し，英膜黄体細胞はLHの調節を，穎粒膜黄体細胞はFSHの調節をそれぞれ受

けながら，分担機能を遂行しているとの知見を得た．さらに黄体期にhFSHを投与したときの性ステ

ロイドの動きから，黄体機能に対しLHはcritica1な，　FSHはpermissiveな役割りを演じているとの

結論に達した．

　黄体機能不全は不妊の重要な原因といわれながらも，その実態はつかみ難い．これにメスを入れる

には，黄体期におけるP，Eの測定や内膜診では不十分である．そこで黄体期中期のPが10ng／m1以

下を示す患者の黄体期に，GTiRH＋TRHテストを同時に施行し，　LH，　FSH，　PRLとともに性ステロ

イドの動きから，ド垂体・黄体系の病態を調べたところ，黄体機能不全には中枢不全型と末梢不全型

の両者を区別できることが明らかとなった．両者ともにLHの増加はみられるものの，前者では黄体

自体のLHへの応答性は保たれているためにPは増加するのに対し，後者ではこの応答性の欠如のた

めにPの増加がみられない黄体原発型の不全である．中枢型黄体機i能不全ではcryptic　hyper－

prolactinemiaを合併していた．

　黄体機能不全を子宮内膜側からみて，従来では着床期内膜不全的な概念で把えられていた．着床障

害も不妊の成因になることは確かであろうが，着床した妊卵の初期発育には脱落膜反応が重要である．

そこで脱落膜反応の指標として，内膜間質の脱落膜化とともに産生分泌されるCA－125の血中の動き

を解析した結果．黄体機・能不全では正常黄体機能に比し，月経直前のCA－125値が有意に低下する事

実が判明した．したがってCA－125は脱落膜形成不全の臨床診断の有力なマーカーになり得るのであ
る．

　以上のように黄体機能不全には，間脳下垂体，黄体ならびに子宮内膜のそれぞれのレベルで異なっ

た病態のあることを強調したい．
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特別講演III

副睾丸におけるアンドロゲン代謝と

　　　　精子成熟にかかわる因子

横浜市立大学医学部泌尿器科学教室教授

　　　　　　　　　　　　穂　坂　正　彦

　副睾丸のductの長さはヒトでは4－5mにおよび，精子は約2週間かけて通過し，この間に精子の

細胞内部および外部の特有の液性環境下でintrinsic　developmentからfoward　progressive　motility

が獲得される．すなわち，精子は副睾丸という臓器内で形態，運動能，生化学的因子，物質の透過性

等を変化させっつ成熟をとげ妊孕能を完成し蓄積される．その一方，成熟とは全く逆に精子を破壊し

吸収処理する機能を保有している．

　除睾術によりアンドロゲン作用を遮断すると，副睾丸における精子の成熟および破壊処理作用は失

われる．したがって，副睾丸はアンドロゲン依存性臓器であるといえる．

　ヒト副睾丸おけるtestosteroneの主な代謝経路は5a一水素添加酵素による5α一dihydrotestoster－

one（DHT）と3α（β）一水酸基脱水素酵素による5α一androstane－3α（β），17－diol（A－diol）で

ある．また，testosteroneに対する5α一水素添加酵素のKm値は約10－8Mであり他のアンドロゲン依

存性臓器と同様な値を示している．さらに，3α（β）一水酸基脱水素酵素のDHTのKm値は約10－5M

と高値で，A－diolからDHTへの変換は殆ど認められず，　DHTが副睾丸で高濃度に維持される機序

が存在していると推定される．この見解については，部位別，組織型および機能差に立脚し，アンド

ロゲンの代謝の詳細をin　vivo，　in　vitroの両面から明らかにしたい．

　さらに，5α一水素添加酵素の活性は種々のステロイドホルモンの影響を受ける．C21およびC19－

4△－3－oxosteroidに属するものが最も強度な活性阻害作用を有し，その形式はいずれも競合型阻害で

ある．また，酢酸クロルマジノンやエチニールエストラジオールはin　vivoではその阻害作用は弱く，

in　vitroで強力な活性阻害を示す．

　また，ratの実験であるが，精管を結紮すると，5α一水素添加酵素の活性は特に副睾丸尾部で著明な

低下を示す．このことは，精子の通路が遮断されることによりDHTの生合成が抑制され，精子の破壊

処理作用が作動する機序の存在が示唆される．

　一方，精子がfoward　progressive　motilityの能力を獲得する場は副睾丸の体部後方から尾部にかけ

てである．近年，cAMP，　foward　motility　protein（FMP）は精子の成熟に伴って高濃度になること

が報告されている．また，sialomuco－protein，　lipoprotein，　lipid，　motility　inhibiting　factor，　ion，　PGs

等を含むepididymal　plasmaの種々な因子と精子成熟との関連性については未解決な問題が多く残さ

れている．そこで，放射1生methionineをepididymal　ductに灌流し，その組織内生成物を分離して精

子成熟に関わる因子について考察する．

　副睾丸の機能を解明し，その的確な情報と手段に基づき精子の成熟と妊孕能の再現を人為的に可能

にすることは，妊，不妊の臨床に極めて重要な今後の課題である．
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シンポジウム1一①

哺乳動物におけるSperm　Microinjection

京都大学農学部畜産学教室

　　　　　細　井　美　彦

　精子の顕微注入技術は，近年，精子頭部の正常な前核形成能，卵細胞質と核質の関係および精子と

卵子の融合などの研究にとって有効な手段となってきた．上原ら（1976）によって，顕微注入された

ヒト並びにハムスター精子頭部が前核形成することが確認されて以来，様々な方法の顕微受精につい

て報告されている．我々の研究室のウサギにおける顕微受精では、無処理の新鮮精子をマイクロマニ

ピュレーターで保持し，新鮮排卵卵子に注入した後，60％以上の卵子に前核形成が見られ，30％近く

の卵子が分割した．更に，2匹の移植したウサギから各々1匹の産児を得た．

　今回は，次のようなこれまでの報告について考察を加えるとともに顕微受精後の発生能力の損失を

最小限にするような方法について検討した．1）透明帯に小さな穴を開け，精子の懸濁液中に曝す．

2）囲卵腔に精子を注入し，細胞膜との自然融合による受精を待つ．3）精子を細胞質中に注入し，

強制的に受精する．

　ここで示したようにウサギの受精においては，受精能獲得，更に卵子細胞質膜との融合などの複雑

な過程を経ることなく強制的に受精を行って産児の得られることが示された．更に，囲卵腔内への精

子注入でも産児が得られることもマウスで示されている．これらの結果から，精子の顕微受精技術は

受精生理学の研究に利用できるのみならず，乏精子症や精子と卵子の結合が免疫学的に阻害されてい

る症例に応用できる可能性が示唆された．
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シンポジウム1一②

“ 2－Cellブロックの打破要因”

京都大学産婦人科助教授

　　　　　野　田　洋　一

　体外受精による不妊治療が広く行われるようになったが，妊娠率自体は今尚決して満足するべきも

のではない．世界的に見ても胚移植当りの妊娠率が30％を越える所は少なくむしろ限られた施設での

み高い成功率が得られている．体外受精施行施設によって成功率に格段の差がみられる事は未だヒト

生殖現象に対する理解が不十分であって，ヒト胚発生をin　vitroで十分にコントロール出来ないこと

を意味しているものと理解しうる．

　体外受精法による治療成績を向上させ，なおかつ安定した成績を得るためにどうすれば良いのかに

ついては考慮すべき点が数多く存在する為に一口に述べることはできないが，自然妊娠の場合と比べ

て大きく異なる過程であるin　vitroにおける胚培養条件について注意を払う事は当然必要であろう．

　哺乳類の胚培養は種々の目的のために盛んに行われているが必ずしも十分な培養技術が確立されて

いるわけではなく，各々の種に於てstage　specificな胚発育停止の現象が知られている．例えばマウス

では2－Cell或は4－Cellで，ハムスターでは2－Cellで胚発育が停止する（2－Cell　Block）．この様なin

vitroでの胚発生がうまく進行しない現象を解析しそれを克服することは一見うまく行われているかに

見えるヒト胚培養にも有用な知見をもたらすものと期待される．

　2－Cell　Block成立の要因を解析する目的でマウス前核期胚を器官培養を行っている同種卵管内へ移

植するとblastocystにまで発生することが確かめられ，また同種卵管内膜上皮とco－cultureを行うと

胚発育に対して促進的効果がみられた．また同種子宮内膜上皮とco－cultureを行うとhCG後38時間

の2細胞期胚に対しては促進的効果がみられた．この様にin　vivoではみられない2－Cell　Blockが卵

管環境の欠落でもたらされることが示唆されるがこの現象を支配する本質については不明である．本

シンポジウムではco－cultureの胚発生に及ぼす効果について述べると共に生体由来の種々の高分子成

分が2－Cell　Blockに及ぼす影響についても言及する．
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シンポジウム1一③

胚　と　EPF

慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室

　　　　　　　　　　末　岡　　　浩

　妊娠超早期に哺乳類母体血中に出現する糖タンパクであるearly　pregnancy　factor（EPF）は，　in

vitroにおいて，抗リンパ球抗体による末梢血中リンパ球のロゼット形成抑制を増幅する．EPFの発見

以来，この作用を以て，EPFの検出が行なわれているが，未だEPFの生体内作用の解明はなされてい

ない．EPFの検出時期は動物種によって多少異り，受精後，マウスで6時間，ウサギ16時間，ラット，

ヒッジ，ブタ，ヒトは48時間で血清中にEPF活性が検出される．何れにせよ，受精後早期，即ち着

床前にすでに循環血液中に出現することから，胚と母体間で交換されるシグナルといえる．着床環境

への影響や生体内作用の示唆は，精製が完全でない現在，議論尚早であるが，EPFの検出自体，受精

現象の察知と胚の予後推知という臨床的意義は充分である．

　また，EPFの検出系の改善や生物学的活1生の解明には，完全精製，または少なくとも部分構造の決

定が必須であるが，現在の検出系の繁雑性・安定性・消費時間等や精製素材の量的問題から，多くの

研究者が部分精製にとどまっている．本シンポジウムでは，EPFの生理および生化学的検討を報告す
る．

　家兎を用いたin　vivoおよび卵巣・卵管の体外還流実験から以下の知見を得た．

　1）血中EPFは妊娠経過中，二相性の出現傾向を示し，種によって妊娠期間が異るにも拘らず，受

精後に間もなく出現した活性（early　EPF）は着床直前に一時低下，ないし消失し，着床後再度出現し

て，second　trimesterまで活性を持続する（late　EPF）．

　2）着床前に出現するEPFは，受精後3時間以内に卵管と卵巣で産生される．卵巣・卵管は各々，

EPFの成分を産生し，各成分自体はEPF活性を示さないが，両成分が共に存在した際にのみ活性を示
す．

　3）EPF産生の惹起には，即ち両成分の産生には受精卯が必要であるが，一方，未受精卵の存在は

卯管成分のみの産生に関わっている．early　EPF産生の誘起には前核期から桑実胚までの時期の早期

胚が必要であり，前核期で最大のEPF産生を示す，

　4）血清中のEPFは，　Ammonium　sulfate沈澱法により，2分画に分離され，上清分画は卵管産生

成分，沈澱分画は卵巣産生成分に類似性がある．

　5）卵管産生成分は直接リンパ球に吸着し，卵巣産生成分は卵管産生成分に付着してEPF活性を示
す．

　6）初期胚から産生されることが報告されている血小板活性化因子（PAF）は，外性PAF投与実験

から，EPF産生をin　vivoで2時間，　in　vitroの卵巣・卯管で30分以内に誘起する．　PAFは卵巣，

卵管において両成分産生を同時に誘起し，この産生成分は，妊娠初期の産生成分と抱合実験上，一致
する．

　EPFの生化学的検討に関しては，ヒト尿由来タンパクから　（1）DEAE－Cellulose（2）Con　A　Se－

pharose　（3）anti　hCG－Sepharose　（4）Anion　exchange　fast　protein　liquid　chromatography　（5）

逆相HPLC　（6）SDS－PAGE　（7）amino　acid　sequencing等の手段を用いて得られたEPFの精製

および構造解析に関する知見を報告する．
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シンポジウム1一④

胚細胞核の全能性

農林水産省畜産試験場室長

　　　　　　角　田　幸　雄

　哺乳動物の初期胚に分離切断，集合，注入あるいは核移植などの発生工学的処置を加えて産子を

生産する研究が畜産分野では盛んであるが，その目的とするところは胚細胞核の全能性を調べること

によってクローン動物（一卯性双子などを含む）を作出することである．本日のシンポジウムでは，

胚細胞核の全能性について演者らが行なっている研究を中心に、若手の文献的考察を加えて話題提供

したい．

　これまで，マウス，ラット，山羊，めん羊の2細胞期胚を1個ずつの割球に分離（1／2胚）し，それ

ぞれをレシピエントに移植することによって一卵性双子が得られている．すなわち，哺乳動物では2

細胞期胚の割球は，全能性をもつことが明らかである．畜産の分野では，この基礎知識を牛の受精卵

移植にとり入れるため，より簡便な一卯性双子作出技術が開発されている．

　めん羊の1／4胚の移植によって1例ではあるが一卵性4つ子が得られている．また，マウスでは4

細胞期胚の核移植によって産子が得られている．

　1／8胚をレシピエントに移植した場合の産f生産率はきわめて低い（めん羊）かゼロ（マウス）であ

る．1／8胚に他のキャリア胚あるいは単為発生卵を集合することによって，一卯性5つ子（めん羊）や

4つ子（マウス）が得られている．また，マウス，めん槍や牛8細胞期胚の核移植によって産子が得

られており，これらの動物種では8細胞期胚の少なくとも半数以Lの割球は全能性をもつことが明ら

かである．

　3．5日齢マウス胚盤胞内部細胞塊（ICM）を単離後，他の胚盤胞へ注入し，レシピエントに移植する

ことによってキメラが得られている．また，4．5日齢のPrimitive　ectoderm細胞あるいは胚盤胞を継

代培養して得たES細胞の注入によってもキメラが得られている．すなわち，ICM→Primitive　ectoderm

に至る細胞系列の細胞核は多能性をもつことが明らかである．また最近，マウスではPrimordial　germ

cellsの核移植も行なわれており，再構築胚は少なくとも体外で胚盤胞期まで発育することが確認され

ている．
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シンポジウム1一⑤

卯の成熟分化機構の代謝学的分析

東京大学医学部産科婦人科学教室

堤　　　　　治・矢　野　　　哲

綾部琢也・藤原敏博
　卵は遺伝子に規定された一定の方向性をもって成熟分化し発生する．この初期発生の過程にたいす

る関心は高まってきたが，卵が微小であるという方法論的制約により，その研究は卵核崩壊（GVBD）

や卵割，胞胚形成など形態学的指標によるものが中心であった．我々は微量定量法である酵素的サイ

クリングを応用し卵の生化学的代謝学的分析を行ってきた．特に，解糖系の律速酵素であるphospho－

fructokinase（PFK）およびhexokinase（HK）活性がそれぞれ卵成熟および分化（8細胞期以降）に

ともない上昇するという知見を得た．今回は，これらを指標として初期発生のメカニズムを代謝学的

に分析した成績を報告する．

　LH刺激により卵は成熟するが，　in　vivoでもin　vitroでも核の成熟（GVBD）と細胞質成熟（PFK

活性上昇）は平行して進行した．Prostaglandin（PG）産生をindomethacinにより抑制すると核およ

び細胞質ともに卵成熟は抑制され，PG補充により回復した．これよりPGは卯成熟を促進することが

示唆された．さらにA－kinase系を賦活し核の成熟を抑制下でも，PGは卵のPFK活性をノt進させる

ことから，PGには細胞質成熟にたいする直接作用もあると考えられた．また，　PGは卵一一・卵丘細胞の

情報伝達を制御していることも示唆された．最近，細胞増殖因子であるepidermal　growth　factor（EGF）

が卵および卵丘細胞に対する作用を有することが明らかとなり，卵一卵丘細胞の情報伝達におけるEGF

の意義についても検討中である．

　初期発生のおよそ8細胞期より胚は自己のDNA転写による情報発現を開始する．我々は8細胞期よ

りのHK活性上昇が胚自身のDNA転写およびタンパク合成によるものであることをあきらかにした．

さらに，その活性上昇のトリガーとして胚自身が産生するプロゲステロンが作用することを発見した．

すなわち，2細胞期胚の培養系にtrilostane（TRL：プロゲステロン産生酵素の特異的阻害剤）を添加

するとHK活性上昇は用量反応性に抑制され，プロゲステロン補充により抑制は解除された．プロゲ

ステロンと同時にその拮抗剤であるRU38486を添加するとプロゲステロンの作用は抑制され，プロゲ

ステロン作用が特異的であり，その受容体を介したものであることが示唆された．初期胚自身の産生

するステロイドホルモンが特異なautocrine的機序により自己の成熟分化に作用すると考えられる．
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シンポジウムII一①

精巣上体における精子成熟過程

帝京大学医学部泌尿器科学教室

　　　　　　　押　尾　　　茂

　ヒトを含む哺乳類精子は精巣で精子形成，完成過程を経て作られ，精巣上体を頭部から尾部へ通過

するにつれて成熟が最終的に完了し，受精可能な精子となる．このように精巣上体は精子の成熟過程

に重要な役割を果たしており，その構造と機能について多くの報告がある．

　本シンポジウムにおいて演者は，精子の成熟過程における精巣上体分泌液の役割，精巣上体精子の

受精能力，精巣上体移動に伴う精子表面性状の変化などについて最近の知見を紹介するとともに，我々

の研究成果についても併せて紹介したい．

　すでに我々は精巣上体における精子の成熟過程を研究する一環として，精子の細胞密度（比重）に

着目し，各種哺乳類精子の射精精子あるいは精巣上体尾部精子に密度勾配遠心用担体パーコールを用

いた精子細胞密度分析を行い，その精子分布に一峰1生と二峰i生の二種類が認められることを報告して

いる．さらに同じ動物について射精精子と精巣上体尾部精子の密度分析を行うと，両者はほぼ同じ分

布パターンを示すことを見い出した．これは，密度分布パターンの違いが，動物による精子形成の違

いによるものであることを示唆している．また，精子は精巣上体移動による成熟過程でその細胞密度

を増加させるという報告があり，我々の方法を用いてヤギ精巣上体の各部位（頭部，体部，尾部）か

ら得た精子の密度分析を行った．その結果，各部位の精子密度分析の間には大きな差異は認められず，

精子は精巣上体の成熟過程においてはその細胞密度を劇的に変化させていないことが示された．しか

しながら，細胞密度分析では捉られないような微小な変化が起こっている可能性が考えられる．そこ

で精巣上体移動に伴う精子膜性状の変化を観察するために，精子の脂質に着目した．ハムスター精巣

上体頭部及び尾部精子を用いた分析の結果，両部位の間で全脂肪酸量には大きな差異は見られなかっ

たが，脂肪酸の炭酸鎖の伸長と不飽和度の増加が認められた．さらに，ステロール組成を検討すると

頭部精子では殆どがコレステロールから成るのに対して，尾部精子ではコレステロールは10％以下し

か含まれず，その組成は大きく異なっていた．精巣上体の精子成熟におけるステロール組成変化の生

理的意義はいまだ不明であり，今後の解明が待たれる．
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シンポジウムII－一②

ヒト精巣上体機能

部位別にみた内分泌学的，組織学的特異性

横浜市立大学医学部泌尿器科講師

　　　　　　　　木　下　裕　三

　精巣上体は，内部を通過する精子の成熟に関与しており，この機能はアンドロゲン作用によって維

持されると一般に考えられている．この精子成熟にかかわる精巣上体機能は，かならずしも精巣上体

全長にわたって均一ではなく，部位によって成熟精子の出現する頻度も異なっている．そこで，アン

ドロゲン代謝能に注目して，5α一還元酵素活性を精巣上体頭部から尾部に至る4分割した領域で比較

してみると，精巣上体の部位によって著しい活性の差が認められた．ヒトとラットでは，この酵素活

性の部位別分布の特徴に大きな隔たりがあり，ウイスター系ラットでは頭部の5α一還元酵素活性が体

部・尾部の約10倍と，極めて高い活性が頭部の比較的に狭い範囲に限局して存在しているのに対し，

ヒトでは頭部から尾部にかけて漸減しては行くものの，体部・尾部にも高い酵素活性が認められてい

る．さらに，ヒト精巣上体では頭部の先端部に5α一還元酵素活性をほとんど有しない部分があること

が特徴的である．このような部位による活性の差と，内部組織構築の関係をさらに詳細に調べる目的

で，精巣上体を0．25Mショ糖液内で凍結し，クライオスタットにて，頭部先端より尾部に向かう，厚

さ20μmの連続凍結切片を作製した．このうち1mm間隔に1枚の切片は組織像検索用としてHE染

色を行ない，その間の各切片は逐次回収してホモゲネートを作成し，1mm毎の5α一還元酵素活性の

測定に供した．このようにしてヒト精巣上体頭部を連続切片で調べてみると，頭部先端より約1cmま

での酵素活性が著しく低く，数mmの移行部を経て，高い5α一還元酵素活性を有する部位に移行して

いる．ヒトの場合，頭部先端部の組織像は，明瞭に異なる二つのコンパートメントに区分されており，

一つは輸出管，他は副睾丸管より構成されている．このうち5α一還元酵素活性に寄与しているのは副

睾丸管の部分であることは明らかであり，したがって内分泌学的には，輸出管は5α一還元酵素活性の

低（非）活性領域，副睾丸管は5α一還元酵素の高活性領域と，両者は極めて異なった性質として特徴

づけることが可能である．このような部位による内分泌学的特徴を直ちに精子成熟との関係に結び付

けることはできないとしても，臨床上，精管副睾丸吻合術や人工精液瘤造設術を行なう際に，精巣上

体のどの部位に吻合するかを決定したり，あるいは，それらの術後成績を解析する場合に考慮してお

くべき問題点と考えている．
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シンポジウムII一③

精巣上体管収縮機能（contractility）と

プロスタグランディン

山口大学医学部泌尿器科講師

　　　　　　瀧　原　博　史

　精子成熟過程に密接な関連を持つ精巣上体での精子輸送の機序については，男子不妊症の病態生理

解明の為と同時に，有効な男子経口避妊薬開発の為にも近年注目されている．

　ほとんど運動性を有しない睾丸および精巣上体近位部の精子輸送には，睾丸臼膜，精細管の収縮機

能が密接に関連し，睾丸臼膜や精細管の収縮運動（contraction）は，　Prostaglandin（PG）F2。により

促進され，PG　Eにより減弱させられ，　PG合成阻害剤により阻止されることが報告されて来た．また，

精巣L体尾部においては，PGによりcontractilityの増強とPG合成阻害剤による弛緩とが知られてい

る．しかしながら，精巣E体尾部にくらべて，壁の平滑筋や神経支配に差のある精巣上体頭部におけ

るcoTitractilitvにおよぼすPGの影響については，必ずしも明らかではない．

　従来，iE確な観察，測定が困難であった精巣上体管のcontractionを記録するため，　videomicrography

systemを使川し，　ill　vitroでのラットの頭部精巣L体管のcontractilityにおよぼすPG　F2。，　PG　Eお

よびアセチル・サリチル酸の影響を検討した．PG　F2。は，生理的濃度の範囲でcontractionの頻度，

振幅ともに促進的に働き，PG　Eは逆に，抑制した．これらに対して，アセチル・サリチル酸は10－3～10－2

Mでcontractionを強く抑制した．

　さらに，睾丸，精巣一ヒ体各部（頭部，体部，尾部）および精管におけるPG　F2。，　PG　E濃度の検討

では，PGEはPGF2。の4～7倍の高濃度であり，臓器部位別ではPGE，PGF2．ともに，睾丸にお

いて最も低く，精管において最も高く，精巣L体では，頭部，体部，尾部ともに睾丸と精管の中間の

濃度であった．また，精巣上体各部の間では，PG濃度に有意の差は認められなかった。

　これらの所見から，PGは近位精巣上体管contractilityにおける重要な調節因子と考えられ，精巣上

体における精子輸送に密接な関連を持つことが示唆された．

　さらに，当科において考案試作した山口大学型人工精液瘤の造設経験につき，追加報告する予定で
ある．
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シンポジウムII一④

精子運動能と前立腺機能

香川医科大学泌尿器科学教室講師

　　　　　　　　　安　川　明　廣

目的

　精嚢部分は前立腺由来13％～33％，精嚢由来46％一一80％といわれ，このうち前立腺液は精子の運

動性や生存能に対して欠くことのできない役割を担うといわれている．他方，精子運動能がこれまで

客観的に把握できる手段がなかったせいであろうが，精子運動能におよぼす精漿中の化学的成分との

関連性についてはほとんど解明されていない．

　今回私達は，CRYO　Resources社により開発されたCel1SoftTM　Systemを用いて精子運動能の各種

パラメーターと精漿中酸性フォスファターゼ（ACP＞，クエン酸（CA），亜鉛（Zn），スペルミジン（Spd），

スペルミン（Spm），プトレッシン（Put）を測定し，これら前立腺由来の化学物質と，精子運動との

関連性について検討を行ったので報告する．

研究対象と方法

1．研究対象

　対象は47例の健常成人男性，7例の男子不妊症患者で総計54例（平均年齢：29±5歳）より用手

的に採取された精液55検体を用いた．

　精液は射精直後より室温下で30分～120分かけて液化させ，CellSoftTM　Systemにより精子運動能

を測定した．測定後精液は3000rpmで15分間遠心し精漿を分離，これを一20℃で凍結保存した．

2．研究方法

1）精子運動能の測定

　Cel1SoftTM　Systemにより

　①精子濃度（Concentration）

　②精子運動率（Percent　Motile）

　③精子速度（Straight　line　velocity；Vsl）

　④直線性（Linearity　of　forward　progression；Lin）

　⑤精子頭部の振幅の最大値（Maximum　lateral　head　amplitude；max　LHA）

　⑥精子頭部の振幅の平均値（Mean　lateral　head　amplitude；mean　LHA）

　⑦鞭毛拍動回数（Beat　cross　frequency；BCF）

について，定量解析を行った．

2）ACP測定
　精漿中のACP活性はP一ニトロフェニルリン酸を基質とし，　Jauhiainenらの方法に従って測定した．

3）CA測定
　精漿中のCA濃度は，クエン酸リアーゼを用いる酵素法（べ一リンガー社Fキット使用）により測

定した．

4）Zn測定
　原子吸光法により測定した．

5）Spd，　Spm，　Put測定

　精漿より蛋自脂質を除去したのち，蛍光検出器を用いた高速液体クロマトグラフィーによりSpd，　Spm，
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Putを分析定量した．

6）統計学的処理

　すべての測定値について，コンピューターによる多重解析を行い相関を求めた．

研究成績

1．CellSoftTM　Systemの検査結果

　（1）精子濃度とPercent　Motileは正の相関がみられたが，　max　LHAおよびmean　LHAには負の相

　　関がみられた．

　（2）Percent　MotileとLin，　max　LHA，およびmean　LHAには正の相関がみられた．

　（3）VslとBCFに正の相関がみられた．

2．精漿中，ACP，　CA，　Zn，　Spd，　SpmおよびPutについてZnとPutの関連性を除き、互いに正の相

関がみられた．

3．精子運動能と精漿中ACP，　CA，　Zn，　Spd，　SpmおよびPutについて

　（1）ACPとBCFは負の相関がみられた．

　（2）CA，　Spd，　SpmとConcentrationには正の相関がみられた．

　（3＞SpdとPercent　Motileには，正の相関がみられた．

考案

　以上の結果より，①精子濃度と前立腺機能はクエン酸，スペルミジン，スペルミンを介してつなが

りがあるが，従来からいわれていた，酸性フォスファターゼとは関連性がみられなかった．②スペル

ミジンは，Motilityに対し促進的作用が認められた．③精子運動の質のうちBCFは精漿中酸性フォス

ファターゼ濃度の増加に伴い抑制される．④精子濃度の増加に伴いVslとLHAはむしろ減少した．

　すなわち，精子濃度，Motility，前立腺機能，精子運動の質には相互の関係がみとめられ，精子運動

を微妙に調節する機構が存在すると考えた。今後はこれらの作用調節機構を解明する必要がある．
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シンポジウムII一⑤

副性器感染症と不妊

神戸大学泌尿器科

　　岡　田　　　弘

　両側性精巣上体炎後の閉塞1生無精子症による男性不妊の場合を除き，副性器感染症（特に精のう炎，

前立腺炎）と，男性不妊との関連は不明な点が多い．この理由として，①精液からの病原微生物の培

養同定が困難な事，②精液中のimmature　spermatogenic　celIと白血球の鑑別が困難な事，③女性側

因子が加わるためにwell　controlled　stydyが困難である事が挙げられる．これらの諸問題を解決する

ために，①に対して，精液よりのより良い病原微生物の分離法を検討するために，膿精液症患者を対

象に，その精液を多層パーコール法によって5分画に分け，各分画における細菌の分離同定を行った．

その結果につき検討を加える．②に対しては，白血球表面に発現しているがspermatogenic　cell上に

は発現していないHLA抗原を抗HLAモノクローナル抗体を用いて免疫組織化学的に検討した結果，

HLA抗原の有無が自血球との鑑別に有用であった．さらに，精液中のリンパ球サブセットに関しても

それぞれのサブセットに特異的なモノクローナル抗体を用いて妊孕例の証明された群，膿精液症の有

る不妊群，膿精液症のない不妊群について比較検討した．③に対して，女性側因子を排除した精子妊

孕力の客観的指標としてハムスターテストを採用し，膿精液症患者を対象として，抗菌化学療法前後

でその成績を比較検討した．臨床検体より最も高率（35％）に分離されたU．　urealyticumの場合，化

学療法による除菌前後でハムスターテストの成績に有意差は無かった．他の菌種についても臨床経過

と合わせて報告する．この他，in　vitroにおいて細菌，　U．　urealyticum，　C．　trachomatisで感染させ

られた精子について，精子形態の変化，精子運動のパラメータ（運動率，運動速度，運動パターン）

の変化，精子自己凝集発現の有無，子宮頸管粘液への侵入性の変化などについても言及する予定であ
る．
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シンポジウムII一⑥

閉塞性無精子症に対する外科療法

昭和大学泌尿器科助教授

　　　　　吉　田　英　機

　男子不妊症の原因として，精路の通過障害による無精子症は10％前後を占め，その中の20～50％

は先天性精管欠損症であるといわれている．

　これらの閉塞性無精子症に対する外科療法として，結核などの炎症やソケイヘルニア根治術の際の

損傷による部分的な閉塞に対しては，精管一精管吻合術，精管一精巣11体吻合術あるいは精巣上体管

の延長などによる精路再建術が行われ，最近の顕微鏡下手術によりその成績の向一Lが見られる．しか

し先天性両側精管欠損症や広範囲に亘る精路の閉塞がある場合にはこれらの精路再建術を行い得ない

ことが多い。このような場合に精子採取法の1つとして人1二精液瘤造設術が施行される．

　今回，雄牲副性器障害の臨床モデルの1つである先天性両側精管欠損症を初めとする閉塞性無精子

症に対する人工精液瘤造設術の成績と現状，さらに将来の展望についてまとめてみたい．

1）人工精液瘤の組材
　生代材料として1955年のHanleyによる羊膜の応用以来，大伏在静脈や精巣固有鞘膜が用いられ，

1980年代からは代用血管や独自に開発されたいわゆるalloplastic　spermatoceleが用いられるように

なって来た．我々も白井が開発したcup－shaped　silicon　prosthesisをさらに改良し，現在では経皮的

穿刺を容易にし，かつ精巣上体のみでなく精管内挿入型としても利用できるMultiple－purposive　artificial

spermatoceleを開発し用いている．

2）人工精液瘤造設術の成績
　我々は現在まで，先天性両側精管欠損症の14例に対し18回，炎症やソケイヘルニア根治術後の両

側精管閉塞8例に対し17回の人工精液瘤造設術を試みて来た．その結果，先天1生両側精管欠損症では

15回で精子の採取が可能であり，その中運動精子と認めたものは9回であった．一方精管閉塞症例で

は全例精子の採取が可能であったが，運動精子を認めたものは11回であった．現在まで運動精子採取

時に計48回の配偶者間人工授精（AIH）を試みたが，妊娠には成功しなかった．

3）先天性両側精管欠損症に対する人工精液瘤造設術の意義

　Belkerらは91例の先天性両側精管欠損症に対し130回の人工精液瘤造設術を試み，7例（7．7％）

に妊娠成立を見たが，術中に精巣上体管内精子が運動1生を有した例でもその20％以下にしか妊娠成立

を見なかったことから，術中に精巣上体管内に運動精子を認めない場合にはalloplastic　spermatocele

造設術の適応とはならないと述べている．しかし精巣網からの精子による妊娠成功の報告や，我々の

経験から，複数回の人工精液瘤造設術を行った精管欠損症の4例中2例で2回目以後に運動精子を認

めたことから，一応試みる意義はあると考えられる．ヒト精巣上体精子の受精能の問題を初めとして

解決しなければならない課題は多いが，いわゆる“hopeless”といわれて来たこれらの閉塞性無精子症

の治療法の確立が切望される．
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1－1
ラットのproestrusゴナドトロピン放出に対する各種ステロイドの影響

　帝京大学医学部産科婦人科学教室

○大川とみ，粟田松一郎，荒川聡子，神戸川　明，沖永荘一，荒井　清

【目的】経口避妊または子宮内膜症の治療に用いられる合成ステロイドは，抗ゴナドトロピン作用を有

することが知られている。今回我々は，6種の合成ステロイドをラットに急性的に投与し，proestrus
のゴナドトロピン放出に対する抑制効果を比較検討した。

【方法】成熟雌ラットを用い，diestrusの1330hに，　progesterone（P），norethisterone（NET），

1evonorgestrel（LEVON），　desogestrel（DESOG），3－keto－desogestrel（3㎜り），gestrinone
（R2323），denazol（DAN）を2n91kgまたは20㎎1なg皮下投与した。　ラットはproestrusの1630hに断頭屠

殺し，血中LH，　FSH，　Pと下垂体中LH，　FSH含量，視床下部中LH－RH含鮭をRIA法で測定した。
【成績】proestrus　1630hの血中LHは，2噂1勾のP，　NET，　LEVON，3KETO－D，　R　2323で対照群に

比べ有意に減少した。NET，　LEVON，3KETO－G，　R　2323と20㎎μgのPでは2剛匂のPより強
い血中LHの抑制が見られた。　DESOGではLHIll｛の減少を認めず，　DANは20mg／kg投与でLHが減
少した。LH　surgeを抑制したNET，　LEVON，3KETO－D，　R　2323と20n9／kgのPは，　proestrusの血中

FSHも同様に低下せしめた。血中PはLH，　FSHと並行して変動し，ゴナドトロピン抑制作用の強い

NET，　LEVON，3KETO－D，　R　2323投与で有意に減少した。下垂体中LH，　FSHは，血中への放出抑
制を反映して組織含量が増加した。視床下部median　eminenceのLH－RHは低下傾向を示し，　NET，

DAN投与群では，対照群に比べ有意に減少した。
【結論】diestrusの午後に投与した合成progestinは，視床下部下垂休系に作用して排卵前のゴナドト

ロピンsurgeを抑制した。　DANの抑制効果は軽度であった。

1－2 Ist　IRP　LHを標準LHとしたLH測定一LH　pulseとEstrogen
positive　feedback

東京大学医学部附属病院分院産婦人科

o西井　修，竹内　亨，岡村　隆，高橋　稔，柳沼　忘

L

【目的】我々は，従来からの所謂「視床下部」性無月経をLH　pulseとestrogen　positive　feedback（Epf）

の有無から再検討してきた。これらのためにlflt中LH濃度を，2nd　IRP　HMGを標準LHとした二抗休法によ

り測定してきた。今回，これをIst　IRPLHを標準LHとしたLHIRMAにより測定し得られたLH
pulseとEpfを，前の方法により得られたものを比較検討した。【方法】4人の無月経患者のLHpulse
とEpf，2人の無月経患者のLHpulseを観察した。　LHpulseのために前腕静脈の留置カテーテルから
20分毎に採血し，Epfのためにestradiol　dipropionate　5　M9筋注後毎日7日間採血した。なおこの間

にLHRH25μg静注によるLH放出反応も観察した。これらの血一iH中のLH濃度を一括して上記二法に
より測定した。【結果】全77検体のLHの最小値，最大値，平均，標準偏差と変動係数は，二抗体法（X）
とIRMA法（Y）において夫々（LH－mIU／mの，9．5，47　0．　4，56．　4，89．　1，　L57と1．4，131．8，15．　5，

24．9，1．60であった。両者の関係はY＝－0．05＋0．27Xであり相関係数（R）は0．99（pく0．01）であった。

X≧30において，Y＝1．73＋O，　26　X，　R；α98（p〈O．　01）であり，　X〈30において，　Y＝－O．　14＋O．　24X，

R＝O．　54（p〈0．Ol）であった。従来，我々はLHpulseの存在の定義として，急速な上昇andlor緩徐な

下降を有し，このピーク値と最低値の差が5以上のものとしてきた。今回IRMA法により二坑体法と相

似のLH　pulseを描くことができた。　X≧30においてX縞5の時Y＝3．08であり，　X〈30においてX＝5
の時Y＝　1．　04である。X＝30の時Y＝9．80である。両法により描かれたEpfはまた相似であった。

【結論】従来のLHpulseとEpfの定義は，　I　RMA法によって得られたものに対しても本質的には同じ
である。今後，これを基準にしてprospect　ive　studyを進めたい。
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1－3 正プロラクチン血性続発無排卵症におけるestrogenのpositive　feedback作用

について

徳島大学医学部産科婦人科

O近藤　肇，武本幹彦，森下　一，背野敏博

【目的】正プロラクチン（PRL）血性無排卵症ではかなりの症例においてLH分泌に対するestrogen（E）の

positive　feedback機構が作働していることが認められている。しかしFSH分泌に対するEのpositive　feedback

機構の作働の有無についてはいまだ判然としていない。またEのgonadotropin分泌に対するpositive　feedback

は視床下部を介してではなく，直接下垂体に作用して生じるとの報告が多い。そこで我々は正PRL血性続発無排

卵婦人において，EのFSH分泌に対するpositive　feedback機構が作働しているか否かを検討し，次いでEの
positive　feedbackの作用部位は下垂体のみであるかどうかを究明した。【方法】1）正PRL血性続発無排卵症

41例および正常月経周期8日目の10例にPremarin（P）20　mgを静注し，注射前，注射後24，48，72時間に採血し，

血清LH，　FSH濃度を測定した。2）正PRL血性続発無排卵症および正常月経周期7日目の5例にa）LHRHlOμg
を静注し，注射前，注射後30分に採血，b）LHRH注射後24時間に採血後P20mgを静注，　c）P静注後72時間に採

血後，LHRH10μgを静注し，30分後に採血を行い，血清LH，　FSH濃度を測定し，　P注射24時間前と注射72時
間後に行ったLHRH負荷に対するLHとFSHの反応比（d，，　LH／ti．．　LH，　dn　FSH　／d．en　FSH）を検討した。

【成績】1）正PRL血性続発無排卵症41例中15例にLHのpositive　feedback反応がみられたが，　FSHは1例
のみであった。2）LH，　FSHのpositive　feedback反応がみられた症例ではdn　LH／d．．　LH，　d・，FSH／∠覇FSH

比はそれぞれ5．0±1、25，2．42±O．38であった。3）P注射後にLHとFSHのpositive　feedback反応がみられな

かった症例でもd7，LH／d－．　LH比は3．37±O．86，　d72　FSH　／d．pt　FSH比は2．14±O．33と1以上でP注射72時間後の

LH，　FSHの反応は充進していた。【結論】1）正PRL血性続発無排卵症においてはFSH分泌に対するEの
positive　feedback作用の欠如が排卵障害の一因である可能性が，2）Eのpositive　feedback作用部位は下

垂体のみならず，視床下部にも存在する可能性が示唆された。

1．4
高TSH血症を示す不妊症の検討

　東京女子医科大学産婦人科　　東京女子医科大学母子総合医療センター＊

○安達知子　，菖蒲由美子　，岩下光利゜，篠崎百合子

　大平　篤　，武田佳彦　，坂元正一゜

　1987年5月から1988年5月までに、不妊（含不育）を主訴として来院した25～42才の女性は272名で
あり、このうち、TSHが5．6μU／血ユ以上の高値を示した者は、24名で約9％を示した。24名の分析では、原

発不妊15例（甲状腺疾患合併2例），続発不妊6例，習慣性流産3例でそれぞれのTSHの平均値土SEは、
7．2土1．4μU／血ユ，5．6±tOμ晦1，1t5士4．OμU，／miであった。血中T3値，　frθθT4値は、全例正常範囲にある

ものの、T3，　frθθT4共にやや低い傾向を認めた・排卵は21例に認め、無排卵5例のうち1例は下垂体
microproユactinol凪を合併していた。プロラクチン（PRL）値25ng／m1以上および20－25㎎／ln1（含TRH　teet

によるIPRL高値群）は、前者8例，後者9例で、合せて全体の70．8％を占めた。
　現在、高TSHを認めた24例中12例に、　T4製剤単独、または、　T4製剤とプロモクリブチン（Br）の併用療法

を行い、5例に妊娠を認め、T4製剤継続投与で2例に生児を、1例は妊娠継続中である。ま7Z　v　7例に

Br単独投与を行い5例に妊娠を認めるものの、2例が自然流産に至っているo
　高TSH血症を示す不妊症では、　T3，　frθo　T4は正常範囲に保たれているものの、甲状腺機能が低下状態

にあることが推測され、多くは、排卵障害は認めないものの、妊娠成立および妊娠維持に対して、何らか

の影響を与えている可能性が示唆される。また、高PRL値を示すことに関しては、　TRHを介すPRL制御機

構が関与していると推測される。

」
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1－5 下垂体性ゴナドトロピンの標準品を用いたIRMA法による血中LHおよびFSH

測定キットの基礎的および臨床的検討

徳島大学医学部産科婦人科学教室
○苛原　稔，植田敏弘，漆川敬治，安井敏之，兼松豊和，東敬次郎，

　背野敏博

1

【目的】ゴナドトロピン標準品として下垂体性のLHはWHO　lst．　IRP－LH，　FSHはWHO　2nd．　IRP－HPGを

採用し，モノクロナール抗体を用いた血中LH，　FSH測定の新しいlmmunoradiometric　assay（IRMA）

測定系が開発されたので，全国18施設の共同研究として，基礎的および臨床的検討を行った。
【対象と方法】スパックーSLH，スパックーS　FSH（第一一ラジオアイソトープ社製）について，各種の

基礎検討を行うと共に，各年齢の正常男女，妊婦，各種内分泌疾患患者血清にっいて，RIAキットと比
較しながら臨床検討を行った。

【成績】両新測定系の最小検出感度はともにO．　1　mlU／meで，測定可能範囲は0．5～200mlU／meであり，測定

内と測定間変動係数はそれぞれLHが2．8％と1．9％，　FSHが1．5％と2．6％であった。添加回収試験の成績

はほぼ100％であり，また他のホルモンとの交叉反応性は低く測定には影響しないと考えられた。また，RIA

法との相関ではLH（R；O．925，　N－2918），　FSH（R－O．965，　N－3119）と共に高い相関を示したが，回帰式は

LHでY＝O．265X＋0．376，　FSHでY－0．717X＋0．328と，測定値はRIA法に比べ，　LHでほぼ1／4に，　FSHは

2／3になっていた。臨床検討では，正常成人男子のLHは3．　3　mlU／me，　FSH　4．3mIU／me，正常成人女性の

卵胞期のLHは3．1mlU／me，　FSH　5．7mIU／meと測定値は低くなっているが，正常男女，各種内分泌疾患

患者におけるホルモン測定，LH－RHテストの結果は従来のRIA法と比較して遜色なく，さらに妊娠中
の測定では，hCGによる交叉が殆どないためRIA法の値より低値を示した。
【結論】以上の結果より，両新測定系は従来のRIAキットに比べ迅速性および簡便性に優れ，感度，精
度，正確度，再現性とも満足できる測定系であり，測定値も臨床状態とよく一致していた。今後，血中
LH，　FSHの測定に広く利用されると思われる。

1－6 ヒト血中LHの測定：rad　ioimmunoassay，　enzyme－i㎜unoassayおよびin　vitro

bioassayの比較検討

愛媛大学医学部産科婦人科学教室
○松元隆、北川博之、矢野浩史、杉並洋、松浦俊平

　近年単クロン抗体を用いたヒト血中LHのenzyme－i㎜unoassay（EIA）測定法が開発された。今回、同
法による測定値を従来の多クロン抗体を用いたradioi㎜un。assay（RIA）法およびin　vitro　bioassay法に

よる測定値と比較検討し、EIA測定法の有用性について検討した。【方法】EIA法には持田エルモテツク
ー LIIを、　RIA法にはミドリ十字社LHI25キットを、　in　vitro　bioassay法にはマウスLeydig　cell　testo－

sterone　assayを用いた。測定に際していずれも精製ヒト下垂体LH（68／40）をスタンダードとして使
用した。種々の条件下の成熟婦人血中LH値をそれぞれの測定法を用いて測定し、各測定値にっいて一一一一一
次回帰法を用いて比較検討した。　【結果】相関係数はEIA：RIA・o．767，　EIA：Bio・o．815，　RIA：Bio・o．945

でありそれぞれ有意の正の相関を認めた。しかし、低値域ではRIA測定値はあきらかにBio測定値より高
かった。一方、EIA法による低値域での過大評価の程度は少なかった。　【考察】単クロン抗体を用いる

ことにより低値域でのover－estimationはある程度回避できた。ホルモン活性を論ずる場合、あくまで

もその生物活性を指標とするべきであり、この観点からも単クロン抗体の使用が有用であることが示唆
された。
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1－7 IMMUNORADIOMETRIC　ASSAY（IRMA）法によるIVF－ET時の血中
LUTEINIZING　HORMONE（LH）の測定

慶懸義塾大学医学部産婦人科学教室

0岡　親弘，牧野恒久，元山鎮雄，田渕一1二志夫，酒井　淳，飯塚理八

　IVF－ETの際に下垂体ホルモンの血中濃度を迅速かつ正確に捉えることは重要であるが、今回われわ

れは新しく開発された抗LHモノクローナル抗体を用いたIRMA法により1fil中LH濃度を測定し検討を
加えたので報告する。

　対象は正常月経周期（n＝99）、正常妊娠（n＝119）、IVF－ETの婦人1rn清（n二9）とした。全測定は

90分以内に終了し、従来の二抗体法による測定値との相関は0．77であった。正常月経周期では卵胞期、
排卵期、黄体期の血中LH濃度はそれぞれ4．26±0．35mlU／ml（mean±S．E）、16．6±3．32mlU／m且、12．1±

2．9mIU／mtであった。正常妊娠中においては、初期の4～7週では26．0±2．3mlU／ml、漸減して12～15

週では12、1士2．　9mlUとなり、その後は妊娠末期まで低濃度で持続した。以上の結果より妊娠中下垂体

からのLH分泌能は抑制されていることが示唆された。一方、従来の二抗体法RIAにより測定した血中

LH濃度は、　hCGの干渉をうけるために血中hCG濃度の変動と同様の変動を示した。さらにIVF－ET
においては、IRMA法で測定した血中LH濃度は採卵時期に明らかなpeakを示すが、従来のRIA法に
よるとhCGの干渉をうけるために明確なpeakを示さず台形状の変動を示した。
　IRMA法による血中LH濃度測定は感度が高く（測定限界0．05mIU／ml　）、測定時間が短く（インキュ

ベーショソ時間45分、総測定時間90分以内）、かつhCGの干渉をほとんどうけない（交叉反応率
0．16％）ため、正確かつ迅速に血中LH濃度を測定可能であり、　IVF－ET等の臨床に応川しうると考え
られる。

1－8 WHOの下垂体標準品を用いた場合の正常婦人の血中、LH・FSH，　LHRH

テストにおける値の検討

大分医科大学産科婦人科学教室

O酒井　美鈴、松岡　良，森　宏之

　現在我国で汎用されているLH・FSH測定キットは，2nd．　IRP　HMGを標準品として用いているが，
世界的傾向からみたときには下垂体性標準品を用いるのが一般的となっている。そこで。WHOの下垂

体性標準品である1st．　IRP　LHと2ndF　IRP　HPGを標準品として用いて，inmlunoradiometric　assayに

よりLH・FSHを測定するSPAC－S　LHおよびFSHキットを用いて正常女性の月経周期，妊婦、正常女

性にLH－RHテスト，PCOにおけるLH－RHテスト時のLI1・FSH値を検討した。
　その結果①正常女性の卵胞期のLHは・62±4．4　（mlU／hze・　M±SD以下同じ），FSHは7．3±3、4・黄体期

ではLH：2．4±3．0，　FSH：4，0±1．6であった。閉経期においては，　LH：28．3±12．0、FSII：66．1±22．8で

あった。②2例の月経週期の経日採血では，mldcycleに平均でLH：469・FSH：19．2のピークがみら
れた。③用いたSPAC－S　LIIでは妊婦の血中LHは，測定感度以下のO．5mlU．／m4以下であった。
④正常卵胞期婦人はIOOμ9のLHRH負荷により60分後にピークが出現し・その値はLH：26．4±1・5．1・・

FSH：12．4±52であった。黄体期の反応性は卵胞期より若干低い傾向がみられた。⑤PCOのLH基礎
値は14．6±5．7．FSH基礎値は10．1±3．1で，　LH／FSH比は1．5±0，4で，旧来PCOのLII／FSH比が3以

上とされていたのに比して低かった。またLIIRH負荷によろ頂値はLll：85．9±54．7，　FSH：22，4±6．1

であった。

　以上のようにWHOの下垂体標準品を使用したSPAC－S　LII・FSHキットでえられる値は・旧来の
2nd　IRP　HMGで表現される値のLHでは25％，FSHでは69％であったが、　SPAC－Sによる測定値
と旧来のRIAキットの相関には高い直線性がえられた。世界的傾rrljからみても我国においても，WI1O

標準品を用いてLH・FSHをあらわしてゆくことが今後必要と思われた。



（903）221

1－9 FSH，LH含量の異なる2種類のHMG製剤の臨床効果の検討

賛育会病院　産婦人科

○合阪幸三，友成廉平，吉松　淳，多和田哲雄i，国保健太郎，吉田浩介

　近年，LH含量の少ないHMG製剤を用いた排卵誘発成績がいくつか報告されている。そこで，当科
不妊外来において従来のHMG製剤と比較してその臨床効果を検討した。
〔方法〕昭和63年1月よb当科にてHMG療法中の患者15例を対象として，パーゴナル⑨（FSH二
LH≒1：1＞k・よびHMG「日研」⑪（FsH＞〉＞LH）の2種類を各周期毎に交互に使用し（パ＿ゴ

ナル⑧47周期，HMG「日研」⑭42周期），総投与量，排卵率，妊娠率，卵巣過刺激症候群（OHS

S）発生率詮よび黄体中期血中estradioi（E＞，　progesterone（P）値について比較検討した。症例の

内訳は．下垂体機能不全3例，黄体機能不全3例，内分泌学的PGO症例（FSH≦15mlU／麗，　LH
≧30mlU．／me，　LH－RHに対するLHの過剰反応を示すもの）5例toよび当科のルーチン検査で明らか
な不妊因子の見つからない，いわゆる磯能性不妊症例4例であった。

〔成績〕①HMG総投与量はPCO症例に於いてHMGr日研」⑥の方がパーゴナル④よb少ない傾向
が得られた（1476・2±624．5iu　vs．1892．5±712．4　iti）が、有意の差はなかった。②排卵率（94．7％vs．

95．4％），妊娠率（11。4％vs．12．5％）も両者に有意の差はなく，黄体中期血中E値（1426．5±921．8　vs．

1392．5±1　02　2．6　pS／hge），　P値（42．5土29．3　vs．44．7±30．1　nS／nd）にも著変はなかった。③OHSS発生

頻度はHMGr日研」璽・一ゴナル⑧でそれぞれ7／42醐（16．7％）．9／47周期（19．・％）とほOe同等であっ

たが，PCO症例では3／16周期（18．8％），5／19周期（26．3％）と低下傾向がみられた。
〔結論〕LH含量の少ないHMG「日研」⑭は，pcO症例において副作用発現を防止し有効であると
思われた。他の排卵障害例にお・いてもパーゴナル⑭に比較してほぼ同等の臨床効果を有するこ
とが明らかとなった。

1－10 pure　FSHとHMGの臨床的，基礎的比較

東京大学産婦人科

○久具宏司，石川弘子，武谷雄二，水野正彦

（目的）pure　FSHのPCO症例に対する排卵誘発効果が報告されている。今回内因性gonadotropin（Gn）

分泌の減少している症例にpure　FSHを使用し，血中Gn値，　estradiol（Eρ値に与える影響を検討し，
HMGと比較した。またラット穎粒膜剰11胞培養系に両者を添加し，　aromatase活性に及ぼす影響を検討し

た。　（方法）（iやGn基礎値及びLHRH反応性の低下しているhypogonadotropic　hypogonadismの4例に

pure　FSHまたはHMGを5日間連日1501Uずつ投与し，前後のLH，　FSH，　E2値を測定した。〈b）Wlstar
系雌ラットにPMSを投与し，2日後に穎粒膜細胞培養を開始した。48時間後にpure　FSHまたはHMG
を含有する培養液でmedium　changeを行い，さらに6時闘のincubationの後に3H．。labelled　androstane．

dioneを添加し，放出される3H20の放射活性を液体シンチレーションカウンターでカウントした。
（結果）①HMGにより4例中3例で，投与前29，45．27（pgl　me）であったE2値が5日後には各々312，367，

228（pg／　nd）と上昇し，1例は無変化であった。②一方，　pure　FSH投与では全例無変化であった。③血

中LH値はpure　FSH，　HMGのいずれによっても変化はなかった。④血中FSH値は全例でいずれの場
合も同程度の上昇が見られた・⑤頼粒膜細胞培養系にpure　FSH（10mlUt　me）を添加した群のaromatase活

性は対照の22．4％増加した。（p＜0．05）一方，HMG添加群では対照に比し有意の変化は認められなかっ

た。⑥pure　FSH（100mlUt　me）にhCG（IOOmlUime）を同時に添加したところ，　pure　FSHのaromatase活性

誘導作用は減弱した。　（結論）in　vitro系ではpure　FSHの方がより効果的にaromataseを誘導した。一

方，hypogonadotropic　hypogonadismの症例に対してはE2産生を指標とした場合HMGの方が有効であ
った。内因性Gnが極度に低下した状態では葵膜細胞の機能分化には外因性のLHが必要であり，　FSH
のみでは卵胞発育は不充分と解釈される。
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1－11 PCO症例に対するpureFSHとhMGによる排卵誘発の比較

。難藏離趨石川雅彦飛麟邦桝・弘司

〈目的＞PCO症例に対して、ヒト尿FSHを純化したpureFSH（pFSH・1A751U．　LHO．11
1U以下）を用い、その排卵誘発効果を検討しhMGと比較した。〈方法〉対象はPCO症例21例、52周

期（pFSH群11例・13周期、　hMG群15例・36周期）で、月経周期5日目よりpFSH又はhMGを
1日1501U連日投与しCM所見、超音波所見、　E2値で卵胞発育をモニターし、併せて各種ホルモンを

測定した。〈成績〉①pFSHによる排卵誘発成績は、症例別で100X（hMG群100Z）、周期別で81．2
Z（94．4X）、妊娠率9．1Z（33．3Z）であった。排卵に成功したpFSH群13周期をhMGと比較すると

FSH投与量　21．9±4。2A（hMG群　15．3±3．56）、投与日数　10．3±L7H（7．7±1．78）と有意に

多かった。hCG切換時CM量は0．47±0．15ml（O．45±0．23）、最大卵胞径は19．2±3．94mm
（19．5±2．29）と両者に差はみられなかった。切換時の血中E2・t直は696．4±591．7pg／ml（1239．2

±833．9）と低く、卵巣過剰刺激症候群の発生はpFS｝｛群では認められなかった（hMG群14．7X）。

②pFSH療法とhMG療法を同一症例に施行すると、血中E2値は投与5日目までは両者に差はないが、

6日目よりhMG群が高くなb、日数と共にその差は大きくなる。誘発開始時とhCG切換時の血中
LH値をみると、　hMG群では変化しないが、　pFSH群は切換時に有意に低下した。超音波上卵胞発

育をみると、hMG群では投与開始3－5日目より多数の卵胞が確認されるが、　pFSH群では6日目
ごろより小数しか認めない。卵胞発育速度はhMG群では急峻であり、　pFSH群では緩徐である。

hCG切換時発育卵胞数は、　pFSH群よりhMG群の方が多い傾向を示した。〈まとめ＞pFSH療
法による排卵誘発は、卵胞の発育が緩やかであり、副作用が少なく、コントロールし易い治療法であり

PCOの症例に有用と思われる。

1．12
多嚢胞性卵巣症候群に対するpure　FSHの間欠投与の試み

慶懸義塾大学医学部産婦人科学教室

○田辺清男，竹原祐志，芝　　徹，佐野陽子，飯塚理八

　最近、HMG製剤に含まれるLH成分を取除いて、出来るだけpureなFSHにする試みがなされ、また
臨床にも応用されつつある。我々もLHを0．11U以下しか含有しないpure　FSH（Metrodin）を、多獲胞

性卵巣症候群（PCO）患者に間欠的に投与する機会を得たので報告する。

　患者は内分泌学的にPCOの診断基準を満たした7例15局期である。うち3例は以前にMetrodin
の筋注法による投与を受けたことがあり、残りの4例は間欠投与のみである。投与法はニプロ社製の
infusion　pump　SP－31を用い、90分毎に筋注し1日1501Uとなるように調製した。また可及的に採血

し、種々のホルモソを測定した。
　結果は、症例別では7例全例（100％）が排卵した。周期別では15周期中排卵に至ったのが12周期
（80％）あり、4周期（20％）で排卵しなかった。卵巣過剰刺激症状（OHSS）は7例中2例（29％）に発生

し、周期別では排卵した12周期中3周期（25％）に起こり、1例では2周期に発生した。また1例で途
中より2251Uに増量することにより排卵し、次周期でも同様に増旦し、排卵して妊娠に至った。結果が

まだ判明しない1例を除き6例全例が妊娠に至り、全例が単胎である。以前にMetrodinの筋注法を受

けるも妊娠しなかった3例も妊娠に至っている。
　排卵した周期では投与後より順調に血中estradio1は増加し、それに伴って1fi1中LHは減少した。

　観察した15周期のうち1周期において内因性のLH　surgeが起こった可能性が示唆された。
　今回の成績では排卵率、OHSS発生率等は筋注法と余り変わらなかったが、妊娠率は明らかに高かっ

た。しかしまだ症例数が少なく今後の研究が必要である。
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1－13 同一PCO症例に対する律動的皮下投与法によるhMG，日研hMGの比較検討

　杏林大産婦人科

○南野智徳，中村幸雄，山田春彦，占田圭子，生方良延，高橋康一，鈴木正彦

〔目的・方法〕我々のcriteriaをみたすPCO　Va対しhMG（Pergona1）を90分毎に律動的に皮下投与し

排卵誘発を行い（hMG法）、この方法で妊娠しなかった5例に対し、日研hMG（FSH：LH；1：e．09～
0．02）を同一方法にて投与し（日研hMG法）、同一症例の排卵率、卵巣過剰刺激症候群（OHSS）発生
率、hMG使用量、ホルモン動態、妊娠成績等を比較検討した。
〔成績〕hMG法：5例24周期に行い22周期（91．7％）排卵、5周期（20．8％）OHSS発生、日研hMG法：

5例19周期に行い、17周期（89，5％）排卵、6周期（31．6％）OHSS発生した。　OHSS発生例は、いずれ

も軽症で自然に軽快した。hMG法、日研hMG法間の排卵率に差はないが、従来LH含有の少いhMG
では低いと報告されているOHSS発生率は、日研hMG法では向い傾向（P＜O．2）を示した。排卵迄に裏し
たhMG量は、　hMG法：M±SE；2454±2101U、日研hMG法：1862±1561Uと日研hMG法が有意
（P＜0．05）に少なかった。BBT高温日数はhMG法：13．5±0．7日、日研hMG法：15．2±0．5日と日研hMG

法の方が長い傾向（P〈0．2）を示した。排卵前のE2，黄体期中期E2，黄体期中期P値は，各々hMG法：
3919±1192p7／／me，5598±1394p9／記，52．7±9．4　ng／紀，日研hMG法：2637±499p9ン／me，3061±565

pg茄4，79　．5±11．4n所‘6と，　E2値には差はないが、黄体期中期のPは日研hMG法の方が有意（P〈0．01）

に高かった。hMG法が妊娠しなかった5例中4例が日研hMG法にて単胎妊娠した。
〔結論及び考案〕日研hMG法はhMGと排卵率に差はなく、　OHSS発生率はやや高いが軽症であり排
卵までに要するhMG量、　BBT高温日数、黄体期中期のP値においてすぐれ、またhMG法で妊娠しなか
った5例中4例妊娠したことは、日研hMG法が、　PCOに対する排卵誘発法として有用であることを証
明している。

1－14 HMG－HCG療法における卵胞発育モニタリングの変遷とOHSS発生率の
推移

大阪大学医学部附属病院産婦人科，＊徳島大学医学部附属病院産婦人科
○藤田善子，田坂慶一，三宅哲夫，倉智博久、寺川直樹，三宅　侃，
　谷澤　修，青野敏博＊

【目的】HMG－HCG療法が，　hypogonadotropic　hypogonadismを呈する不妊婦人に対して非常に

有効な排卵誘発法であることは論をまたないが．卵巣過剰刺激症候群（OHSS）と多胎妊娠という
2つの副作用も無視できない問題である。超音波検査による卵胞発育モニタリングや迅速かつ簡便な

尿中エストロゲン測定キットの導入により，HMG－HCG療法における排卵率，妊娠率，　OHSS
発生率等がどのように変動してきたかについて検討した。　1方法】昭和49年より昭和62年までの14年

間にHMG－HCG療法を施行した不妊婦人540人，1424周期を対象とした。卵胞発育モニタリング
としては，昭和49年当時は頚管粘液検査のみ，昭和52年よりは血中エストラジオール測定，昭和56年

からは超音波検査，そして昭和60年からは，簡易尿中エストロゲン測定キットによる尿中エストロゲ

ンの測定と年々モニタリングの方法は変遷し，その年次別の排卵率，妊娠率，多胎妊娠率，OHSS
発生率を集計した。　【結果】周期別排卵率に関しては，昭和49年時48．1％，昭和52年7L6％，昭和56
年74．6％，昭和62年71．3％と有意な変動はなく，周期別妊娠率も10～15％と著変はなかった。多胎妊

娠率も同様に20～30％と著明な変動は認めなかった。しかし，OHSS発生率に関しては卵胞発育モ
ニタリングの進歩に伴い，昭和49年では13．6％あったものが，昭和52年9．4％，昭和56年7．1％，そし

て昭和62年2．2％と著しい減少を示した。　【考察】今回の調査から，HMG－HCG療法に際して，
卵胞発育モニタリング法の進歩に伴い，排卵率，妊娠率，多胎妊娠率には明らかな変動は認めなかっ
たものの，OHSS発生率は著明に減少したことがわかった。卵胞発育モニター法として，超音波検
査による卵胞径の測定や簡易尿中エストPゲン測定キットによる尿中エストロゲン測定は非常に有効
であるといえる。
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1－15 hMG－hCG療法における
プロモクリブチンの併用効果について

東京医科歯科大学産科婦人科学教室
○鎌田　周作，坂本　秀一，都築　浩雄，生山
　木戸　　豊，小山　嵩夫，西　　　望

博，

【目的】　hMG－hGG療法においてbromocriptine（BRC）の併用が，卵巣のhMGに対する反応性
並びUc各種ホルモン動態に及ぼす影響について検討した。【方法】　clomiphene，BRC無効の正pro
tactin（PRL）血性無排卵症の9症例37周期を対象として，月経周，AYj　5日目よbhMGI501Uを連日筋

注し，卵胞成熟確認後hGG1万単位筋注により排卵を誘発した。そのうち19周期にはBRC2・5㎎を月経
周期1日目より連日経口投与した。hMG投与開始後連日午前10時に採血し，血中PRL，　Estradio1（E2），

Progesterone（1’e），　LH，　FSHをRIAにて測定した。各ホルモン増加値（△）は，　hCG投与日の測定値とhMG

投与開始日の測定値との差と規定した。【成績】　BRC併用群（N＝19，1群）並びvc　BRC未投与群（N　＝＝　18，
皿群）の排卵率は各・，84．2％（16／19），　61．1％（11／IS），・OHSS発生率は各・56・3％（9／16）・18・2％（2／1）・hMG総

投与量は各々1410土6151U，1185±2401U，黄体期中期の血中1）4値は各々33．9士35あ曜甜29．9士3a4　a9／”tlであり・

1群にて高い傾向がみられたが統計学上の有意差はなかった。1群の排卵成功周期（N　＝1　6・Ia群）1群の排卵

不成功周期（N＝3，Ib群）皿群の排卵成功周期（N＝11，皿a群）皿群の排卵不成功周期（N二7』b群）に脚ける△

PRL値は各々O．73±5．40，0．07±1．62，5．01±7、17，－4．40±4．79駈1であり，皿a群でのPRL値の増加が顕著で，

五a群と皿b群との間で有意差（P〈O．01）がみられた。各々の周期に卦ける△PRL値と△E2値，並びに△

PRL値と△P肩直の相関をみると，ともに1群においては，有意の相関はみられないものの，ll群にお
いては，各々7＝＝0．4878（1）〈0．05）r・＝O．7104（P〈0．01）と有意の正の相関がみられた。【結論】hMG

－ hCG僚法に齢けるBROの併用はhMG加療中のIM中PRL⊥昇を抑制するが，排卵誘発効果や典’体機
能には影響を及ぼさないことが明らかになった。

1．16 正プロラクチン血性排卵障害に対するクロミフェン，プロモクリプチン

併用療法に関する検討

　徳島大学医学部産科婦人科学教室

○安井敏之，植田敏弘，漆川敬治，兼松豊和，

　東敬次郎，苛原　稔，青野敏博

【目的】近年，ドーパミンアゴニストであるプロモクリプチン（Br）が正プロラクチン血性排卵障害に

対しても有効であることが報告されている。今回我々は，クロミフェン（Cl）無効の正プロラクチン血

性排卵障害に対し，Br併用治療を行い，各種内分泌学的検査ならびにLHのパルス状分泌の測定を実施
して，その作用機序の解明につき検討を行った。　【方法】血清プロラクチン（PRL）値が30ng／me　m下

であり，かつCl治療に無効な無排卵周期症および第一度無月経患者10例に対し，　Cl単独周期とCl，
Br併用周期にっいて，卵胞期中期（7日目）のLH，　FSH，　PRL値，排卵前期（15～16日目）のエストラ
ジオール（E2）値，黄体期中期（高温相7日目）のプロゲステロン（P）値を測定し，月経周期12日目に
LHのパルス状分泌の測定を行った。　【成績】10例のうちBrを併用することにより8例に排卵が認め
られた。排卵の認められた群においては，排卵期のE2は282±93から991±589　pg／m6へ（p〈O．　Ol），

黄体期Pは2．7±1．3から16．3±18．　4　ng／m6へ（p＜O．　05）といずれも併用周期が有意に上昇しており，　LH

のパルス状分泌については単独周期での頻度は1．38土0．86回／4時間であるのに対して，併用周期では
3．　75±O．・83回／4時間と有意（p＜O．　01）に増加しており，律動性分泌の回復が認められた。また排卵の認

められなかった2例においては，排卵期E2および黄体期Pはいずれも低かったが，　LHのパルス状分泌
については，その頻度はO．　5±O．　5回／4時間から3．0±0回／4時間に，また振幅についても3．8±3．　8から

＆2±1．9mlU／m9　sc上昇していた。【結論】以上の成績より，　Brの作川としてLHの律動性分泌を回復

させる可能性が示され，その結果として排卵に至ったものと考えられ，Cl単独にて排卵の認められな
い症例に対するCl，　Br併用療法の有効性が作用機序の面から確認された。
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1．17 排卵障害例に対するMetharmor但一Fの効果

大阪医科大学産婦人科学教室

O奥田喜代司、佐伯理男、後山尚久、杉山修成
宮崎和典、大田　栄、奥田弘賢、杉本　修

（緒言）各種ホルモンの混合剤であるMetharmon＠F（MIIF）の臨床効果については多くの報告があるが、

その内分泌学的検索の報告は少ない。今回、排卵障害例のみられた主に未婚婦人にM！iFを投与し、その
臨床効果および内分泌学的に検索を加えたので報告する。

（対象および方法）排卵障害例の11例のうち7例ではMHF　6錠1回投与し、投与前より4時間後まで採
血し、5例ではMHF　Z錠／日の14～28日間投与前後で15分間隔で3時悶採血した。また、これら症例を
含む排卵障害例（第1度無月経：i2例．第2度無月経：5例｝の17例でclomiphene療法とMHF　2錠／日
を併用し、その排卵誘発効果をみた。血中LH，　FSH，　prolactin，　estradioUE、），　testosterone　（T〕．

TSH，　T，，　T4をRIAで測定した。

（結果）MHF　6錠の1回投与により血中E、およびT値が有意に上昇し、　T、の上昇もみられた。　MHF　2錠

／日の14日間投与前後のLHの律動性分泌は5例中3例で基礎値，　LH　pulseの振幅および頻度の増加が認

められた。MHFとclomipheneの併用療法で、第1度無月経の12例中9例では排卵が誘発され、3例では
MHFのみで排卵がみられるようになった。またclo皿正phene単独では無効であった第2度無月経例の5例

中2例でMHFとの併用で排卵が誘発された。
（考察）MHFの大量投与により血中T．　E、．　T、値などが上昇し、　MHFの長期投与により排卵障害例の一

部でgonadotropiTiの律動性分泌の改善がみられ、排卵誘発作用を持っことが明らかとなった。

1－18 不妊症患者におけるlhyroしropin　relcasing　Hormone（TI｛H）負荷

試験の意義

　岐阜大学医学部産科婦人科学教室
o和田圭介、草西　洋、川鰭市郎、今井篤志、玉舎輝彦

　　当科不妊外来および内分泌外来を受診した47名の患者に対して、Lll一朗負荷試験とTRII負荷試験を
施行して、TRH負荷後のprolactin（PRL）の分泌動態の特徴を検討した。

　患者は、正常月経周期を示す群、稀発月経周期群、続発性無月経群、の3群に分け、さらに前の2群
にっいては、負荷試験を行なった時期により、月経周期第1日tt］　（Dl）より第5日目〔D5）までに検査した

場合、第6日目から第9日目の間に検査を行った場合、第9El］以降に検査した場合の夫々について
TRH負荷後のprolactin（PRL）の分泌動態の特徴を検討した。

　またLH－RH負荷試験の結果からPolycystic　ovary　disease（PCO）様の分泌動態を示す群と、正常の分
泌動態を示す群とに分けて、夫々のTRH負荷後のprolactin〔PIU．）の分泌動態の特徴を検討した。

　その結果、Dl～D5の群では30分後のPRLの増加が大であった。　jE常月経周期を示す群、稀発月経周期
群とは、PRLの基本的な分泌バターンは類似していた。
　またPCO群とnon－PCO群との間には、1’Rfl負荷後のpro　lactin（P團．｝の分泌動態に差が認られた。
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1－19 妊娠例におけるTRH負荷試験の検討

岡山大学医学部産科婦人科学教室
O 新谷恵司，片山隆章，多賀茂樹，名越一介，林　伸旨，占部　清，
　吉田信隆，関場　香

　通常の検査では正プロラクチンlttl症であるが，夜間に一過性に血ttlのプロラクチン値の上昇する症例

のあることはよく知られており，そのためiEプロラクチン血症と判定するには種々の方法がとられてい

る。そのうちTRH負荷試験が一般的に行われているが，しかしその判定はいまだ一定の基準がない。
そこで今回我々は妊娠例におけるTRH負荷試験の結果を検討してみた。
　対象は当科不妊外来にて昭和61年2月より昭和63年5月までの間に妊娠し、月経開始後5日目までに

TRH負荷試験を施行した57例とした。TRH負荷試験はTRH500μ9静注法を用い，　TRH静注
前（前値）と静注後15，30，60，120分と採血を行いRIA法にてプロラクチン値を測定した。今回の
検討はプロラクチン値は前値とピーク値の2点で判定した。
　その結果まず前値により分けて検討を行ってもそれぞれのピーク値との間には一定の傾定は見られな
かった。また同様にピーク値により検討を行っても同様の結果であった。この事は1回のプロラクチン
の測定では潜在性の高プロラクチン血症を見逃す可能性のあることを示していると思われた。また今回
の対象57例のうち高プロラクチン血症として治療を行い妊娠した例（18例）では前値は18．9±4．6n
liL／me，ピーク値は142士53nS／meであり，正プロラクチン血症として無治療にて妊娠した例（38例）は

前値17．5±8．5，　そのピーク値は129土87であった。また今回の妊娠例のうち，検査を行ったその周
期に妊娠しており，また高プロラクチン血症等の治療も施行していないものが8例あり，その前値は

20．1士8．7またピーク値は104±47であった。以上の事からTRH負荷試験の前値は30以下が，またピ

ー ク値は150以下を基準とするとよいと思われた。

1－20 プロモクリプチソ療法の適応に関する検討

　一TRH負荷試験・LHRH負荷試験の結：果と治療成績に基づいて

筑波大学臨床医学系産婦人科

○辻　泰二，西田正人，岡本　一，目崎　登，岩崎寛和

　近年，多嚢胞性卵巣（以下PCO）の原因として，ドパミソ伝達系の異常やプロラクチソ（以下PRL）の性

ホルモソ代謝への影響が注目されてきており，PCOの中にもプPモクリプチン（以下B）が有効な症例が

存在することが指摘されている。我々は，PRL関連卵巣機能障害に対するBの至適投与量や至適投与期

間につき検討し報告してきたが，今回PCOとの関連をも考慮に入れ，不妊症におけるBの適応につき新

たに検討したので報告する。　【対象】当院婦人科不妊外来にて加療した370症例。対象全例に，TRH
500μg筋注負荷によるTRH負荷試験（以下TRH試験）とLHRH　100μg筋注負荷によるLHRH負荷試験（以

下LHRH試験）を施行し，その後の治療法と予後について検討した。　【結果】TRH試験で，血中PRL値が

前値20nglml以下かつ頂値100　nglml以下の症例をT正常群，これを逸脱した症例をT異常群とした。

一一方LHRH試験で，血中LH値が前値30　mlUlrn1以上ないし頂値150　mlU！m1以上かつLH／FSH比が2以上

というPCO型を示した症例をL異常群，示さなかった症例をL正常群とした。121例のT正常群中35
例（28．9％）がL異常群，249例のT異常群では69例（27．7％）がL異常群と，TRH試験の結果とPCO

型の間に一定の傾向は認められなかった。治療法としてB単独療法を選んだのは87例あったが，その
妊娠率は，T正常でL正常群25．0％，　T正常でL異常群50．O％，　T異常でL正常群43．1％，　T異常

でL異常群25．O％と，丁正常のPCOとT異常の非PCOに対し有効である傾向を認めた。一方，クロミ
フェソ・プレドニゾロソ併用療法を選んだ21例でL異常群に対し83．3％の妊娠率が認められた。
【考察】今回の結果から，PCOの発症機序を，ドパミソ伝達系やPRLの異常だけで説明するのは困難な

ことが示唆されたが，PCOの中にB単独療法による妊娠例が存在することは，　PCOの本態解明に手掛り

を与えるものと考えられた。
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1－21 黄体機能不全症を呈する不妊婦人に対するプロモクリプチン療法の効果予測の

検討

北野病院産婦人科　O越　田　光　伸
熊本大学産婦人科　　岡　村　　　均
京都大学産婦人科　　林　　　国　城　　森 崇　英

　黄体機能不全症に対するプロモクリプチン（Br）療法の有効性の予測，適応の指標を検討するため，

正プロラクチン性・正ゴナドトロピン性で黄体機能不全を認める不妊婦人81名，および対照として正常月経

周期を有する婦人15名に，TRH（250μg），　LH－PH（100μg）投与後経時的に血中PRL，　LH，　FSH値を

測定した。これら不妊婦人にBr1．25～25㎎を卵胞期初期より14日間投与しその効果を判定したところ，

妊娠28例（34．6％），黄体機能の改善を認めたもの32例（39．5％），無効21例（25．9％）で，有効，無効，対

照群別にTRH，　LH－RHテスト結果を解析した。
　PRL前値は各群で有意差を認めなかった。　TRHに対するPRL最大反応仙は，有効群は対照群に対し有

意の高値を示したが，有効群と無効群との間に有意差は認めなかった。一方最大反応率（最大反応値一前

値／前値）で比べると，有効群は無効群，対照群に比し有意に高い値を示した。PRL最大反応率別の
Br療法の有効率をみると，10．3以上のapparant　hyperrespon（lerで81％（27／33），8－10。3で86％（20

／23），8以下で52％（13／25）であった。LH－RHに対するLH，　FSHの増加値をPRL最大反応率別
に検討すると，10．3以上では各群に有意差を認めないが，8．0以下では，LH増加値は有効群で対照群と比

較して有意に高い値を示した。FSH増加値は，　PRL最大反応率10．3以上でも8．0以下でも無効群は有効

群，対照群に比し有意に低値を示した。

　黄体機能不全症を呈する不妊婦人に対するBr療法は，　TRHテストによるPRL最大反応率が8以上を
示す症例で約80％の有効率を示し，PRL最大反応率8以下の症例でも，　LH分泌予備能が充進した症例
にはBr療法は有効であるが，　PRL最大反応率にかかわらず，　FSH分泌予備能が低下した症例ではBr
療法単独では無効の場合が多いと予測出来る。

1－22 Male　Hyperpr・且actinemiaの2例

東京慈恵会医科大学附属柏病院泌尿器科

○小寺重行，後藤博一，長谷川倫男，金子立

目的；男子不妊，性欲減退を主訴とし、高プロラクチソ血症を認めた2例を経験したので報告する。症
例1：32歳，男性。主訴；男子不妊。初診日；昭和61年11月15日。経過；27歳頃よりインポテソツ，性欲
減退を認めていたが放置していた。8年前に結婚し、3年目に1人の男子を得たが、生後8ヵ月心疾患で死
亡している。既往症および身体所見に特記すべきことはない。検査所見；精液検査で精液量　O．6　ml，精子
数363×106／m1，運動率26％，奇形率6％，LH　5．6mlU∠ml，　FSH　3．2　mlU／ml，　PRL　1241ng／ml，　T　1．Ong／m且，　CT

検査にて石灰化をともなった下垂体腫瘍をみとめ、周囲への著明な浸潤を認めた。脳外科で腫瘍摘出を
おこない、術後経過良好である。症例2：38歳，男性。主訴；性欲滅退。初診日；昭和63年2月23日。経

過；昭和62年8月頃より性欲の減退を自覚し、インポテンツとなった。昭和51年に結婚、1人の子を有
する。既往症および身体所見で特記すべきことはない。検査所見；精液は採取できなかった。LH　5．8
mlU／ml，　FSH　3．8・mlU／ml，　pRL　870　ng／ml，　T　l．6ng／m1，頭部X－pでトルコ鞍の拡大を認め、　CTにて下垂

体の石灰化および腫大をみとめた。下垂体プロラクチン産生腫瘍と診断し、脳外科で摘出術を施行した。
術後の経過は良好で、性欲も正常化した。考案；男子不妊を主訴として泌尿器科で受診する症例のうち、

高プロラクチン血症例は極めて少なく、その発見は困難である。しかし、既往および経過を詳細に聴取
すること、特に既往症，たとえば塘尿病や精神疾患がないにもかかわらずイソポテソツ，性欲減退が徐

々に進行していることで、この疾患を疑うことができる。さらに男子不妊を主訴として来院した全例に

LH，FSH，Tを測定することに加えて、プ・ラクチンを測定することが重要である。治療については下

垂体プロラクチソ産生腫瘍では手術摘出で治癒可能で、摘出が困難な症例では抗プロラクチン剤の投与
を要する場合もある。
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1－23 人間ドヅクでの男性のプロラクチンスクリーニングとプロラクチノーマ症例

大阪大学医学部産婦人科学教室，＊徳島大学
○陳　祝芳，大道正央，山口正明，小池浩司，
　広田憲一，三宅　侃，谷澤　修，青野敏博＊

〈目的〉女性の高プロラクチン（PRL）Ifil症は乳汁漏出や無月経などの症状を早期に呈するために発
見は容易である。これに比べ男性の場合は症状が出にくいため進行した形で発見される病例が多い。男
性での高PRL血症やプロラクチノーマの頻度についての調査はあまりなされていない。今回，我々は
健常男性の高PRL血症のスクリーニングを行ない、プロラクチノーマの頻度を推定し，その内の2症
例の臨床経過も合わせて報告する。

〈対象およびに方法〉対象は人間ドックを受診した19才から80才まで4803名の男性を朝食絶食の上，

午前9時に採血した。PRLの測定はRIA法にて血清50μ1ずつ2検体を一組で，その結果が25
ng／mlを超えた場合はその組の検体を個々に再測定する方法を取った。

〈結果＞PRL値は50　ng／ml以上は12例，　その内100　ng／ml以上は3例で年令は全て40才代。自
覚症状は症例1では2年前より眼がかすむ，性欲低下があり，症例2では10年前より少量の乳汁分泌が

見られた。症例3は無症状であった。PRL値は症例1は1万ng／ml，症例2と3はともに500－700
ng／mlであった。　C　Tスキャンにより症例1はmacroprolactinomaヵ1，症例2はmicroprolactinoma
が疑われ，手術の結果も同様であった。術後2症例ともにPRL値は減少したが正常域にまで到らな
かったので術後パーロデルを1日5mg投与し，　P　R　Lは30　ng／ml以下にコントロールされている。
〈結論〉今回我々の調査により男性のプロラクチノーマは約1600例に1例の害11合でみられ，これは女性

の頻度の1／2になる。　従来の報告ではプロラクチノーマの頻度は男性と女惟の比率は約1：5である。

この差はマススクリーニングにより男性の潜在例が多数発見される可能性が示唆された。但し，PRL
のスクリーニングはcostと症状・治療の必要性との兼ね合いを考慮すべきである。

1－24 Prolactinoma症例の長期予後に関する全国調査

　徳島大学医学部産科婦人科学教室

○東敬次郎，植田敏弘，安井敏之，漆川敬治，兼松豊和，

　苛原　稔，青野敏博

　全国の主要な127施設の協力を得て，アンケート方式によりprolactinomaの自然経過および術後再

発率にっいて検討を行った。　【対象】対象はprolactinomaと診断後，無治療で自然経過を観察して
いる16症例（自然経過観察群）と，治療後に経過を観察している73症例（治療後経過観察群）であり，
それぞれの症例の血中prolactin（PRL）濃度，臨床症状，腫瘍径の推移にっいて検討した。
【結果】1）自然経過観察群（16例）；無治療で自然経過が観察されているのはmicroadenomaのみで
あった。血中PRL濃度は2例（13％）で初診時より50％以上増加し，2例（13％）で初診時より50％
以下に減少したが，大部分の症例（75％）では士50％以内の範囲内の変動にとどまった。臨床症状の

悪化は3例（19％）に認められたが，軽快したものも5例（31％）あった。腫瘍径が10㎜を越えて
macroadenomaに成長した症例は認められなかった。　2）治療後経過観察群①microadenoma（33例）；
治療終了時の血中PRL濃度が30ng／me以上であった症例（低下不良琳）は8症例（24％）であった。

一 方，治療終了時の血中PRL濃度が30ng／me未満に低下した症例のうち経過観察中に30　ng／m9以上に
再上昇した症例（再上昇群）は4例（16％）であった。また，再上昇群の25％に月経異常や頭痛の増

強が認められた。②macroadenoma症例（40例）；低下不良群は11例であり，血中PRL濃度の再上
昇率は14％であった。再上昇群の25％に頭痛の出現や増強が認められた。なお，PRL値が再上昇し
た群の治療終了時の血中PRL濃度は10ng／me以上のものが多かった。【結語】microadenomaは無治
療でも大部分の症例で血中PRL濃度や腫瘍最大径に大きな変動を認めなかった。　術後の症例では，血

中PRL濃度の再上昇率はmicroadenomaで16％，　macroadenomaで14％であった。また再上昇群
には治療終了時の血中PRL濃度が10ng／me以上であったものが多かった。
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1－25 単クローン抗体性酵素免疫法による尿中微量HCG測定

O本郷淳司，平野由紀夫，名越一介，友国弘敬，木山智之，野間　純，
安藤尚子，鈴木康之，金重恵美子，林　伸旨，関場　香

　岡山大学医学部産科婦人科学教室

【目的】単クローン抗体を用いた酵素免疫法（サンドイッチ法）による尿中微量HCG測定キット
Gonachrome50の臨床における有用性を検討した。
【方法】基礎体温高温相が14日～27日間持続している109例（正常妊娠39例，切迫流産予後良好14例，
切迫流産予後不良9例，子宮外妊娠3例）を対象として，のべ141検体のGonachrome　50キット（感度：

501U／L）測定をおこない，またHi－gonavisキットによる希釈尿測定（40、80．1601U／L）をおこない
比較検討した。

【成績】最終的な妊娠・非妊娠の判定から，Gonachrome　50の正診率は98％で，　false　positive　2％，

false　negative　O　iであった。3日前及び4日前にHCG50001U筋注した2例ではfalse　positiveを示
したが7日前に筋注した4例では陰性であった。Hi－gonavisキット401U／Lの判定では，妊娠の正診率
97％，false　positive　3％，　false　negative　O％でありGonachrome50との判定一致率94％であった。

Hi－gonavisキット801U／Lの判定では，妊娠の正診率98％，　false　positive　2％，　false　negative　O

％でありGonachrome　50との判定一致率96躬であった。このうちHi－gonavisキット半定量値が401U／

Lの8症例では，Gonachrome　50は正診率88％，　false　positive13％であり，またHi－gonavisキ

ット半定量値が801U／Lの9症例では，　Gonachrome50は正診率89％，　false　positive　11％で
あった。

【結論】尿中微量HCG測定キットGonachrome50は，測定操作が簡便で2分間に判定できる。今回の

検討では，fa】se　negative例はなく，また採尿前4日間内にHCG注射を施行した症例を除きfalse
positive例がなかったことから，早期妊娠診断に有用と結論づけられた。

1－26 Two－step　sandwich法応用ディスク式HCG　EIA　test（HCGテストパ
ック）の半定量判定による妊娠の早期予後診断

假野クリニック

0假野隆司

＜目的＞HCGテストパックの半定量判定によって妊娠の早期予後診断を行なうこと。
〈対象と方法〉基礎体温の高温が18日以上持続した129例についてBBT＋16　dayに血中HCGを
i251－RIAで、尿中HCGをHCGテストパックで測定した。　HCGテストパックの反応は垂直方向線の濃
度による以下の基準によって半定量判定した。
（一）；垂直方向線が認められない、（土）；垂直方向線は認められるが水平方向線より薄い、（＋）；

垂直方向線と水平方向線の濃度がほぼ同じ、（＋＋）；垂直方向線が明らかに濃い。
〈結果〉（一）、（±）、（＋）、（＋＋）と反応が増強するにしたがって血中HCGは有意に増加した。
血中HCG値から85例が妊娠と判明したが、この中の予後良好な32例のうち31例は（＋＋）であった。
（一）、（士）群では予後良好例は存在しなかった。（＋）群では15例中1例（6．7％）のみが予後

良好であった。

〈結論＞HCGテストパックは垂直方向線（水平方向線に比較して）の濃度で半定量判定が可能であり、
BBT＋16dayに（＋＋）を示す症例は妊娠の予後は良好であるが、（一）、（士）、（＋）の症例は

予後不良である。
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1．27
IRMA法を用いたLHおよびFSH測定キソトの使用経験

慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室

○福庭一人，田辺清男，小西康博，郡山　智，飯塚理八

　IRMA法を用いたLHならびにFSHの測定キットが最近開発され使用可能になった。そこで、今回我
々は第一RI社より提供されたLHおよびFSH測定キットを用いて、種々の患者より得られた検体を測定

することが出来たので報告する。
　測定原理はLH（FSH）のモノクローナル抗体の固相チューブに、標準試薬あるいは検体100μZを加え、

125　1で標識されたLH（FSH）モノクPt　一ナル抗体溶液100　ltL（約11万cpm）を添加して、室温で約3時間

振謹させ、反応液をアスピレートし、生理食塩液で洗浄した後再度アスピレートしてカウソトした。なお、

標準品としてLHはWHO　lst　IRP　LHを、　FSHとしてはWHO　2nd　IRP　HPGを用いている。検体は成
熟婦人計37名より約130検体を採取した。なお同社製の従来のキットを用いて得られたデータを対照とした。

　従来のキットにより得られた値をXとし、本キットのデータをYで表わすと、LHではY＝0．363X－5．543
（r；0829，n＝175）、　FSHではY；0．615X十5．106（r＝O．923，　n＝182）であり、　LHで約1／3，　FSHで

約2／3となることが分かった。卵胞期、排卵期および黄体期のLHとFSH値は、それぞれ6．1±2．6と
8、1士2．4（n＝37），41．9±14．4と17．2±6．8（n＝15）および47±2．6と5．3±1，8（n＝31）であり、予想

されたごとく排卵期で明らかに高かった。LHとFSHとの比では、卵胞期と黄体期との間では差がなく

約0．9であったが、排卵期では約2．6であった。PCO患者でのLHとFSHとの比は従来のキットでは2．9
であったものが1．7と減少し、卵胞期の0．8と有意差がかろうじて見出せた。妊婦より得られた検体は、

いずれの週数でも測定限界付近であった。
　本キットは従来のキットと比ぺて簡便であるが、新しい標準品を用いているために、LH／FSH比が変化

するなどの問題点もあることが分かった。

1－28 婦人恥冷皐域における1、ll，　FSHレベルの再検討について

　一　従来の二抗体法と風悟法の値の地較　一

」b毎道大学医学部産婦人科学教1まζ

o中野正幸、岩川良樹、林　1〔：路、計良光昭、岩田気齢」月、吉［H　博

　林　　宏、季発k範明、田中俊誠、藤本征一一郎

　LllならびにFSHの測定はわ力咽においては多くの場合、　LH，　FSHキット「第一一」によってなされている。

しかし、閉経後婦人の尿から採取した2nd　IRPh鵬を標準品としている、さらに、モノクローナル抗体を

使用していない、などのために撫淀値に若干の問題力｛残されている。第一一ラジオアイソトープ研究所が従

来のLtl，　F．Sl1キット「第一」に全面的な改良を加えて開発したスバックー9，　Ul，　FSIIキットを使用する機会

をえたので、その成績について報告する。【目的】スパックーS田，FSHキット（固相［盟砿・）と田，　FStl

キット「第一・」（二抗体法）により測定した血中Lll，　FSHレベルならびにLEVFSH　ratioの違いを明らか

にする。【研究方法】当科不妊・内分泌外来を受診したcIo皿iphene一田G－hCGによる排卵誘発を受けた婦

人、早発卵巣不全（POF）婦人、閉経後（P）fip）婦人、および多弱捷卵巣症候群（PCOD）婦人の51人、14ti検体

を対象とした。i，H，　FSI｛の測定は固相lRMAVi，二抗体法のk－1轍で行なった。固相IRMA法によるLHのintra－

assay　C．V，，inter－assay　C．V．はそれぞれ3．5％、6．5％で、　FSIIのそれらはそれぞれ2．6％、2．5％で

あった。【成績】（D周相Il磁・、二抗体法によるL1噸の柑関；柑隣縣数（r）が0．965とiEqt“－1い相関が認め

られた。（2）F訓直にっいてもr＝｛〕．930と高い相関が認められた。（3）二抗体法と固相1㎜法によるLH，

FSHの換算式は回帰式の傾きから以下のようになる。田（固相i［咽宍）＝O．30×Lll（二抗体法）、　FSII（固

相1㎜醸去・）＝0．67xF9．　Il（二抗体法）。（4）LIVFSI｛ratioは総てのPOFならびにP鋪P婦人で1．0以下となっ

た。POF婦人（1．24→0．54，　p〈O．OO1），Pm）婦人（1．30→O．64，　p〈O．02）いつれにおいても固柑1㎜法で有

意に低下した。【紺論】固相IRMA＃，によるLH，FS曜1はPCOD婦人、　POF婦人、更年期・閉経後婦人の視床下

部一下垂体一卵巣機能を検討する上で．従来の二抗体法による【」卜FSH値より優れていると思われる。
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1．29 SPIA法を用いた尿中LH検出試薬の不妊治療への応用

東京医科大学産婦人科

○入江　宏，清水洋一，山田悦郎，山縣邦彦，乗杉輝彦，中村文武，
　秋谷　　　　清

【目的】不妊症治療において正確に排卵時期を予知する事はきわめて重要である。現在，基礎体温，頸

管粘液，各種血中，尿中ホルモン値，超音波断層等が排卵の予知に利用されている。今回我々は最近開

発されたSo1－Particle　Immunoassayを原理とする尿中LH検出試薬「オルガノンLHカラー」の色
調変化と血中LH，E2，尿中LHを同時に測定し，結果を比較検討，排卵時期をより正確に予知するこ
とが可能か検討した。

【方法】対象は当科不妊症外来でclomid，HMG卵胞刺激した15例，正常月経周期婦人5症例の
計20症例。卵胞期から排卵期，黄体期におよぷ尿200検体について「オルガノンLHカラー」にて測定した。

測定は原則として朝夕の2回とした。同時にRIAによる1111中LH，エストラジオール，及びプロゲステ
ロン，尿中LH測定した。排卵日の推定「オルガノンLHカラー」の色調赤紫が退色し，背灰色へと変化と
超音波断層装置を用いて排卵の確認をした。
【成績】正常月経周期症例，clomid及びIIMG卵胞刺激症例における血中及び尿中ホルモン値の推移

と「オルガノンLHカラー」陽性の結果，血中LH値は，37～280mluノ紹，尿中LH値は，30～300mlu
lmeを示した。血中プロゲステロン値は，0．3～L6ng／meであった。「オルガノンLHカラー」陽性日
より24～72時間後に約80％が，基礎体温において高温層に移行し，血中プロゲステロン値は，2．1～2．　5

ng！meと上昇した。オルガノンLHカラーの偽陽性率は（200例中6例）3％を示した。
【結論】「オルガノンLHカラー」は，尿中LHを簡便な操作で，　LHサージを短時間で検出すること
が出来，RIAによる血中，尿中LHピーク値と，本検査法は，排卵前後で陽性から陰性へと変化し，
LHサージ検出に有効である。

1－30
電気抵抗を利用した排卵予知器（CUE）について

新潟大学医学部産科婦人科学教室

○佐藤芳昭，荒川　修，織田和哉，谷　啓光，竹内正七

レニン・アンギオテンシン・卵巣系を利用した排卵予知器であるCUE（7．e　tek，　Aurora，　Colorado）を

利用して，正常周期婦人での排卵予知の確率について検討した。
　このCUEは唾液および膣分泌物中の電気抵抗を測定するものであり，11例の婦人から30周期にわたっ

て，BBT，尿中LH，尿中E2（一部血中を含む），超音波エコーでの排卵予知との一致率をみた。口腔
内測定では排卵日に先立って7．3±L9日で判定出来た膣内測定では排卵の2日以内に落下があった。
　これらのことからこのCUEは不妊症における排卵予知とともに，避妊にも利用出来る可能性がある。
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1－31
LH　colorの臨床的有用性に関する検討

鹿児島大学医学部産婦人科学教室

O山元慎一，堂地　勉，竹内一浩，福元清吾，森　明人，永田行博

　不妊症の治療において排卵時期を予知することは極めて重要である。今回われわれは尿中LH検出試
薬（オルガノンLH　color）の臨床的有川性に関して検討を加えたので報告する。対象は不妊症患者22周期

（clomiphene療法12周期，自然刑期10周期）正常月経周期を有するボランティア20周期である。尿中LHは

オルガノンLH　colorを用い，起床時または夜9時に被験者に自ら施行させ判定させた。　LH陽性の出現時

期とBBTの推移，不妊症患者では経腔プローブ（横河RT3000，5MHz）を用いた卵胞径とLH陽性出現時
期との関連性を検討した。

　clomiphene療法群では，尿中LHは低温最終日とその前日に80％の周期ではじめて陽性にかわった。
LH陽性日の卵胞径は平均25mmであった。　LHモニターが不可能であった1例は卵胞径23mmから連続7
日陰性であったため，hCG筋注して排卵した。1例は月経周期の20，21，22日で陽性になり26日目で月
経発来した極端な横体機能不全の症例であった。自然周期ではLII陽性を示した日の卵胞径は平均19．5

mmであった。無排卵月経ではLH陽性とならなかった。
　以上より排卵誘発の有無にかかわらず，LHカラーは排卵を予知するのにきわめて簡便な方法である。

clomiphene療法では22～23mm，自然周期では16～17mmの卵胞径からLHカラーを開始すれば，頻回の
通院をしなくてもAIH，　AIDのタイミングがとれるため便利な方法と言える。

1－32 排卵予知にtsけるLHカラー②の臨床的有用性の険討

　賛育会病院　産婦人科

O吉松　淳，合阪幸三，友成廉平，多和田哲雄，国保健太郎，佐々木静子，
　吉田浩介

　尿中簡易LH検出試薬（SPIA法，LHカラー⑭）　を用いてその排卵予知に関する臨床的有用性に
ついて検討した。　〔方法〕当科不妊外来に通院中の25症例（下垂体機能不全5例．潜在性高prolactin

血症15例，PCO5例）の28周期を対象として，①BBT上排卵日と思われる日をはさんで前後3日
間．朝夕の随時尿をLHカラー②を用いて比色半定量した。同時に尿中及び当日午前中の血中LHをR
IA法にて測定しLHカラー②〔＋），←）群にわけて比較検討した。　②超音波断層法．　BBT上昇等によ
り確認した臨床的排卵日に於けるLHカラー⑭（＋）との経日的なずれについてretr。spectlveに検討した。

③尿中，血中のLH’の相関についても検討を加えた。　〔成績〕①LHカラー⑭（＋），←）群で尿中LHは

各々196．7±87．4vs．95．7士84．1mlU／協と（＋）群で有意に上昇していた（Pく0．01）。血中LHも各

々164．9±97．7vs．36．1士25．4mlUノ溜と前者が有意に高仙を示した（Pく0．01）。　②臨床的排卵日

では朝夕いずれも（＋）になる症例が大半で，正診率は100％であった。　③血中LHf直と採血後24時間

の尿中LH値は有意の相関を示した（r＝O．7612，Pく0．05）。　〔結論〕血中LHのピークから12～

30時間で排卵が訟こるとされている。今回の検討で尿中LHは前日の血中LHと相関しており，LH
カラー⑧（＋）となった日が排卵日となると考えられる。　このことは超音波断層法，BBTからも支持さ
れ随時尿をLHカラー⑩を用いて半定量することにより排卵の予知が容易に行ないうることが明らかと

なった。
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1－33 オルガノソLHカラーによる排卵日の

　　　モニタリソグに関する検討

越谷市立病院産婦人科　　　O臼井直行，田中　温，戸枝通保，

順天堂大学医学部産婦人科’　長沢　敢，lll本　勉，高田道夫’

　〔目的〕排卵時期を正確に予知することは不妊症治療の成績を向上する上で最も重要なことである。

今回我々は尿中LII検出試薬一オルガノンLHカラーを使用し排卵時期のモニタリングを行い，その有
用性について臨床的に検討したので報告する。　〔方法〕AIIIを目的とした患者の中でLHサージ閉
始前から排卵終了までを観察できた143症例を対象とした。毎朝7時から9時までの問に対象者を来院
させ，前日午後6時の随時尿と当日の早朝尿中のLHをオルガノンLHカラーとハイゴナピスで，また
エストロゲンをハィエストロテックで全例測定した・卵胞計測は日立EUB－410経膣プローブで排卵確認
まで毎日全例に施行した。AIIIのタイミングは前日の夕方または当日の早朝尿のいずれかが陽性とな
った同日の夜に全例施行した。LHカラーの判定は（一），，（±），（＋），（＋Dの4段階とし（±）以上を陽性と

みなした。　〔結果〕①LIIカラーの陽性率は97％（131／135）であった。②ハイゴナビスキットによ

るLH濃度とLHカラーの比較では1001U〃以上より陽性化を示し，2001U／e以上では約90％で
LHカラーは陽性を示した。③LIIカラーが陽性を確認した時点より排卵までの時間が24時問であっ
た症例は90％（111／123）であった。④GIFT目的などでHMGを多量に投与した症例では37．5％（3
／8）で偽陽性を示した。⑤AIH目的135例中7例（5％）でLUFを認めた。⑥AHI126例中11例で
妊娠に成功した。　〔考察・結論〕排卵予定日2～3日前から，1日2回の尿中LIIをLHカラーで測
定すれば，症例の9割の確率で排卵を24時間以内に予知することができた。本法の使用により，AI
Hのタイミング決定は著明に簡便となることが判明した。

1－34
不妊患者における子宮造影法と子宮鏡の併用の意義

東邦大学第一産婦人科学教室

○大高　究，西村順一，武井成夫，小島栄吉，平川　舜、百瀬和夫

　不妊症診療における子宮造影法は、子宮腔内の異常を診断する方法として優れたスクリーニング検査

法である。一方、子宮鏡は子宮腔内を直視下に観察することが可能であり、両検査の併用により診断は

より正確なものとなる。今回、われわれは不妊患者で子宮造影法において異常所見が認められた症例に
対し、子宮鏡検査を行い、両検査所見を比較するとともに処置後の妊娠率を検討したので報告する。

　対象は昭和58年1月より62年12月までの5年間に子宮造影法と子宮鏡検査を施行した不妊患者44例で
ある。子宮造影で認められた異常所見は外傷性癒着17例、ポリープ状欠損ユ1例、粘膜下筋腫6例、中隔

子宮6例、弓状子宮2例、辺縁不正2例である。引き続いて行った子宮鏡検査所見は外傷性癒着17例、

中隔子宮8例、内膜ポリープ7例、粘膜下筋腫5例、内膜増殖症3例、異常所見なし4例であり、両者
の一致率は約86％であった。外傷性癒着症17例に対する処置としては子宮鏡体による剥離8例、キュレ

ットによる剥離6例、YAG－1aserによる剥離3例であり、7例に妊娠が成立した。中隔子宮8例に対
してはYAC－1　aserによる中隔切開を5例、鋏み鉗子による中隔切開を3例に行い、2例が妊娠に至っ

た。内膜ポリープ7例に対しては内膜掻爬4例、YAG－laser切除2例、子宮鏡下捻除を1例に行い、
4例が妊娠に至った。粘膜下筋腫5例の内4例にYAG－1aser切除を行い、2例が妊娠した。内膜増殖
症の3例と異常所見の認められなかった4例の内2例に内膜掻爬を行い、それぞれ1例ずっが妊娠した。
妊娠率が高かった疾患は内膜ポリープ、外傷性癒着症であり、中隔子宮は低率であった。

　子宮腔内異常に対する処置を行う際に、あらかじめ異常の形態、部位、程度等を正確に把握しておく

ことが必要であり、子宮造影法と子宮鏡検査の併用が診断をより正確なものとし、子宮内処置を適確に

行うことを可能にした。
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1－35
不妊症患者における子宮内膜増殖症と子宮内膜ポリープ

大阪医科大学産科婦人科学教室
。錯木千春、福田吉彦、奥田喜代司、杉本修

（目的）我々は子宮性不妊症や、いわゆる原因不明不妊症の検索に子宮鏡検査を行っており、今回
不妊症患渚における子宮内膜増殖症と子宮内膜ボリーブについて検討した。
（対致）昭和59年1月から昭和62年6月までに子宮鏡検査を施行した不妊症慰者で、hys　te　ro　scopy
でendonetrial　hyperplasia（hy．pL）を45症例、　endomet．rial　polypを29症例認めた。そのうち、

男性因子および子宮卵管造影法での両側卵管通過障害例を除き、1年以上経過観察を行いえた原発性不

妊症33症例、続発性不妊症5症例、合計38症例を対象とした。
（方法）子宮鏡検査でmultifocal　hyperplasiaを示し，内膜の肥厚は認めるが組織学的には正常月経
周期内膜像を呈したものをhyperplastic　endometriu重とし、また組織学的に確認しえた内膜増殖症を
cystic　glandular，adenomatous，とatypical　hyperplasialこ分類した。また単発性のボリーブをendo一

皿etrial　polypと分類し、それぞれの基礎体温での排卵障害の右無、妊娠例数にっいて検討した。

（結果）原発性不妊症例ではhyperplasiaが18例、　endometrial　polypが15例あった。続発性不妊

症例では、それぞれ3例と2例があった。全症例中、adeno置atous　hy．pLでは排卵障害は無く、排卵障

害が右った症例はhyperplastic　endometrium　1／17、　cystic　glandular　hy．pl．1／2、　atypical
hy．p1．1／1、polyp　2／17のみであった。　hyperplasia症例には内膜掻爬診後■edical　cu　re　ttage

を、polyp症例にはpolypectoByを施行したところ、妊娠例数はhyperplastic　endonetriuロ5／17
adenoBatous　hy．pi．1／1、polyp　4／17であった。このように子宮鏡検査を施行し、適切な治療を
行うことで高い妊娠率を得ることができ、今後の不妊症例の管理に有用であると考えた。

1－36
経腔超音波ブローべによる子宮頸管内瞑の観察の有用性について

島根医科大学医学部産科婦人科学教室

O西垣新，高橋健太郎，内田昭弘，白井孝昭，江田芳美，吉野和男，北尾学

　近年経膣超音波ブローべの発達により内性鴇の観察がより詳細に行えるようになり、不妊症領域においても

その有用性は高く評価されている。今回、我々は経腔プローべを用いて当科不妊外来受診者の頬管内瞑の観察

を行い、子宮内膜、頸管粘液及び尿中エストロゲン値との比較検討を行い、若干の知見を得たので報告する。

当科不妊外来受診患者20名25周期の卵胞期に経膣プローペを用い、子宮内膜、頬管内膜の矢状面での厚さを測

定した。また同時に頬管粘液スコア、尿中エストロゲン測定を行った。一方頸管内膜の超音波測定の正罐性を

みるために月経周期の規則的な子宮筋腫患者10名で、子宮摘出術前に経腔超音波による子宮内膜及び頬管内膜

の厚さの測定を行い、術後に摘出子宮において、超音波学的及び組繊学的に内膜の厚さの検討を加えた。

　子宮筋腫患者での術前の経腔超音波による子宮内膜及び頭管内膜の厚さと摘出子宮での内膜の厚さとの間に

は正の相関が認められた。経腔超音波での頸管内膜の厚さと頬管粘液スコアとの間には正の相関が認められた

が、経腔超音波での頬管内膜の厚さと尿中エストロゲン値、子宮内膜の厚さとの聞にはいずれも明らかな相関

は認められなかった。

　以上より経腔超音波による頸管内膜測定は信頼性のあることがEかめられ、また頬管粘液スコアと正の相関

が認められることより、排卵管理の際の一一手段となり得ることが示唆された。
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1－37
子宮疾患におけるMRI像

金沢医科大学産科婦人科学教室

（り安沢紀夫，吉田陥彦，金子利朗，国部久tlt，井浦俊彦，村田　均，

　桑原惣隆

　Mf・　gneticResonaoce　Imaging（MRI）は従来のX線に基づくCTスキヤンお・よび超音波断層法と
は全く異なる電磁波を応用した原理に基づいている。婦人科領域では呼吸性移動が少なく、また性腺に対

する被曝の危険が無いなどの理由によりMRIの良い適応と考えられており、臨床的評価が検討されてい
る。当院では昭利60年4月より静磁場0．5Tとした超電導型MRI撮影装置を設置導入、本装置を用いて代

表的な子宮疾患13例につき臨床的検討を行ったので報告する。胞状奇胎は嚢胞構造に由来すると思われ
る穎粒状の外観を呈した。子宮筋腫はTi強調像およびT）強調像で筋腫核は低信号領域として描画され、

Tt値／T2値は607．3msec／47．3msecであった。筋腫の水腫様変性ではTl値／コヨ直は1381．　3　msec／

161．3msecであった。筋腫核と子宮筋層とのコントラストが良好で筋腫核の数，大きさ，位置等の診
断は容易であった。子宮体癌は1＞強調像で病変部と子宮筋部とのコントラストが良好で病変部は高信号領

域として描画され、また’rl値／T2値は767．4msec／78．Omsecであった。子宮頸癌もT2強調像にて腫瘍
組織は健常部より高信号領域として描画され子宮溜膿腫や子宮体部方向への癌浸潤把握にも弓状断層像が
有用と思われた。Tt値／1）値は818．2土31．5msec／80．7±16．7msecであった。また子宮瘤膿腫では
Tl値／T2値は2264．2nlsec／198．7rnsecで著しく高V－：　’li値を示し内容は均一を示した。まとめとして、

（1）女性骨盤腔のMRIによる観察に際して膣内へのガーゼ挿入が有効であった。（2）子宮癌と子宮筋腫

はTt値，コ］7f直によって鑑別可能であった。以．ヒのことより、MR　Iは多くの婦人科腫瘍の診断に有用と推

測され、今後婦人骨盤内腫瘍疾患の診断には重要な役割を演じるようになると思われた。

1－38 無症状子宮外妊娠、早期発見のための内膜吸引細胞診

カーネギー産婦人科　　　印牧義孝

東邦大学第一産婦人科教室　O松晶弘充、斎藤真一、百瀬和夫
東邦大学第二産婦人科教室　　中込　才、川村　良、岩城　章

　子宮外妊娠は、ごくありふれた疾患であり、さらに一側の卵管妊娠の後に、他側卵管妊娠を反復し易

いこともよく知られている。これを従来の手術方法ならば、母体の生命を救うため、卵管切除、時には

患側附属器切除も止むを得ないことであった。若し、未産の反復外妊で、従来どうりの卵管切除を行え

ば、1．V．F．の適応となる。

　また、最初の外妊時、腹腔内出血が多量の時には、その後、片側の卵管癒着、または卵管閉塞にてマ

イクロ手術を行った例も多数経験されている。

　このようなことから、未産はもちろん、例え一児があっても、挙児希望ならば演者等は卵管破裂に対

しても、マイクロ手術により卵管保存手術を施行している。しかしショック状態になっている卵管破裂

の端々吻合は、マイクロの初心者では出来る手術ではない。

　そこで、子宮内膜吸引細胞診を行い、その細胞像より3例の未破裂、未流産の子宮外妊娠の早期診断、

即ちa）不正子宮出血、　b）腹痛、　c）ダグラス穿刺陰性等全く無症状の外妊の診断を行った。内膜摂

取は増渕式子宮内膜吸引器を使用、3例共全くトロホブラストは見られず、外妊の破裂または流産前に

早期診断し、マイクロ手技で保存的に扱えたのでここに報告し、諸家の御批判を仰ぎたい。なお、外妊

術中タッチスメアは、何れも卵管内トロホブラストは陽性であった。
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II－1 ラット卵巣3β一HSD，17α一hydroxylase，17－201yase活性に対する

ProgestinsおよびDanazo1の効果

　帝京大学産婦人科
O荒川聡子，三間瑞枝，粟田松一郎，伊豫正人，神戸川　明，荒井　清
　沖永荘一

【目的】ダナゾールおよび経口避妊薬で用いられる合成プロゲスチンの主な作用部位は下垂体と考えら

れてきたが，卵巣への影響も示唆されている。今回，これらの合成ステロイド生合成酵素活性への影響

を調べた。【方法】ノルエチステロン（NE），ノルゲストレル（NG），ダナゾール（DAN），R2323，

デソゲストレル（DG），3一ケトデソゲストレル（3keto－DG）を川いた。　酵素源として3β一HSD
はPMS－hCG処理，17α一hydroxylase，17－201yaseはPMS処理幼若ラットの卵巣ホモジネート8007
上清を用いた。基質としては14C一プレグネノロン（3β一1・ISD），3H一プロゲステロン（17α一hydroxylase），および

3H－17α㎝一プロゲステロン（17－201yase）を川いた。インキュベート後各合成ステロイドの添加による影響を調べた。

【結果】（3β一HSD）全ての合成ステロイドは阻害作用を示した。牛、］にR2323（Ki＝3．0μM），3keto－DG（17．5

μM）の作用は強力だった。（17α一　hydroxlase）DG（Ki＝30．3μM），DAN（168μM）以外のものは
阻害を示さなかった。（17－201yase）全ての合成ステロイドで阻害がみられたが特にDG（Ki＝O．　70

μM），DAN（O．・80　Pt　M），R2323（30μM）は強力な阻害を示した。【考察】①ダナゾール，合成プロゲ

スチンはラット卵巣において3β一HSD，すなわちフ゜ロゲステロンの合成を阻害した。②17－201yase
は阻害されやすかったが，17α一hydroxylaseはあまり阻害されなかった。生体内では2つの酵素のうち

17α一hydroxylaseが律速になっているので，プロゲステロンを原料とするアンドロステンジオンの合成

は酵素レベルの阻害をうけにくいものと考えられた。③3keto　DGの前駆体であるDGはプロゲスチン
としての作用が無いにもかかわらず，17－hydroxylase，17－201yaseに対する阻害効果は3keto　DG
に比して非常に強力であった。

II－2
Ovarian　hypogenesisに対するDanazol拮抗療法

恵愛病院　加藤修、高塚亮三，林政宏

〔目的〕　卵巣性無排卵無月経には①PCO②Ovarian　hyp。genesis③　P　rema　ture。varian　failure

の3者が考えられる。　特にhyperg。nadotr。pic　hyp。g。nadismを呈する②，③に関しては、　Kaufmann

療法、或いは大量のhMG投与療法等による排卵誘発が試みられているが、良好な成績が得られていな

いのが現状である。元来③に関しては卵巣実質中に原始卵胞が無い訳だから治療の方法も無い訳で、②

におけるhypogenesisは、それを何如にnormoないしhypergenes　isにもってゆくかによって排卵を
起こし得ると考えます。

〔方法及び成績〕　今回、我々はhypergonadotropicな②の患者に大量のhMGを投与しても余り反応

が見られないのは、長期に渡る自己の高FSHに対する免疫（不感作）の為ではないかと考え、　Ovarian

hypogenesisの2症例にDanazo1600㎎連日投与、10日後FSH測定、その値が投与前の1／2～1／3に
低下した時点にて、HMG150～225iu違日inj．経管粘液増加時点よりBscope，尿申LH，　Ez測定
h　C　G5000iu×3日間投与して排卵に成功している。2例ともこのKur終了後、卵巣腫大，自然排卵が

惹起され、1例はその後妊娠出産、他の1例は夫の01igozoosper而e　にて　percol1精子濃縮洗浄法
によるAIHを継続中も・LUF所見を呈したのでNeedle　Puncture療法を行い、翌周期に自然妊娠
が成立した。

〔考察〕　両者とも現在はnormogonadotropic　normogonadismであり、難治性とされてきた　Ovarian
hypogenesisの新しい治療法としてP　remature　ovarian　fanure　との鑑別も含めて報告したい。
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II－3 卵巣・卵胞発育とEpidermal　Growth　Factor（EGF）

東京大学医学部産科婦人科学教室

○藤原敏博，堤　治，綾部琢哉，矢野　哲，三橋直樹，水野正彦

〔目的〕　Epidermal　Gr。wth　Factor（EGF）はマウス顎下腺から抽出された細胞増殖因子で，53個のアミノ

酸から成るポリペプチドである。In　vitroの実験ではEGFが卵巣細胞の増殖や機能分化を制御することが報

告されているが，生体内での作用は不明であった。我々は顎下腺を切除しEGF欠乏状態にしたマウスで，卵
巣および卵胞の発育を検討し，EGFの生理的意義を明らかにしようとした。〔方法〕　C3H雌マウス3週令に

顎下腺切除（Sx）または偽手術を実施し，同時に各々の群に右卵巣切除（OvXiまたは偽手術を施した。4週間後

に屠殺・開腹し，左卵巣の検索を行った。またSx群と対照群について，9週令でPMs（5iu）＋hcG（5iu）の
投与により過排卵を起こさせ，両群の排卵数や血中プ・ゲステロン値等の検索を行った。〔結果および考察〕

1．Sx群では血中EGFは測定感度（0．1ng！　me）以下に低下し，これよりマウスにおけるEGFの主供給源は顎下

腺であり，SxにてEGF欠乏モデルとすることができることが確認された。2．左卵巣の平均重量は，偽手
術＋偽手術の対照群では4．80mg（0．216×　10’Si体重）であったのに対し，　Ovx群では8－15mg（O．380×10　’31体重）

であり，片側の卵巣切除により対側卵巣が代償性に肥大することが確認された。3．Sx群の左卵巣平均重量
は3．55mg（0」85×10，s1体重）と対照群に比べ低値であり，卵巣の発育にはEGFが必要であると考えられた。4．

Sx　＋　Ovx群の左卵巣平均重量は5．53mg（0．250×10測体重）とSx群より高値を示した。このことからSx群でも片

側卵巣切除により対側卵巣の代償性肥大が起こることが確認され，卵巣の代償性肥大にはEGF以外の因子が
関与している可能性が示唆された。5．排卵数は対照群が21．8土2．0に対しSx群が27，5±5．3であり，血中プロ

ゲステロン値は対照群が44・5±16・8ng／　meに対しSx群力‘59．1士24．3ng／　meであった。これよりEG　Fは卵胞発育

およびプロゲステロン産生に対し抑制的に働いている可能性が示唆された。6．以上よりEGFは生体内で卵
巣の発育に関与すると考えられた。

II－4
ラット卵胞アロマターゼ活性に対する筍薬の刺激作用

1秋田組合総合病院産婦人科，2秋田大学医学部産婦人科

○太田博孝畳，福島峰子2

目的　従来，不妊症に頻用されている漢方薬には当帰葡薬散，桂枝侠苓丸，温経湯などがある。これら

漢方薬は内分泌中枢のみならず，卵巣レベルでの直接作用を有することが示唆されている。しかし，漢方

薬は多種類の生薬から構成されているため，その薬理作用は複雑で，作用機序は充分に解明されていな
い。今回ラット卵胞を培養し，漢方薬のアoマターゼ活性，すなわちエストロゲン分泌に及ぼす影
響を検討した。

方法　ウィスター今道系未熟雌ラットにPMSG　81Uを投与した。48時1｛il後に屠殺，無菌的に卵巣を摘出
し・実体顕微鏡下で成熟卵胞を分離した。また卵胞のアロマターゼ活性を阻害する目的で4　一　hydroxy　－

4『　androsterone　h　3・17　一　dione（4－OHA）を使川した。各卵胞は培養液中で種々の濃度（10－500μ9）

の上記漢方薬，あるいは生薬成分を加え，24時間器官培養した。培養終了後培養液中のE2濃度をRIA
で測定した。

結果　培養液中に種々の濃度（10－Lユ0－SM）の4－OHAを添加すると，　Ez分泌は用量依存性に低下し，
10－5M群では対照群（219エ　44　P9／nte）の38妬まで低下した。同時に各漢方薬を添加すると，100から500μ9

の量でE2分泌を有意に増加させた。このE2分泌刺激作用がこれら漢方薬の構成生薬のいずれの作用に
よるかを知るため，シャクヤク，センキュウ，トウキ，ボタンビ，ケイヒ各100μgを加えて検討した。

その結果，シャクヤクのみが4－OHA添加，非添加群の両方で卵胞からのE2分泌を有意に促進した。

結論　当帰荷薬散，桂枝侠苓丸，温経湯の3剤は卵巣刺激作川，すなわちアロマターゼ活性促進作用を

有する。そしてこの作用は主にシャクヤクによると考えられた。
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II－5
体重減少性無月経における体重の変化と性機能

神戸大学医学部産科婦人科学教室

　○山辺　晋吾，片山　和明，阿江　　孝，猶原まゆみ，望月　眞人

　体重の滅少と性機能の低下を主徴候とする疾患である体重減少性無月経において体重の変化と性機能
状態の関連につき検討した。

　【対象・方法］神戸大学医学部付属病院産婦人科受診中の体重減少性無月経の患者57名を対象とした。対象と

した患者は甲状腺剤療法、Kaufmann療法あるいはclomipheneの投与を受けており、HMG－HCG療法中の患者
は除いた。

　progesterone　test陽性者、およびclomipheneによって排卵のあった者を第1度無月経としてあつかった。性機

能の指標としてE2，　LH，FSH，U｛－RH　testを外来初診時、あるいはclomiphene投与後2週間以上経過した基礎体温
の低温層の時期に測定した。また、体重の指標としてはBMI（body　mass　index・体重／身長2）を用いた。

　【成績】対象とした患者の体重減少前の体重の平均は52．0±7．3kg（BMI：21．1±2．7）であり、最も体重の減少した

時点では39．8土6．5kg（BMI：16．1±23）となっていた。また、初診時の第2度無月経患者の平均体重は38．4±6．5　kg

（BMI：15．4±2．2）で、第1度無月経患者の平均体重44．5±5．5kg（BMI：18．2±2ρ）に比べて有意に低値であった。

BMIと血中LH，　FSH，E2の間には弱いながらも正の相関があり．　BMIの上昇に従ってLH，FSH，　E2の分泌昴進が

認められた。しかし、BMIの増加量とLH，FSH，　E2の間には相関が認められなかった。さらに、　LH－RH　testにお

いてもLH　・一　RHに対するLH，FSHの反応はBMIの増加壁との間には相関を示さなかった。

　【結論】体重減少性無月経において、第1度無月経患者と第2度無月経患者の間に体重あるいはBMIの差が認
められた。体重の回復にともなって下垂体、卵巣機能にも回復の傾向がうかがわれるものの、体亜の回復の程度

は必ずしも下垂体、卵巣機能の回復の程度とは相関しないことがわかった。

II．6 体重減少性無月経患者に対するKaufmann療法の意義

一 甲状腺剤療法との比較において一

神戸大学医学部産科婦人科学教室

　○阿江　　孝，猶原まゆみ，山辺晋吾，片山和明，望月翼人

　昨年の本学会にて、体重減少性無月経患者では、血清T，値が低値であり、本症患者に甲状腺剤を投与すると、

甲状腺機能の回復とともに多くの症例において体重が増加し性機能の改善がみられることを報告した。そこで今回
は、無月経患者に頻用されるKaufmann療法につき、その体重減少性無月経患者における有用性を甲状腺剤療法と

の比較において検討した。

　【方法】当科外来通院中の体重減少性第2度無月経患者12例に3－12ヵ月（平均6．5カ月）問Kaufmam療法を施行し、

また同様の患者8例に甲状腺剤療法を行なった。Kaufmann療法としては、結合型エストロゲン（ロメダ）1．25mg

を20日間投与し、その後半10日間にretroprogesterone（Duphaston）10mgを加える方法を用いた。また、甲状腺剤

療法としては、1－T，を5～20μ9／日あるいは1－T，を50～1　OO　ltg／日投与した。その治療効果については、体重

の増減、排卵の有無あるいはclomipheneに対する反応性、血清LH，FSH，Ez，やT3，T弓の動態およびLH－RHに

対する反応性の面から検討した。

　【成績】①Kaufmam療法を行なった症例では、12例中10例に体重の増加がみられ、その増加量は、治療開始後

3カ月では、平均1．2kg，6ヵ月では2．2kgで叩状腺剤療法の平均3．O　kg，4．O　kg比しやや低値であった。②体重増加

がみられた症例では、治療の如何を問わず、LHの基礎値、　LH－RHに反応性が増加するとともにc　lo　mi　pheneに対す

る反応性がみられるようになった。③Kau　fmann療法により血清T・は、治療前の954士16．5　ng／deより、治療中には

111、2±18．6　ng／deへと上昇した。

　【結論】Kau　f　mann療法は、体重増加、性機能改善の両面において有効な治療法であり、体重減少性無月経患者

に本法を甲状腺剤療法とあわせて用いれば、より多くの治療効果が期待できるものと思われた。
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II－7
体重増加に伴う排卵異常患者の内分泌学的検討

ぞ

高知医科大学産科婦人科学教室

O岡谷裕二　今田美恵　相良祐輔

［目的］近年体重の減少並びに増加に伴う排卵障害が注目されているが、その詳細な機序にっいては未

だ明確ではない。今回特に体重増加に伴った排卵障害患者に注目し、間脳一下垂体一卵巣機能を中心と

した検討を行なった。［方法］体重増加が8～42Kgで、体重が73～90Kgの肥満患者で無月経（全て第一

度無月経）並びに無排卵周期症患者8例を対象とした。超音波検査並びにLH－RHテストでPCOを疑わせる

症例は除外した。消退出血後7日目にLH－RH（100μg）、TRH（500μg）テストを行い、10日目にプレマリン（20

皿g）を静注し、24、48、72時間後に採血した。［成績］LH－RHテストでは　LH、FSHとも基礎値、30分値、60

分値ともcontrol群と同一レベルであり差は認められなかった。　TRHテストでは　prolactin、TSH値とも、

基礎値30分値、60分値ともcontro　l群と同一レベルであった。プレマリンテストでは、48時間　72時間後

のLHの前値に対する％changeは、それぞれ208．5±23．4X、203．3±75．9Xであった。7日目の血中Estradi

o1は32．1±10．Opg／mlで、c。ntrol群の44．7±17．2pg／mlに比し低値傾向を示したが有意の差は認められな

かった。血中testosterone値は90．3±31．9ng／dlで、　contro　l群の51．4±14．8ng／dlに比し有意に高値であ

った。、ざらにcontro　1群を含めた症例では体重並びにObesity　Indexと血中testosterone値の間には、そ

れぞれッニO．717、7　＝O．623で有意の相関が認められた。

以上の成績から体重の増加に伴った排卵障害患者のLH－RH、TRH、プレマリンテストは正常レベルである

ことが示された。一方、血中testoster。ne値が高値を示すことが特徴的であり、さらに肥満の程度に対

応した高値を示すことから、末梢におけるAndrogen代謝異常が排卵障害に強く関与する可能性が示唆さ
れた。

II－8
血中testostcronc値の排卵障害に及ほす影響にっいて

島根医科大学医学部産科婦人科学教室

0吉野和男，高橋健太郎，西垣新，江田芳美，白井孝昭．真鍋敦，北尾学

：

　血中testosteroncの値と排卵障害あるいは月経周期の延長との関連性が報告されているが、血中

testosterone値の正常範囲は70　ng／di、又は100　ng／dAと報告者によって異なっている。そこで今回、我々

は当科不妊・内分泌外来を受診した患者の血中testosterone値と月経異常との関連性について検討し、若干

の知見を得たので報告する。対象は当科不妊・内分泌外来を受診した185名とし、血中testost¢roneの測定

と超音波断層法で多嚢胞性卵巣の有無を確認した。そして、多嚢胞性卵巣の認められる群を多嚢胞性卵巣群

（PCO群、49名）とし、多嚢胞性卵巣が認められない136名のうち、正常月経周期を有する群を正常月経周期群

（ll5名）、稀発月経を有する群を稀発月経群（14名）、第1度無月経である群を無月経群（7名）とした。結果と

して、PCO群では血中testosteronc値は、124．1±32．2ng／dfl　（mean±SD）であり、正常月経周期群（64。4±

22．3土ng／de）、稀発月経群（66．8±24．9ng／d2）、無月経群（45．7±U．8ng／dA）に比べて高値を示した。ま

た、血中testosterone値の基準値を70　ng／dfl及び100　ng／dnとすると、異常値を占める割合はPCO群でそれぞ

れ93．9Z、85．7X、正常月経周期群では47．　OZ、7．　OZ、稀発月経群では64．3Z、7．　IZ、無月経群ではすぺて正常

範囲内という結果であった。異常のことより、血中tcstosterone値の正常範囲を100　ng／dfl未満と設定する

方がより臨床所見と一致すると思われる。
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II－9 卵巣性無排卵に対するhMGの律動的皮下投与法の利用

東医歯大産婦人科

生山　博，坂本秀一，都築浩雄，木戸　豊，帝威安遊，西　望
1

　目的及び対象

　卵巣性無排卵、特にPremature　ovarian　failure（以下POF）、　resistant　ovary（以下RO）といわ

れるものは不妊症においても最も治療困難なものの1つである。対象は40才未満の性成熟婦人で、少な
くとも6ケ月間以上無月経が続き、低エストローゲン、高ゴナドトロピソ状態で、punch　biopsyで

POF、あるいはROと診断された不妊治僚を目的とした外来受診者で、種々の治療法を試みたうち、hM
Gの律動的皮下投与例にLH，FSH，E2，P，PRL，Tの移推をRIAで測定し、尿中エストローゲソ、
頸管粘液、超音波断層法により卵胞を観察し卵胞の成熟排卵の有無を確認した。hMGの律動的皮下投与
はすべてKanfmavn療法を何クールか施行後150～2501U．／dayでpulseは1／’90　m　i　nu　teで行った。さら

に同一症例についても、cnjugated　estrogenの維持量0．313mg／dayの併用を試み、　hMG単独投与周期

との比較を行った。

　結果及び結論

　8症例17週期にhMG律動的皮下投与を試み単独hMG投与群11周期、プレマリソ併用群7周期の検討
を行った。5周期に排卵を見、そのうち2周期はブレマリソ併用群であった。Kaufmavn療法施行中LH、
FSHは30　一一　40　mzU／me，28　・一　5　2　m7．U／me位まで下降しさらにhMG投与中も漸減するものもあっfc。妊娠

流産例をはじめ、hMG投与で排卵を認めたものは、すべて自然排卵の形跡の認められるものであり、L
H、FSHも高低を繰り返すものであった。以上hMGの律動的投与はLH、　FSHレベルをコソト・一ルする

可能性があり、高LH、　FSHのPOF、　ROの治療に対する有効性が考えられ、さらに低エストローゲソ

状態補IE、排卵後の妊娠維持のためにもエストローゲン併用僚法は有効と考えられる。

II－10
早発卵巣不全に関する臨床的検討

太田綜合病院産婦人科　○伊藤　潔，田村みどり，河野秀昭，渡辺英子，
　　　　　　　　　　　　古橋信之
東北大学医学部産科婦人科　星合　昊，平野睦男

　当病院における早発卵巣不全（Premature　ovarian　failure：POF）患者を対象に，免疫学的検査を含む

検討を行い，あわせてLH－RHanalogue（Buserelin）にて排卵誘発に成功した1例を経験したのでここに
報告する。

　対象は太田綜合病院不妊外来を昭和58年より昭和63年までの過去5年間に受診した1200名中，臨床症
状および内分泌学的検査にてPOFと診断した12名（約1％）である。
　12名中，foi］ow　up可能な者は8名であり，これに対し，免疫学的検査として，抗核抗体，抗サイロ
グロブリン抗体，抗副腎皮質抗体，抗胃壁細胞抗体の4項目の測定を行った。抗体陽性例は2名（25．0％）

に認められた。1例は，抗甲状腺抗体，抗核抗体腸性であったが，この症例は大動脈炎症候群にて
Endoxanで治療後，続発無月経を生じた，医原性のPOFと考えられる症例であり，自己抗体の検出と
の関連は不明であった。もう1例は，抗核抗体のみ陽性であったが，カンジダ膣炎の再発を繰り返して
おり，細胞性免疫の低下など，何らかの自己免疫疾患との関辿が疑われた。

　12名中，治療を行ったのは5名であり，1名はLH－RHanalogue（Buserelin）にて排卵誘発に成功し
た。
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II－11 高FSH比を有したhMGによる排卵誘発

東京医科歯科大学医学部産婦人科学教室

○小山嵩夫，鎌田周作，生山　博，西　望

二

ぞ

　排卵誘発法の進歩、体外受精などの普及とともに、従来FSHとLHの含量が、1～2前後で固定されていた、

hMG製剤についても最近、再検討が行なわれつつある。我々は、以前にFSH：LHの比率が1～3：1の間に
おいては、高FSHのhMG製剤が、臨床的には、より使いやすいのではないかと報告した。

　昭和60年2月より昭和62年12月までの間に当科外来を訪ずれた6名の不妊症患者を対象とした。3例は第1度

無月経、ほかの3例は無排卵周期症であった。コソトロールとして、1～2週間々隔にて数回採血し、その後FS

H：LHが1・6：1のhMG（Gonadoryl，Mochida，GNR1．6）、　FSH：LHが3」：1のhMG（GNR3）、FS
H：LHが4：1のhMG（GNR4）にて、各々2周期（順不同）以上にわたって排卵誘発を行った。各治療周期に

おいては1種類のhMGを使用し、卵胞期後期、排卵期、黄体期中期において血中LH、　FSH、　prolactin，E2，

progesterone（P，黄体期のみ）を測定した。またGNR　1．6，GNR　3，GNR　4による排卵誘発成功周期の、

hMG総投与量卵巣過剰刺激症候群（OHSS）の発生率、排卵成功率についても検討を加えた。

　GNR　1．6（15治療周期）については総hMG投与量1205±541U／cycle，黄体期中期の血中Pは28．4±
3．9ng／rmL，排卵成功率78．9％、　OHSS発生率13．3％であった。　GNR3（18周期）については各々1150±
481Uん・1・，26・8±4・8　ng／me，85・7％，11・1％であり、GNR　4（17周期）については，　1255±56・IU／・y，1。，

23．4±4．6㎎／紹，85％，　5．9％であった。卵胞発育モニタリソグを実施した症例ではGNR　4治療周期はGNR1．6

治療周期に比べ、頸管粘液の増加、卵胞径の増大などが緩やかな傾向が認められた。

　排卵誘発においては各個体差、各周期差によるバラつきが大きく、平均的な結論を出すことは困難な場合もある

が、今回は高FSH、　hMG製剤であるGNR4の臨床応用の可能性について述べた。

II．12 LUFにおけるNeedle　Punoture療法

恵愛病院 加藤　修，　高塚　亮三，　林　政宏

』

▽

〔目的及び方法〕原因不明不妊の中には黄体化無排卵卵胞（LUF）がかなり含まれていると考え、今回

①BBT上昇後卵胞存続あるいは不完全消失，②黄体機能不全，③3年以上の原因不明不妊の症例に対し
当院におけるIVF＋ETスケジュールに従い、　hCG－hMGKur後T．V．Prove，　NA針にて機械的
卵巣卵胞穿刺（N．R）を行い、同時にAIHを施行した。実施期間は昭和62年12月より昭和63年5月迄の
6ヶ月間で、症例数は7例である。

〔症例〕hyperLHを示す典型的なPCOはP　redonisolon－Clomid療法の対象とし、今回除外した。
7例の平均年齢29．4歳，平均不妊期間5年2ヶ月，治療前のtes　tos　teron値36．1N／nt±8．15、　L　H－RH

tes　tではLHはむしろpoor　responceを示し、高温層5～7日目のP4は7．1N／纏±1．3と低値であった。

〔成績〕N．P．＋AIH施行周期の妊娠例は無かったが、その後1周期目に1例，2周期目に1例，3周
期目に2例、計4例の自然妊娠を認めた。
〔考察〕Needle　Punatureによる卵巣卵胞穿刺により57％の妊娠成立を見た。今後、適応症例の選択

ならびにN．P．時期の決定を検討すれば、　N．P周期の妊娠も可能かと考える。　LUFにおける一つの治療

法ならびにPCOの襖状切除に代わる治療法として未解明な部分も多いと思うが、60％弱の高い成功率
を信頼して考察発表したい。
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II．13 穎粒膜細胞でのprogesterone産生に関する生化学的，組織学的検討

帝京大学産婦人科

○平田昌二，土橋一慶，味香勝也，神戸川　明，荒井　清
：

【目的】穎粒膜細胞は下垂体gonadotropinの作用によって，各種steroid　hormones（SH）を産生すると

共に，自己産生SH自身がSH分泌に関与（autocrine機序）している4∫も推察されている。今回我々は
prQgesterone（P）分泌に関するautocrine機序に注目し，生化学的，組織化学的検討を行なったのでその

成績を報告する。
【方法】（生化学的検討）DES処理した幼若ラットの穎粒膜細胞を培養し，　FSH（30ng／well）のみの対
照群，FSH次いでR5020（10’6M／we11）を添加した2群にっいて4811寺間培養した培養液中のP，20　一α　OH　P，

および17β一Estradio1（E）をRIAで測定した。
（組織化学的検討）PMSで処現したラット（11週250g）卵巣を摘出した後，凍結切片を作製した。次い

で，R5020－30xime－BSAにFITCを結合させた結合物で染色し，　R5020の局在を蛍光法より検討した。
対照としては，PMS処理後，　R5020を投与したin　vivoブロッキング法を行なった。
【結果並びに考案】穎粒膜培養細胞でのPと20－aOH　Pの濃度は，　FSH単独投与群に比しR5020投与
群では有意差をもって，3．37土O．43，2．91±O．03ng　tmeとそれぞれ高値を示した。一方組織化学的に

もR5020の局在を卵巣穎粒膜細胞層のみに認めた。
　以上より穎粒膜細胞におけるautocrine作用によってsteroidogenasisとprogesterone　receptor（PR）

の生成が増強された事が推察された。

：

’！

II．14 黄体のsteroidogenesisへのlipoxygenase　pathwayの関与

藤田学園保健衛生大学医学部産科婦人科学教室
O市川文隆，吉村泰典，白木　誠，澤田富夫，河ヒ征治，福島　穣

東京歯科大学市川病院産婦人科　小旧高久，大野虎之進 f

【目的】アラキドン酸カスケードには，主としてPGを産生するcyclooxygenase　pathwayと，各種ロィコ

トリエンを産生するlypoxygenase　pathwayの存在が確、認されている。しかしヒト黄体におけるlypoxyge
nase　pathwayの役割についてはほとんど解明されていない。今回，　lypoxygenase　pathwayの生成物質の

一
つである5－HETE（5－hydroxyeicosatetraenoic　acid）を川いて，黄体におけるsteroidogenesis及びPG

産生能におよぼす影響について検討した。【方法】ヒト分泌期中期黄体を用い細胞浮遊液（1x105　cells／ml）

を作製，37℃，5％CO2下に10日間単層培養したa培養群は5－HETE単独添加群（1000，500，100，10ng／ml），

hCG　100ng／ml同時添加群，　hCG単独添加群及び無添加群とし，48時間毎に培養液中に分泌されるsteroid

（P，E2）及びPG（PGF2α，PGE，，6－keto－PGFiα）をRIAで測定した。【結果】①培養期聞を通じ，5－

HETE添加群と無添加群の細胞増加率に差異は認められなかった。②培養3日目及び4日目における5－
HETE添加群は，用量反応性にP分泌を抑制した。培養4日目における5－HETE1000ng／m1添加群のP分
泌は，16．33±1．20ng／lO5　cells／2daysを呈し，無添加群137．00士40．58ng／105cells／2daysに比し有意に低仙を

示した。③hCG同時添加群においても．5－HETEによりP分泌は川iL｝反応性に抑制された。培養4日目
における5－HETE1000ng／ml＋hCG100ng／ml添加群のP分泌は，77．67土14．19ng／lOscells／2daysを呈し，hCG

単独添加群438．67±56．00ng／105cells／2daysに比し有意なP分泌の抑制が認められた。黄体細胞のE・分泌は，

5－HETE添加により何ら影響を受けなかった。④5－HETE添加によるPG産生能の有意な変動は，培養期
間を通じ認められなかった。【結論】以1；の結果より，黄体細胞に対する5－HETEは，　PG産生能に影響
を与えることなくluteolyticな作用を発揮することが明確となった。このことは賛体のlife　spanを調節す

る因子として，lipoxygenase　pathwayのi巨要性を強く示峻するものと考えられる。

7
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II－15
，

卜 培養ヒト黄体細胞に及ぼすダナゾールの影響

長崎大学医学部産婦人科

O重松　潤、岡本　純英、石丸　忠之、山辺　徹
画

ヴ

匿

陰

（目的）ダナゾールの黄体機能への直接作用を検討する目的で、培養ヒト黄体細胞のプロゲステロン産生

に及ぼすダナゾールの影響を検討した。また、ダナゾールと構造式の類似しているテストステロンの影
響にっいても検討し、ダナゾールによる影響と比較した。

（方法）手術で得られた卵巣より採取した月経黄体をディスバーゼ処理後、1×IOscelユs／m1に調整し、

次の6群にっいて5diBhずつ、5％co2下で6日間、単層培養を行った。すなわち、　HMG15工u添加
群、テストステロン5×lorJM添加群、無添加の対照群およびこれら3群にそれぞれダナゾールをIO’7M

添加した群で、培地中のプロゲステロンを各群について一括してRIAにより測定した。なお、培地の交
換は2日毎に行い、同時にそれぞれの薬剤の添加を行った。

（結果）プロゲステロン産生はダナゾールのみを添加した群ではワ56ng／ml、テストステロン群では

635ng／mlで、ともに対照群（905　ng／m1）に比べ有意に低値であった。また、　HMG群では2，321

ng／mlで、対照群に比べ有意に高値であった。　HMG一ダナゾール群では1，　697　ng／mlで、　HMG一
テストステロン群（920　ng／ml）よりも有意に高値であった。そして、　HMG　・一ダナゾール群および

HMG一テストステロン群ではNともにHMG群に比べ有意に低値であった。
（結論）ダナゾールとテストステロンは培養ヒト黄体細胞のプロゲステロン産生を抑制し、HMGによる
刺激も抑制した。すなわち、ダナゾールとテストステロンは黄体機能を直接抑制することが示唆された。

また、ダナゾールの抑制作用はテストステロンの抑制作用よりも弱かった。

L

L II－16 ヒト月経黄体細胞のprostaglandin産生におけるestradiol－17βの役割に
ついて

巴

札幌医大産婦人科

0遠藤俊明、金谷美加、水沼正弘、渡辺広史、山本　弘、m中lli｛一、
　檎本正淑

　われわれは、ヒト刀経黄体におけるestradiol－17β（Ez）のluteQlytic　effectにっいて報告し
てきた。今回、ヒト月経黄体のprostaglandin（PG）産性におけるE2の役割について、　lii層細胞培養i

法を用いて検討した。

　培養開始24時間後にmediumを全量交換し、その際、　mediumにE21μg／ml、aromatase
inhibitorである4－cyel。hexylaniline（4－CHA）1μmol／m1を添加し、2時闘後、24時
間後にmediumを採取し、　PGを測定した。

　培養黄体細胞は、PGF2α、PGE2を2時間で590、620pg／ml／1×105　ceHs、24時間培養
で1．95、2．3111g／ml／1×105　cells分泌した。　mediumにE21μg／ml、4－CHA　1μmo1／
m1添加すると2時聞培養では、　contr。1とPGF2α、　PGE　，，分泌に差はなかった。24時間培養では、

E21μg／ml添加でPGF2α、　PGE2分泌はcontrolの2．3倍、　L8倍に増加し、4－CHA　1μ
mol／m1添加では、　PGF2α、　PGE2分泌はc。ntrolの45％、67％に抑制された。
　以上によりヒト月経黄体におけるPG産生のE2添加による増加作用は、2時間では認められなかっ
たが、24時問培餐で認められた事により、E2の効果発現には、長時間を要することが示された。ま
た、4－CHA添加でPG産生が抑制された事により、ヒト月経黄体細胞のPG産生は内因性E2がその
刺激因子の一っであることが示唆された。
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II－17
ラットの培養セルトリ細胞におけるステロイド代謝の組織化学的研究

，

新潟大学農学部畜産学科 ○新村末雄，石田一夫

げ

v
【目的】ラットの培養セルトリ細胞について、各種ヒドロキシステロイド脱水素酵素（11SD）活性の組織
化学的検出を行い、セルトリ細胞におけるステロイド代謝系を調べた。また、フスルファンを投与して

生殖細胞を退行消失させたラットの精細管から採取したセルトリ細胞についても、培養後HSD活性を検
出し、無処置ラットのセルトリ細胞における活性と比較した。　【方法】精巣は、生後30日の無処置ラッ

トおよび妊娠13日にフtスルファンを投与した動物から生まれたラットから生後30日にそれぞれ採取し

た。セルトリ細胞はSteinbergerらの方法に従って分離し、8日間培養した。観察したtlSDは、　DHA、
ブレグネノロン、17a一ヒドロキシプレグネノロンを基質にした△5－3β一HSD、20a一および20β一ヒドロキシ

プロジェステロンを基質にした20a一および20　fi　－HSD、エストラジオールおよびテストステロンを基質に

した17β一HSDで、基質液はLevyらの処方に準じて作成した。対照として、基質を含まない液に浸漬した

セルトリ細胞を用いた。【結果】無処置ラットの培養セルトリ細胞において、いずれの種類の基質を用
いても△5－3β一HSD、20a－HSD、20P　－HSDおよび17P－HSDの活性が弱度ないし中等度に認められた。な

お、HSD活性はヅホルマザン穎粒の沈着として細胞質全域に観察された。一方、ブスルファンを投与し

た動物から生まれたラッFの培養セルトリ細胞では、いずれの種類のHSDの活性もみられたが、無処置
ラットのセルトリ細胞に比べ活性は弱かった。これらのことから、ラットセルトリ細胞はin　vitroでプ

ロジェスタジェン、エストロジェンおよびアンドロジェンの代謝を行っていることがあきらかとなっ
た。また、生殖細胞を退行させたラットのセルトリ細胞もinvitroでプロジェスダジェン、エストロ
ジェンおよびアンドロジェンの代謝を行っているが、無処置ラットのセルトリ細胞に比べてスチロイド

の代謝能が低下していることがうかがわれた。

t

II－18 加令にともなうラット精巣σ）免疫組織化学的研究、
a．

特にマクロフr一ジを中心として

自治医科大学泌尿器科，同解剖

○徳江章彦、ノト林　　裕、後藤健太郎、大河原重雄零、間藤方雄‘ か

　情巣には特有な血液精巣関門があe）　．閻質にはかなりのマクロフr・　一ジが存在することが期られてい

る、現在のところ同細胞の機能に関してはほとんど解明されていないが、楕巣で産生される老廃物の処
理ないし免疫応答に関与していると推測されろL、本報告では、老化に伴う楕細管ならびに間細胞の変化

と局所マクロファーシの変動をとりあげた。
　対象および方法：実験には生後3週、16週，2年のWi　i　s，しar系ラットを用い、精巣の形態学的およ
び免疫組織化学的検索を1－1なった．，後者は、浜松医斜κ学山下教授作製のモノクローナル杭マクロファ

ー
ジ抗体および群馬大学内分泌研究所ホルモン測定センターよO分与の抗テストスナロン抗体をfflいた

ABC法によった．，
　結果および考察：11精巣間質には間細胞、マクロフ1一シ、線維芽細胞、”且管等が観察されたa老
齢ラットにおいては精細管lr．皮の変件、基底膜の肥厚、閻質のrM管変化等に加えて、間細胞の萎縮が著

明であった　マクロファージの胞体内には多数の消粍色素が見られた、．2）免疫組織化学的に抗マクロ
ファージ抗体で染色される細胞が間質のみに認められた．これらマクロファージは散在性に或は［M管周

囲に集籏してみられ、間質の全細胞に対する比率は3週ラットで11．5±3．4％、！6週ラットでiLU±
7．2％、2年ラットで26．Z±6．0％であった。またそれら細胞は加令にともなって小さくなる傾向があ

った。3）抗テストステロン抗体は間細胞にのみ反応が見られた．老齢うットにおいてはil司細胞は小
型化し、一部に変性像も出現した。　以上の結果は、加令に伴って観察される精細管上皮および間細胞

の機能の低下と局所マクロファージの増加との間に関連性のあることを伺わせたd今後精巣マクロファ

ー ジが、精巣の機能および免疫系に如何に関与するかについて検討を進めたい。
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II－19 ラット精巣の加令におけるペントースサイクル活性のestrogenによる影響

○跡部一郎、伊藤元博（東邦大・第1産婦）

　天野久夫（東邦大・生化）

〈研究目的〉外因性エストロゲン処置により造精機能が抑制されることは一般に知られている。前回本

学会においてラット精巣の発育初姻段階にペントースサイクルが関与している可能性について報告した

が、今回本経路がエストロゲンの影響を受けるかどうか検討した。

＜方法＞Wister系ラットの1日令より5日間、25μg！O．2meのestradiol　benzoateを皮下注射し、6

日令、14日令、20日令、45日令、60口令の精巣を実験に供した。麻酔下でラット精巣を摘出し、K

RBG（pH7．4）で洗浄、細片し、0．1MTris－HCI　buffer（pH7．6）を加え超音波処理をした。処理後、

4℃、105，000g、50分冷却遠心し、得られた上清を各精巣の粗抽出液とし、2’，5’ADP－Sepharose

4Bを充填したカラムに添加し、　affini　ty　chrornat　ographyを施行、ペントースサイクルの鍵酵素であ

るグルコースー6一リン酸脱水素酵素（G6P－DH）を分離測定した。

〈結果＞E2処置群のG6P－DH活性は6日令で181．6±48．4　mu／　me　／g、14日令で178．2士47．1　mu加〃g、

20日令167．7士30．7mu／　me／g、45日令136．5±48．4　mu／me／g、60日令72．1士17．9mu／me／gであった。

コントロール群のG6P－DH活性は6日令333．1士16．9mu／me／9、14日令294．3±1s．Omu／me／9、20日令

182．6－1：19．6mufme／g、45［令178．0士8．7mu加6／g、60rl令132．11：　12．6　mu　／me　／gであった。

＜結論＞20日令を除く各日令の精巣G6P－DH活性はE2処置によりコントロール群より有意に減少し、

エストロゲンによる本経路の阻害が認められた。

II．20
精巣における温度上昇とDNA合成酵素活性

神戸大学医学部泌尿器科

○藤沢正人，今西　治，奥田喜啓，篠崎雅史，岡田　弘

　松本　修，守殿貞夫

　哺乳類の精巣は陰嚢内に存在し体温より2～3℃低い状態に保たれ精子形成にとって良好な環境となっ

ている。それゆえ，精巣が高温にさらされると造精機能障害をきたすことが知られている。精巣での精

祖細胞から精母細胞，精子細胞への精子形成過程においてDNA合成は必須であり，これに関与する酵

素であるDNA　polymeraseα，β，γおよびtopoisomerase　Iが知られている。われわれは，この酵
素に注目し精巣温度上昇と造精機能障害の関連を研究するため臨床的には精巣温度が上昇するヒト精索

静脈瘤患者精巣のDNA　polymeraseα，　fi　，γおよびtopoisomerase　Iを測定するとともに基礎的に

も検討した。その結果，ヒト造精機能障害例ではDNA　polymeraseはいずれも正常対照例より有意に

低下しており，温度上昇とDNA合成酵素減少との関係が示唆された。そこで，さらに精巣温度上昇に
より造精機能障害をきたすラット停留精巣モデルを作成しDNA合成酵素活性の動態を検討した。　DNA

polymeraseαとtopoisomerase　Iには有意な変化は認められなかったが，7日後DNA　polymeraseβ，
γは対照群に比べ停留精巣群は明らかに低下しており，ヒトと同様ラットにおいても実験的に温度上昇

とDNA合成酵素活性との関係が示唆された。
　なお，本研究は名古屋大学医学部病態制御研究施設，がん細胞研究部門小島清秀教授，吉田松年助教授

との共同研究である。
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II．21 乏精子症患者におけるLeydig　cell　dysfunctionの臨床的検討

岡山大学医学部泌尿器科学教室

○永井　敦，大枝忠史，山下良孝，小浜吉照，大橋輝久，大森弘之

【目的】男子不妊症患者における精細管障害のlflli1」ノeラメーターとしてはFSHが代表的であるが，最近Leydig

cell　dysfunctionが注目されている。すなわちFSHが正常であるにもかかわらず，　LHが高値あるいはT／

LH　ratioが低値を示す症例では治療成績が不良であるとの報告がある。今回，我々はLeydig　cell　dys－

functionと考えられる症例における組織学的，内分泌学的検討を行なったので報告する。

【対象および方法】対象は血中FSHが15mlU／ml未満で，精巣生検を施行した乏精子症患者42例で，精子濃度

1000万／m【未満37例，1000万以上，2000万／m【未満5例である。

　この42例をLHが20mlU／ml未満あるいはT／LH　ratioが0．2以上の正常群（A1群，　n＝30，　B1群，　n二36），

および20mlU／ml以⊥あるいは02未満の與常群（A2群，　n＝12，　B2群，n二6）にわけ，A1群とA2群，　B　1

群とB2群間で比較検討を行なった。
【成績および考察】精子濃度，運動率に関しては，A1群573±446万（mean－L　S．D。），28．8－L－　22．3％，　A　2群

404±327万，25．4±16．5％，B1群540上430万，28、6±21．3％，　B　2群435万⊥363万，23．3」－17．5％と有意差

は認められなかった。JSCはA1群7．9±O．　9，A2群8．1－i二〇．7，Bl群＆0－｝－0．9，B2群7．9－LO．6と有意差は認め

られず，さらにTubular　WaIl　Thicknessにも差は認められなかった。また精巣内Testosterone濃度に関
しては正常群の方が高い傾向にあった。治療効果に関しては精子濃度が1000万以上の増加を示したものはrE常群

に3例認めたが，異常群には認めなかった。述動率が10％以上の改善を示したのは異常群に多く認められた。

　以上より，Leydig　cell　functionのパラメーターとしてのしH値およびT／LH　ratioは精子形成障害
を鋭敏に反映するものではないが，精子形成障害になんらかの関連性があることが示唆された。

II．22 　　　男子における血中インヒピンの測定

一 精索静脈血中アンドロジェン値との関連にっいて一

1｝昭和大泌尿器科，2｝東大泌尿器科，3｝MOilash大解剖

渡辺政信1｝，田代博紹11，藤井徳照O，吉沢留美子1），石田　肇Ω，

今村一男1），蓑和田？k　2】，阿曽佳郎2），deKretser　D．M．3j

　インヒビン測定法（バイオアッセイおよびRIA）の改善開発により，インヒビン産生調節機構は複雑なも

のであることが知られてきている。幼若ラットセルトリ細胞培養を用いた実験では，FSHはインヒビン産生

に対し刺激的効果を，アンドロジェンは抑制的効果を持つことが示された。この研究では，新しく開発され
たRIA法を用い，除睾術をうける前立腺癌患者の111L清インヒビンf直を測定し，　rl［L清アンドロジェン値との関

係を精索静脈血において検討した。

　対象となった8症例のうち1例はestracytによる治療中であり，他の7例は未治療であった。年齢は66歳
から86歳にわたった。精索静脈llliにおけるlllL溝インヒビン，テストステロン，および，」4一アンドロステン

ディオン値は，それぞれ，2841．3±422．8mu／ml（平均士SE），396．4±53．3ng／mLおよび36．9±5．3ng／ml

であった。インヒビン値，テストステロン値間には有意の正の相関がみられた（r＝＝O．741，P＜0．01）。しか

し，インヒビン値，d4一アンドロステンディオン値問にはiEの相問も負の相関もみられなかった。末梢1血中
インヒビン，テストステロン，A4一アンドロステンディオン値はそれぞれ，428．1士1　1　1．4　mu／m1，5．09士

0．600ng／ml，0．855±O．138　ng／㎡であった。インヒビン値，テストステロン値間，およびインヒビン値，

A4一アンドロステンディオン値間共に相関はみられなかった。

　アンドロジェンがインヒビン産生に抑制的に働くことを支持する結果は得られなかった。むしろ，テスト

ステロンは，精索静脈血におけるインヒビンとの『の相関からは，刺激的に作用しているかに思われた。し

かしながら，断定的結論を得るには今後多方面からの検討が必要である。
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II－23 精子形成障害患者におけるテストステロン1回投与後の血清インヒビン

濃度の変化にっいて

1）昭和大泌尿器科，2）東大泌尿器科，3）Monash大解剖

石田　肇1｝，田代博紹1），渡辺政信t），吉田英機t），今村一男11，

蓑和田滋2｝，篠原　充2），阿曽佳郎2｝，deKretser　D．M．3｝

　新たに開発されたRIA法を用いて，我々は，クラインフェルター症候群では正常成人男子に比べ血清イン

ヒビン値が有意に低いことを示した。しかしながら，無精子症患者では血清インヒビン値の有意の低下はみ

られず，意外にも，1部の無精子症例は異常高値を示した。このことから，インヒビンの男子生殖機能にお

いて担う役割は複雑なもので，またその調節機構についても，下垂体精巣間フィードバック機構のみならず，

パラクリン，オートクリン機構の関与など複雑なものである可能性が考えられた。今回我々は，これらの症

例において，テストステロンエナンテイト250mg　1回投与により，下垂体ゴナドトロピンを抑制した際にお

こる血清インヒビン値の変化について検討した。

　5例の無精子症例，5例のクラインフェルター症候群例について検討した。テストステロン投与前血清イ

ンヒビン値は無精子症例で545士86．5mu／ml（平均±SE），クラインフェルター症候群で307．2±57．0であっ

た。無精子症例では，テストステロン投一与2日後の血清インヒビンf直は253士12．6で有意の低下を示した。

（P〈0．05）。そして，その後少なくともll日目までほぼ同レベルにとどまった。クラィンフェルター症候群

では，血清インヒビン値はテストステロン投与により変化しなかった。

　このことから，無精子症例における血清インヒビンレベルは少なくとも1部はゴナドトロピンにより維持
されていると考えられた。クラィンフェルター症候群における検討結果や，また，無精子症例でも血清イン

ヒビン値が完全には抑制されなかったことが，ゴナドトロピンの抑制不十分によるものか，A°ラクリンシス

テムなど他の調節機構によるものかにっいては今後なお険討を要する。

II．24
ヒト男性血中Inhibinの日内変動

群馬火学産科婦人科学教室

山口昌章，宮本　ra　，長谷川喜久，伊吹令人，五十嵐正雄

　当教室では、ヒトInhibinと交差するウシInhibinの抗体を川いて、ヒトInhibinの測定法を確立す
ることができた。このRIA系を使用し、男性の血中Inhibinを測定した結果、明らかな日内変動を認め
ることができたので報告する。〈方法〉健常成年男子5名（22．8±1．7歳）（以下Mean士SE）について

午後7時より翌日の午後7時まで、1時間毎に採血を行なった。前腕静脈内に注射針を留置し、ヘパリ
ソ加生食にてブロックして、同部より採血した。検体は、血清分離後一20℃で保存した。Assay法は次

のようである。Standardとしてヒト卵胞液を使月1し、その濃度はO．15～40μZ／meである。検体100μa
に1％BSA　200！t！、Standard　100　／t君にはlnhibin　free　serum　leO　pt！と1％BSA　IOO　xtLを加え、さら

に第1抗体（105倍：希釈TNDH1）100　PtLを混和して、32℃で2411・‘Hltl保存。次に125　1　一ウシInhibin　100

μZを添加し、32℃24時間保存。最後に第2抗体（200倍希釈AGG）100μZを加え、4℃12時間保存後、
3000rpm、20分間遠心して上清を吸引し、アロカガンマカウンター601により測定した。同一の検体
につき、FSH、　LH、　PRL、　Cortiso1、Testosteroneの測定も行なった。　〈結果〉ヒト男性血中
Inhibinは、全検体について測定可能であり、午前9時にピークをもって午前中高値を示し、以後漸減
して夜間は低値という日内リズムを示した。ピークの午前9　ll・：iは0．72±α07μ君／me、最低値の午後10

時では0．43±0．06με／meであった。血中FSH濃度とは有意の逆相関（r；－O．50942、　P〈O．　OO1）があり、

又、同様の日内リズムを示すCortiso1とはiEの相関（r＝e．30239、　P〈O．Ol　）が得られた。他のホルモ

ソとは有意の相関は見られなかった。〈結論〉ヒト男性血中Inhibinは1日を通して測定可能であり、
日内リズムをもって、ゴナドトロピソの調節に関与していることが示唆された。
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II－25
精索静脈瘤症例における陰嚢シンチグラフィーの臨床的検討

神戸大学医学部泌尿器科

西脇市民病院泌尿器科

0今西　治、奥m嵩啓、篠崎雅史、藤沢正人、岡田
　守殿貞夫
　松下全巳

弘、松本　修、

【目的】精索静脈瘤は男子不妊の旗｝咽疾患の一っと考えられている。今回我々は精索静脈瘤症例に対して、
陰嚢シンチグラフィーを施行し、その臨床的意義について検討したので報告する。【方法】対象は神戸大
学付属病院泌尿器科を受診した精索静脈瘤症例165例で、SSmTc－RBCを用いてRiアンギオグラフィーを行
い、陰嚢、精巣部を中心にscanする陰嚢シンチグラフィーを施行した。　RI注入後大腿動脈の出現から約
1分間をDynamic　phaseとし、洗入2分後より15分閲をStatic　phaseとして画像収栗を行った。シンチ
グラフィー上の集稿度を（一）～（＋＋＋）の4段階に分け、また、その集積出現時期によってDynamic
phaseより集稿を認めるEarly　type、　Static　phasc早期より集積を認めるConstant　type、およびStatic

Phaso後半において遅延集積を認めるDelayed　typeの3タイブに分類した。これら陰巽シンチグラフィ

ー の樂積度、集積タイプと精索瀞脈瘤Gra巾、精子濃度、精子運動率、精巣容積の関連を検討した。
【結果】精索静脈瘤Gradeと陰嚢シンチグラフィー集積度の関係では、　Gradeが高くなるにっれて集稿度も
高度になる傾向を示し、精索静脈瘤Gradeと集硫タイプの関係では、　Early　typeにおいてGrade　II、　m症

例の占める割合が高くなっていた。また、集積度と集稿タイプの関係では、Early　typeにおいて集積度
（＋・）、　（＋＋＋）のものが多くなっていた。陰嚢シンチグラフィーの所見と、精子濃度、精巣容積との

問に明確な関連は認められなかった。【考察】陰衰シンチグラフィーは精索静脈瘤の客観的診断、分類の

みならず、血行動態の解析に有用であることが示唆された。我々は、精索静脈瘤症例に対して禎極的に
手術療法を行っており、陰嚢シンチグラフィー所見と術後精液所見改善度および赤外線サーモグラフィ

ー 所見との関連にっいても検討を加える予定である。

II－26 男子不妊症における精索静脈瘤手術の臨床的検討

名古屋大学泌尿器科，＊岐阜県立多治見病院泌尿器科，＊＊名古屋大学放射線科

○長井辰哉，高羽秀典，坂田孝雄，金城勤＊，三宅弘治，石垣武男＊＊

〈目的〉　男子不妊症の外科的治療法として精索静脈瘤に対する手術療法の効果が認められている。当科

では不妊を主訴とした乏精子症の患者に対し，赤外線サーモグラフィーを利用して積極的に精索静脈瘤を

診断し，手術療法を施行してきた。今回我々は，当教室における不妊を主訴とした精索静脈瘤症例に臨床

的検討を加えるとともに，臨床上の諸因子と術後の精液所見の改善との関係について検討した。
〈対象〉　患者は昭和59年8月から昭和63年5月までの4年間に名古屋大学泌尿器科にて，精索静脈瘤根
治術を施行した60例である。
〈方法〉　精索静脈瘤の診断は，視触診，及び陰嚢部赤外線サーモグラフィーにより行った。手術法は，

Palomo法，　Olson－Stone法，および内精静脈塞栓術を施行した。術前術後に複数回の精液検査を施行

し，精液量，精子濃度，運動率，奇形率を算定した。LH，FSH，テストステロンの血中濃度はRIA二
抗体法により測定した。

〈結果〉　患者の平均年齢は32．4歳，平均不妊期間は4，2年であった。精索静脈瘤のgradeは0度31例，

1度10例，H度12例，　fil度7g列であった。精巣容量には左右差を認めなかった。精液所見は術前，平均精
　　　　　　　　　　　　　　　　，運動E＄；　3　4．0％，奇形率20．7％であった。術後3ケ月以上経過後の精液液量3．4ml，精子濃度9．5×10　　　　　　　　　　　　　　／ml
所見では平均精液量3．5m1，精子濃度16．1×106／ml，運動率37．6％，奇形率2L5％と，精子濃度，運動率

は，有意に改善していた（paired　t－test，pくO．O　1）。術後迫跡期間は平均10ケ月であり，4例（6．7％）

が妊娠した。陰嚢部赤外線サーモグラフィーを施行したのは，術前50例，術後20例であった。これらの臨

床各因子，及びサーモグラフィーの所見と，術後精液所見の改善との関係についても現在検討中であり，

報告する予定である。
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II－27 精索静脈瘤における各種診断法の比較検討および治療効果との関係

千葉大学医学部泌尿器科学教室

○高原正信，始関吉生，石井弘之，角谷秀典，布施秀樹，島崎　淳

【目的】精索静脈瘤の各種診断法を比較し，精液所見との関連をみた。さらに，術後の精液所見の改善

との関係も検討した。

【対象および方法】当科を受診した精索静脈瘤58例を対象とした。鈴木の分類にて，1°，囎H°は，お

のおの，6例，13例，39例であった。超音波ドブラ法（パーサトーン）は，体位変換による逆流の有無

もみた。超音波断層法は，静脈の最大径をみた。サーモグラフィー（サーモビx一アー，日本電子）で

は，左右差1℃以上を病的とした。陰嚢シンチグラフィーは，その結果を，岩本らの分類によって3型
に分けた。手術はパロモの術式に従った。術後3ケ月において，これらの再検査を行い，精液所見の変

化と比較した。後者は飯塚らの基準によって判定した。

【結果】超音波断層法で，静脈の径が大きいものは，サーモグラフィーで温度差が大であった（P＜

0．05）。いずれの診断法も，その所見と，精子濃度との関係はなかったが，精子運動率では，サーモ

グラフィーのtype　1（精索，睾丸共に温度差1℃以上）の群が，平均50．3％とその他の群に比べ，有

意に大であった（P＜O．05）。又，シンチグラフィーでtype　1の群が，その他の群に比べ，術後精
子運動率の改善が，有意に良好であった（Pく0．01）。

【結語】サーモグラフィーの所見は，造精機能の障害の程度を反映していた。シンチグラフィーは，治

療効果の推測に役立った。

II－28
卵管マイクロサージェリー施行例におけるSeCOi｝d　look　operation

愛知医科大学産婦人科学教室

○稗田茂雄野口昌良藪下廣光浅井光興正橋鉄夫石原実
森川病院　　秋田敏行

　本邦において、卵管閉塞症や卵管周囲癒着症に対してマイクロサージェリーが導入されて、すでに10

年の月日が流れた。この間、婦人科マイクロサージェリーに関する基本的手技と機器に関しては、ほぼ

一定の形態が整ったと考えられている。

　その結果多くの施設から手術後の成績についての報告がされるようになってきている。われわれの教
室においても昨年の当学会においてこれまでの成績について報告を行ったが、マイクロ手術後再び開腹

して術後の腹腔内の状況を見る機会はきわめてまれである。このマイクロ手術後のSecond　look　operat

ionから術後の腹腔内の状態を再検することは、今後のマイクロ手術への対応上、意義深いものと考えら

れる。そこで教室で経験した卵管形成術後の子宮外妊娠2例、帝王切開例1例、再閉塞による再手術例
1例、以上4例についてのSecond　look　operation時の状況について検討し、報告する。
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II－29

術後早期に行なうsecond　look　laparoscopeの有用性について

日本大学医学部産科婦人科学教室
O山田祐士　長田尚夫　赤嶺和成　津端捷夫　高木繁夫

　手術後の創部ならびに漿膜損傷部に生ずる癒着は、生体防御反応の一環として避けられない事実であ
るが、妊孕能保存手術（マイクロサージェリーによる卵管形成術など）においては、予後を大きく左右
する重要な因子である。一般に癒着は術後早期より形成され10・14日後には線維性癒着へと移行し癒着
剥離は困難となる。そこで我々は術後6病日に、second　look　laparoscopy（SLL）を施行し、腹腔鏡下
に癒着を剥離、更に癒着の強かった症例には、再度13病日にthird　look　laparoscopy（TLL）を施行し
癒着の程度を判定した。方法：妊孕能保存手術を施行した症例のうち癒着剥離術を行った症例で、SLL
を必要とした60症例について術後6病日に腹腔鏡を施行した。再癒着の程度は、R－AFSの子宮内膜症分類
の癒着の項を用いてスコアリングを行った。この際癒着を認める症例については腹腔鏡下に癒着剥離術
を施行、さらに癒着スコア。が10点以上の症例については、術後13病日に再度腹腔鏡を施行した。結果

：術前に癒着スコアーが20点以上の12症例では、癒着剥離術後、SLLを施行したところ、8例では10点以
下に癒着は改善されたが、4症例では、癒着スコアーが10点以上であったので腹腔鏡下に癒着剥離術を行
ない、その後TしLにて再癒着の程度を観察しta。その結果、癒着スコア・は3点以下になり、癒着は殆ど
認められなくなった。また術前癒着スコアー10点以下の、軽度癒着の症例においては、SLL時すでに3点
以下に減少し癒着の著明な改善を認めた。但しマクロにて卵巣形成術を行なった症例では、SしL時に卵
巣表面に癒着が強度に認められたが、SLL下に容易に癒着剥離が可能であった。この症例のTLしによる観
察ではいずれも癒着スコア。は3点以下の軽度の癒着しか認められなかった。結論：術後の癒着の程度に
拘らず、SLL施行の際行う癒着剥離術は、癒着が完全には完成されていないために容易に剥離が可能で
あり、癒着剥離後の再癒着は殆ど認められず、妊孕能保存手術後の早期腹腔鏡の意義は大きいと言える。

II－30 妊孕性回復，温存手術後の7th　day　laparoscopyにっいて

大和市立病院産婦人科
北里大学医学部産婦人科

○川内博人，三谷　仁，近藤信va　J高橋正敏
　石川雅一，飯野譲二，劒持　稔，鈴木　真，
　中居光生，新井正夫

　妊孕性回復や，妊孕性温存を必要とする種々の手術々式に於ける最大の懸念は，術後に発生する付属

器周囲の癒着による妊孕性の低下である。われわれは各種の一般的な癒着予防策に加え，手術後7日目

にsecond　lookを行い，術後に生じた癒着を剥離する7th　day　laparoscopyを実施し，良好な結果を

得ているので報告する。

　対象は，当利塚族計画外来に通院中の卵管性不妊，子宮内膜症，子宮筋腫などの手術後の患者，25例

である。先行手術の内訳は，卵管性不妊に対するマイクロサージャリーIO例，子宮内膜症7例，子宮筋

腫核出術後6例，子宮外妊娠に対する保存手術後2例である。手術前後には，ステロイドの全身的，局
所的投与，高分子デキストランの腹腔内散布，術後早期離床などの処置を施した。これらの症例に対し，
手術後7日目にlaparoscopyを行V・　）癒着状態を観察した後，　seeond　punctureからの鉗子操作によb
癒着を剥離した。

　観察した44付属器のうち，先行手術で手術操作を加えていたのは31付属器で，このうち27付属器

（87．1％）に何らかの癒着を認めた。癒着のなかった4付属器のうち，3付橋器は，卵管端k吻合を行っ

たもので，残bの1例はマイクロサージャリーによる卵管采周囲癒着剥離を行っていた。筋腫核出術後

の6例では，全例に子宮漿膜術創への何らかの癒着があり，中でも大網，腸管，卵巣，卵管などが多く
みられた。これらの癒着は，すべて鉗子で払ったり，臓器を鉗子で把持し，牽引することによって剥離

が可能で，子宮，付属器を手術終了時と同様の状態に回復することができた。
　これまでにわれわれが報告した，手術後の種々の時期Va　k・けるEarly　second　look　laparoscopyの成績

から，7th　day　laparoscopyは，癒着剥離については，最も理想的な方法と考えられる。
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II．31
妊孕能保存手術における癒着防止法

一 とくに生理的接着剤による腹膜移植術にっいて一

日本大学医学部産科婦人科学教室
O長田尚夫　山田祐士　赤嶺和成　津端捷夫　高木繁夫

　組織の損傷部に起こる癒着は、組織の修復機転という生体の防御反応く機構）の結果であり、炎症性
反応による組織修復機転で避けがたい現象である。しかし妊孕能保存手術（卵巣嚢腫、筋腫核出術等）
やマイクロサージェリーによる卵管形成術後の外科的侵襲による腹腔内癒着は、卵管機能障害を招き不
妊症の原因となるばかりでなく、時に術後の合併症を招くことから、手術法の改善や癒着防止対策が強
く求められてきた。
　我々は妊孕能保存手術やマイクロサージェリーによる卵管形成術後の癒着防止対策には、全身療法と
して抗生物質や副腎皮質ホルモン投与、局所療法として腹腔内藁剤投与（デキストラン70、副腎皮質ホ
ルモン）、大網切除術、術後早期体位変換、卵巣位置矯正術、ダグラス窩閉鎖、子宮位置矯正術ならび
にEarly　Second　Look　Lapar。scopy（術後早期7日）による早期癒着剥離術等を行なっている。また漿腹
の欠損部や損傷部ならびに筋腫核出術後の子宮の創部には、必要に応じて同種腹膜移植を行ない好成績

を収めている。
　一般に腹膜の大きな欠損部や損傷部ならびに筋腫核出術時の子宮創部への腸管や大網の癒着防止には
通常の方法では限界があり、種々の代用膜による被覆法が試みられてきた。しかしこの方法では、代用
膜の材料の問題、組織に対する異物反応の問題ならびに代用膜を如何に組織に接合するかが大きな問題
となり、臨床応用には至らなかった。

　我々は1978年よりこの問題に取組み、代用膜には、腹膜を用いて同種腹膜移植を行ない、その渡合に
はフィブリノゲンとトロンピンによる生理的接着剤によって漿腹欠損部に被製する方法を行い好成績を
収めている。本講演では、その実例を紹介しその意義にっいて述へる。

II－32 不妊症の原因に関する統計的検討

虎の門病院産婦人科
O丸　宏昭，島　由実子，宇野かおる，沼口正英，田村　学，児島孝久，

曽　栄輝，木村宗昭，堀ロ雅子，佐藤孝道

〈目的と方法〉不妊症の原因は多岐にわたりいくっかの要因が複合していることもある。さらに検査法

の進歩により従来原因不明不妊と考えられた症例の原因も解明されるようになった。そこで昭和61年10

月より62年2月までに当科を受診した不妊患者105例についてその原因を検討したので報告する。
〈結果〉内訳は、原発性不妊症66例（62．9X）続発性不妊症39例（37．1名）であり、初診時平均年令は32．4

才、平均不妊期間は48．8ケ月であった。最も重要と考えられた要因のみに限定するとその原因は、排卵
因子23例（21．9X）頸管因子7例（6．7X）卵管因子29例（27．眺）子宮因子1例（1．OX）着床因子3例（2．9X）男

性因子37例（35．IX）原因不明5例（4．8X）であった。さらに、複数以上の不妊因子を含めると、排卵因子

54例（51．4X）頸管因子8例（7．8X）卵管因子41例（39．OX）子宮因子11例（10．5X）着床因子15例（14．3X）男

性因子53例（50．5X）となった。排卵因子の中では、高プロラクチン血症が29例あり、また男性因子では

、乏精子症30例、精子無力症が43例認められた。それぞれの因子が単独の例は、45例（42．9X）のみであ

り、55例は何らかの形で2つ以上の因子が合併していた。排卵因子によるものの割合は原発性不妊、続

発性不妊に差はなかったが、卵管因子によるものは、続発性不妊に有意に多く認められた。人エ妊娠中
絶、虫垂切除術など何らかの既往歴を有する51例の中で卵管因子によるものは26例（51．O鑑）あり、既往

歴のない例に比べ有意に高く認められた。続発性不妊の中で男性因子が関与する例は12例（3U．8Z）に認

められた。なお原因不明例は5例（4．8X）のみであった。〈結論〉排卵因子、男性因子は不妊症例の半数

以上に認められ、特に男性因子にっいては、続発性不妊症でもその重要性が示唆された。
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II－33
男子不妊症の臨床統計

　筑波大学附属病院泌尿器科

O吉井慎一，友政　宏，武島　仁，石川博通，小磯謙吉

【目的】当院不妊外来開設以来，5年間の男子不妊症患者の臨床的検討を行なった。
【対象】1983年4月より1988年3月までの5年間に筑波大学附属病院泌尿器科を受診した男子不妊症

患者331人を対象とした。
【方法】患者の年At，不妊期聞等につき闊診を行なった。副睾丸・精管・前立腺の触診，精索静脈瘤の
有無の検討を行なった。睾丸容量はオーキドメーターを用いて測定した。血清FSH，　LH，テストス
テロン，プロラクチン，IgG，　IgA，IgMは午前9時より11時30分の問に採血し測定した・精液検
査はルーチンの方法で行ない，精子濃度により4つの群に分け，それらの群間で睾丸容量，血清FSH，

LH等の比較検討を行なった。・

【結果】患者年齢は30～40歳に，また不妊期間は2年～3年にピークがあった。配偶者の年齢は25～
29歳にピークがあり，婦人科疾患として，流産（20例），卵巣機能不全（12例），卵管狭窄（10例）の
頻度が高かった。患者既往歴では流行性耳下腺炎（106例），虫垂炎（24例），十二指腸潰瘍（11例）
の頻度が高く，理学的所見として，精索静脈瘤が155例に認められた。睾丸容鍬は精子濃度の低い群ほ
ど有意に小さくなり，またFSHは有意に上昇していた。LHは精子濃度が10×106／㎡以下の群で40×
106／㎡以上の群に対して有意に上昇しており，テストステロンは無粘子症の群で精子濃度40×10　6／雇

以上の群に対して有意に低下していた。プロラクチン，IgMに関しては有意な差はなかったが，　IgG
が無精子症で，仙の群いずれと比べても有意に誠少しており，IgAが無精子症で精子濃度10×106～
40　・一　106／雇の群に比して有意に低下していた。

II．34 男子不妊専門外来開設後1年間の臨床統計的観察

浜松医科大学泌尿器科1），東京大学医学部泌尿器科2）
○山口安三1），平井正孝1），森永聡一一郎1），」二田大介1）v中野　優｝），牛山矢ll己1），

　太川信隆1），大田原佳久1），鈴木和雄1），川島　惇1）評II辺香月1），阿曽佳郎2）。

〈目的〉浜松医科大学附属病院泌尿器科では昭和62年7月1口男子不妊専門外来を開設した。開設後1
年間の男子不妊症患老について臨床統計学的観察を行ったので報缶する。　〈対象〉昭和62年7月1［1か

ら昭和63年6月30日までの1年間に浜松医科大学附属病院泌尿器科の男子不妊専門外来を，り」子不妊を
主訴として初診した患者22例を対象とした。　〈方法〉初診時年齢，結婚期間，既往歴，理学的所見，精
液検査，染色体検査，内分泌学的検査，病理組織学的検査，治療につき検討した。　〈結渠〉初診時年齢

平均は31．2歳で，24～39歳に分布し，結婚川間は3～4年が多かった。既往歴では，流行性耳下腺炎
が9例あったが，1例を除き総て10歳以下の発症であった。配偶昔に異常を認めた症例が3例あり，3
例とも精液所見は正常であった。理学的所見では，2例に精索ll削脈瘤を認めた。睾丸容i止がIOme未満の

症例は，すべて無精子症であった。精液検査所見では，乏精子症8例，無精子症7例，正常7例であっ
た。染色体検査上，KLINEFELTER’SSYNDROME　5例，46XY／46XX　MOSAIC　l例，46XY，　inv（9p＋，
q－）1例を認め，染色体異常を示す症例が多かった。睾丸生検は乏精f症5例，無精子症7例に対して
行った。睾丸生検組織像は，JOHNSEN’SSCORE　COUNT　Oこより精細管機能について調べ，　LH，　FSH，
teStOsterOneとの関係について比較検討した。この結渠，内分泌異常をli忍めたのは無精子症例のみであ
り，score　5以下であった。治療としてATP，ビタミンB2，　Bl2，　Eを使川し，乏精子症2例に精液所

見の改善がみられた。
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II－35
ABO血液型と不妊症について

国井産婦人科病院

国井兵太郎

　妊娠が成立するためには多くの因子が関与してこれを促進したり、抑制したりしているものと考えら

れる．一一般に知られている卵や精子の状態、子宮卵管の形態、内分泌環境などの他にも各種の因子があ

りいわゆる機能性不妊はこのような因子が関与しているものと思われる。

　私共は不妊症の統計を用いてこれらの妊娠に影響をもつ因子を調査しているが、今回はABO血液型

が妊娠に与える影響について調査した。対象としたのは昭和55年から61年までに挙児を希望して当

院を訪れた646組の夫婦でこのうち血液型が明らかなのは509組であった。妊娠したのは193組
で6ケ月間治療しても妊娠しなかった150組を不成功例とすると妊娠率は56．3％であった。有意

検定はx2検定を行なった。

　ABO血液型の影響をみると妻が持っていないAまたはBの型物質を夫が持っている不適合の組み合

わせの場合、妊娠率は49．4％と有意に低かった。　（p〈0．05）　特に妻が0型の場合は不適合

になりやすいが妊娠率は43．3％と低かった。　（p＜0．005）　一方不適合にならない妻AB型

の場合は74．2％と高い妊娠率であった。　（p〈0．05）　個々の血液型の組み合わせでは妻0型

夫A型の場合は36。2％（P＜0．005），妻0、夫AB型の組み合わせは15．3％（P〈0．
01）と有意に低かった。夫の血液型からみると不適合にならない0型の場合は妊娠率が高く、反対に

AB型の場合は低い傾向がみられたが有意差はなかった。

　不妊を訴えて来院する夫婦にはすでに一定期間の選択が行なわれているものと考え、来院者のABO

分ft1を調べ、当県の一般の献血者の血液型分布と比較したところ、やはり不適合な組み合わせの夫婦が

多く来院する傾向がみられた。

II－36 心身総合刺激装置（BLESS　MAHC）の不妊症患者に於ける
使用経験

産業医科大学産婦人科学教室
　。及川和郎，吉田耕治，近藤正彦，高柳茂生，大塚治夫，
　　岡村　靖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不妊症婦人は婦人科学的のみならず心
身医学的にもストレス状態に陥り易い。心因性ストレスは卵巣機能にも悪影響を与える。また最終的に

妊娠不成功に終った場合のacceptanceの問題も残っている。今回，我々はマクター株式会社製作の心

身総合刺激装置（BLESS　MAHC）を不妊症患者に使用する機会を持ったので報告する。
　BLESS　MAHCは精神安定訓練器とも呼ばれ，biofeedback　therapy，1ight　t．，super　metabOlic
t．，somnarium　t．，music　t．，adjust　t．，hypnot．，climatot．の頭文字を連ねたものである。この

装置は脳波のα波と脈拍数を時々刻々記録しながら，自律訓練法の原理を応用し，心因性ストレスを解

消できるカプセルである。患者はこのカプセル内に入り，体感音響椅子に腰掛ける。カプセルのドアを
閉じると患者は外界から遮断されアイソレーションの状態となる。その後，BLESS　MAHC訓練プロ
グラムNa　1を順次用いて自律訓練を行った。

　対照として婦人科不定愁訴症候群患者16名にも応川し比較検討した。標的症状としては肩こり頭痛な
どの自律神経関辿症状で，週1～2回の治療で計10回，自律訓練法の第2公式（四肢湯感練習）を主に

使用して行った。結果は，標的症状のほぽ消失した有効が7名，症状のやや軽減が9名と全例に効果が
認められた。

　不妊症患者3名に本装置を用いたところでは脈拍数の滅少，α波の増加などが観察され，患者は一様
に安心感やrelaxation感を示した。止常男性の内分泌動態を検討した報告によると，ストレス時に増
加するACTH，　cortisol，TSH，adrenaline，　noradrenalineは低ドし，生殖に関与するtestoste－
roneは増加の傾向を示したという。これは不妊婦人の内分泌動態にも好影響を及ぽして妊娠に良い条

件となることが予想され，今後症例を重ねて検討していきたい。
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II－37 男性不妊症患者における心理．学的検討

　昭和大学藤が丘病院　泌尿器科1）精神神経科2）

○浜島寿充1）　坂本正俊1）池内隆夫1）　甲斐祥生1）

　北村　勉2）　伊東昇太2）

目的：不妊夫婦に対する面接で、女性では，抑うつ状態が多く認められるとの報告がある。一方，男性

についての検討は，ほとんど行なわれていない。そこで．我々は泌尿器科学的検討と共に，心理学的ア

プローチを行ない，男性側の問題点の発現をこころみた。
対象：器質的疾患の認められない不妊夫婦で，しかも精液所見に問題の無い症例を対象とした（現時点

での検討症例は，9組の夫婦である）。

方法：精神医学的問診と心理検査〔矢田部・Guilford性格検査（Y－G）・Cornell　Medical　Index

（CMI）・東大式人格目録（TPI）〕を施行し，その後，定期的に心理面接を継続した。

結果：精神医学的問診で，明らかな精神疾患や性格偏奇は認められなかった・しかし，CMIで，準神
経症及び神経症領域を示した者が．約33％認められた。TP［では境界値を全症例に認め・さらに異常値
を示した者が約半数近くあった。このことより，特異的傾向は見出せなかったが，精神的に種々の問題

を呈している症例が多いことが見られた。
考案：心理検査の結果，および，その後の定期的な面接により、潜在的かつ顕在的な心身不安定状態が
確かめられた。また，基本的には，神経症的性格傾向を持っていると考えられ，それが，不妊という事

態に直面し，その性格傾向が増強されたものと思われた。
　以上より，不妊症患者の治療に際しては，泌尿器科的アプローチに合わせて，精神的検索・対応が必

要と思われた。なお，対象症例のうち，心因性陰萎を来たした症例も経験したので・供覧する予定であ

るo
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III．1
体外受精・胚移植における卵成熟度評価法

鳥取大学医学部産科婦人科学教室

O和田　省、杉本伴芳、岩部冨夫、関島秋男、大野振良昌、谷川正浩、

　寺戸博文、戸田稔子、菊川章仁、見尾保幸、前田一雄

（目的）IVF－ETを実施する上で、正確に卵の成熟度及び発育能力を評価することは、最も重要な問題の1

っであるが、確実な方法はなく、その成熟度はCu皿ulus－C。rona（C－C）の所見を指標にしているのが現状

である。今回、我々は採取時C－C観察から推定した成熟度に基づき、卵胞液量、卵胞液中ホルモン濃度、

受精・分割率を検討し、さらにその一部において実験的にC－C除去による卵観祭を行い、実際の卵の成熟

度とC－Cの所見との比較検討を試みた。

（方法）昭和62年1月からIZ月までに当科で卵管性不妊、子宮内膜症、原因不明不妊にてIVF－ETを施行し

た36症例、92周期を対訣としたu卵菓刺激はclontid－hMG－hCG、採卵は経腫あるいは経膣超音波採卵を当

科IVF－ETプログラムに従って行った。採取した卵は、実体顕微鏡下に成熟度をmature（凹），inter皿ediate

（INT），immature（IMM），及びpostmature（PM）に分け、　M及びINT卵は6・・8時間、　IMM卵は10－12時間前後の前

培養後、配偶者精子を授精させた。卵胞液中エストラダイオール（E、），プロゲステロン（P），テストステロ

ン（T），プロラクチン（PRL）濃度は、　RIA法にて測定した。　C－C除去による卵観察は同意の得られた患者5例

から、4個以上採卵できた周期に提供をうけ、合計9個にっいて行った。

（結果）採取した卵はM卵129個、INT卵88個、　IMM卵18個、　PM卵10個、　Degenerated卵2個の計247個であっ

た。卵胞液量は成熟度が上がるに従い増加する傾向を認めた。卵胞液中E、、PRLに一定の傾向を認めず、

P、TはPM卵胞で高値となった。受精・分割率は、　M卵67＄，51％、　INT卵54＄，35％、　IMM卵28＄，11％であった。

C－C除去前の卵の成熟度は9個ともすべてINT卵で、　C－C除去時Germinal　Vesicle期の卵はなく、3個の卵

で第1極体が観寮され、少数例であるが、C－Cと実際の成熟度に不一致のあることが示唆された。

III－2 ヒト卵の卵胞内環境に関する検討m

温度及びホルモン環境

大分医大産婦人科

○松岡　良，宮村　研二，飯野　好明，香山　文美，森　宏之

　ヒト卵の卵胞内環境を解明すろために，昭和62年9月より63年3月の間に当科において施行した
IVF－ET13例24周期にっいて，卵胞液中温度及びホルモン濃度を検討した。
　Clomiphen＋hMGにより排卵誘発を行ない，卵胞径18　naでhCGにうちかえ，34時問后に採卵を行
なった。最初の卵胞穿刺時に，針センサー温度計を，穿刺針より卵胞内に入れて温度を測定し，直前に

測定した舌下温と比較した。又，卵胞液は，その量により，1．5m4以上を大，未満を小卵胞としてホ
ルモン濃度の測定を行なった。

　その結果，卵胞液中温度は，13例中12例において，舌下温より0．3～0．9℃高く，平均でも，卵胞
液中37．4±0．35℃に対し，舌下温36．8±0．51℃と有意に高値を示した。
　卵胞内のホルモン環境としては，LHは，大卵胞111．77±44．27　mlU／｝neに対し小卵胞94．76±43、49

であり，FSHは，12．96±3．23　MIU／5n　e：11．64±3．19，PRLは，10．72±9．86n9／in　e：10，11±9．24，

E2は，　326・45±75・30　n耳／me：260・82±112・37，Testosteroneは，22・80±11．70　ng／ne：26．64±23．68

であった。すなわち，LH及びE2が大卵胞で高く，Tが低い傾向を示した。このE2とTの閲の相関
をみたが，r　＝＝－O、071と相関はみられなかった。

　以上のことから，卵胞内環境として

1．温度は，舌下より約0．6℃高い。

2．　ホルモン環境としては，LH・E，・Tがより強く関与している。
　ことが示唆された。
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III－3
ヒト卵の卵胞内環境に関する検討CL｝

Bromocriptine投与の影響

大分医大産婦人科

O宮村　研二，松岡　良，飯野　好明，香山　文美，森　宏之

　PRLが，卵に悪影響を及ぼしていることは，高PRL血症や潜在性高PRL血症などから明らか
であるが，逆に一定濃度のPRLが必要との報告もみられる。そこで今回我々は，当科において
Bromocriptine（Br．）を投与しつつIVF－ETを行なった6例につき，Br投与←）群と比較し，Br投与
の卵胞内環境に対する影響について検討した。

　IVF－ET施行3ヵ月以上前より，Br　5・0㎎／day投与している患者に，　ctomiphene＋hMGによ
り排卵誘発を行ない，卵胞径約18mntでhCGにうちかえ，34時間后に採卵を行ない，卵胞液を採取し
ホルモン濃度を測定した。

　その結果，卵胞液中LH濃度は，Br㈹群で101。73±39．1i”MI　U／7ne，Br（→群で109．16±51．44，FS
Hは，11・79±326mlしJ／me；13．02±3．46，E2は，281．47±99．12ng／nt　e：322．13±91．60，Testosternle

は，22．50±12．12：21．40±4．59n9／in　eと両群間に有意差はみられなかった。一方，　PRLは，　Br（＋）群

で4．31±0．80n9／meと抑制されており，13r←）群の19．31±9．57に比し有意に低値であった。

　又，両群の採卵率は，穿刺卵胞当り，BrOう群58．5％：Br（一）　Ul　51．5％であり，受精率は，各々40．7％

：41．2％と，共に統計学的に有意差を認めなかった。

　以上のことから，ヒト卵の卵胞内環境において，BromocriptineによりPRLを下げても，ホルモン
濃度及び臨床成績には，何ら影響を与えないことが明らかとなった。

III－4 ヒト卵胞液中フィプロネクチン及びグリコサミノグリカン濃度と卵子の
成熟との相関

石巻赤一・卜字病院産婦人科

○対木　章，小林正臣

　卵胞成熟に伴い卵丘一卵子複合体は卵丘細胞より分泌される細胞外マトリックス（ECM）を蓄積し，粘

稠化した細胞集合体になる。ECMの構成成分は細胞の増殖，分化に大きな役割を持つが，ECMの構成成
分であるFibronectin（FN）及びGlycosaminoglycans（GAG）と卵胞及び卵子の成熟との関辿について報告

は少ない。今回ヒト卵胞液（n；101）中のFN及びGAG測定を行ない，卵胞液量，卵胞液巾ステロイド
〔Estradiol（E2），　Progesterone（P）〕，卵子成熟度及び卵子受精能との相関を求め，興味ある知見を得た

ので報告する。検体はマイアミ大学IVF－ETプログラムで得られたものを用い，　FNはEnzyme　linked
immunosorbent　assayで，　GAGはAlcian　blue　binding　assayで，　ProteinはBradfordの方法で，そし

てE2及びPはRIAによりそれぞれ測定された。尚FN及びGAGはFN　or　GAG／卵胞液中Proteinでデータ
処理を行なった。有意差検定はone　way　ANOVAに引き続きNewman　Keuls　multiple　comparison　test
で行なった。①FN／protein及びFN／GAGは卵胞液埴及びPと正の相関を示した。②一方，　GAG／protein

は卵胞液量，E2，及びPと負の相関を示した。③FN／proteinは卵子の成熟につれて有意の増加が認めら
れた。（　immature　＝　4．2±O．5，　intermediate　‘8．5土LO，　mature　＝7，8土0．5）④GAG／proteinは逆に卵子の成

熟につれて有意の誠少を示した。　（immature＝125土L4，　intermediate－8，9土O．9，　mature－9．2±0．5）

⑤FNIGAGは卵子の成熟につれて有意の増加を示した。（immature　＝　O．4±O．1，　intermediate－1．2±0．2，

mature－L1±0．1）　⑥受精した卵子の卵胞液においては非受精卵の卵胞液に比し，有意に高FN／protein，

高FNIGAGであった。⑦一方GAG／proteinは受精卵のグループにおいて有意に低値であった。以上の結
果より卵胞液中のFN及びGAGは卵胞発育及びoocytes　fertilizabilityの有用なマーカーになる事が示唆

され，FN及びGAG合成，分泌能を有する穎粒膜細胞の増殖及び分化の程度と密接な関係を持つと考えられた。
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III－5
培養穎粒膜細胞の増殖に及ぼす卵子の影響

（北大産婦人科）

○根岸広明・小葉松洋子・中野正幸・田畑雅章
　牧野田　知・田中俊誠・藤本征一郎

　培養穎粒膜細胞の増殖に及ぼす卵子の影響を探る目的で、in▼itroにおいて頼粒膜細胞
単独群（以ドG群）と穎粒膜細胞に卵子を加えた群（以ドG＋E群）の2群で頼粒膜細胞
を培養し、頼粒膜細胞増殖性の比較を試みた。
　屠殺して問もないブタ卵巣を無菌的操作にて、約4°Cに保温したまま早急に運搬のの
ち、卵胞を穿刺し、卵胞液を採取した。2回の洗浄後、卵胞液中に含まれていた願粒膜細
胞を2mlの培養液（GIT）の入ったシャーレにそれぞれ5×105・個ずつ分注して培養
を行った。G＋E群では培養初［1に5回洗浄し周囲の穎粒膜細胞を可及的に除去した卵子
をio個加えて培養を行い、さらに培養開始3日日の培養液交換時に、10個のブタ卵子を添
加した。穎粒膜細胞の数は培養各日毎に実体顕微鏡を用いて写真をとり、写真面上でカウ
ントし測定をした。

　頼粒膜細胞の数は培養開始後2～3日はG群。G＋E群とも低下を示したが、その後7
日目まで顧調に増加し、G単独群とG＋E群の比較では、4日目以降の増殖期にG＋E群
がG単独群に比べて平均30．5Xも細胞数が多く、in　vitTOにおける卵子による穎粒膜細胞
増殖促進作用の存在を強く示唆した。
　以上の嚢実から卵子の頼粒膜細胞増殖促進作用が高岡ら（1981）の指滴したin　vivoの
みならずin　viしroにおいても存在することが明らかとなった。

III－6 経膣走査法による卵胞モニタリング

東海大学医学部産婦人科

○本田育子、小林善宗、井上正人、淡路英雄、津田朋男、藤井明和

　体外受精一胚移植（IVF－ET）、受精卵卵管内移植（IVF・－E・TR）や配偶子卵管内移植（GIFT）では複数個

の成熟卵子を採取することが妊娠率を高める上で重要なポイントの一つとなっている。我々は採卵を目

的とした卵胞モニタリングに超音波断層法を活用し、その有用性を報告してきた。しかしながらここ数

年の経膣走査法の導入によって、より鮮明に個々の卵胞が計測できるようになり、経腹走査で行なわれ
てきた発育卵胞の評価とは異なったモニタリングの示標が必要と考えられる。今回妊娠症例の経膣走査
法による卵胞発育の経過を検討した。　〔対象・方法〕S．62．2からS．63．6まででIVF－ET、　I　VF－ETR、

GI　FTにて妊娠した症例のうち経膣走査法にて卵胞体積及び血中Estradiol（E2）値の測定を行なうことが

できた60例を対象とした。卵胞数が多く個々の卵胞計測が困難である症例は除外した。刺激方法は

Clomid－HMGを用い、経時的に卵胞計測を行ないπ／6×（三方向値の積）にて個々の卵胞体積を求め両側卵

巣の卵胞体積の総和を計算した。今回採卵3日前及び2日前の最大径12mm以上の卵胞数、卵胞体積（総
和）、同時期のE2値を検討した。超音波装置は横河メディカルシステムRT3600、経膣プローブは5MH2

を使用した。　〔結果〕卵胞数は採卵3日前で平均5．1個、2日前6，0個、卵胞体積は各々7．1土2．3
（mean士S．　D）　me、10．5土3．5謡、　E2値は各々799．3士396．3、1156．6±552．2　pg／　meであった。採卵2日前の

卵胞数とE，値の間に、及び採卵3日前の卵胞体積とE，値の悶に高い相関を認めた。〔考察〕妊娠例の卵

胞発育を示標にして採卵3日前及び2日前の卵胞数、卵胞体積、E，値より採卵周期を選択することが可
能であり更には不必要な検査や卵巣刺激を避けることができる。経膣走査法は個々の卵胞が正確に計測、

観察できるために卵胞モニタリングには最も有用な検査法であると思われる。
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III－7
無排卵周期症におけるLHサージの存在

東北大学産婦人科

○戸沢秀夫，新川　罪，星合　昊，深谷孝夫，角田千恵子，
　吉田仁秋，矢嶋　聰

　正常月経周期における下垂体一性腺系ホルモン動態についてはよく知られているが，無排卵症におけ
るホルモン動態に関する報告は少なく不明の点が多い。今回われわれは無排卵周期症における血中ゴナ
ドトロピン，性ステロイドホルモン動態を連日採血により検討しえたので報告する。対象は21～22才の

ボランティア3名で，すべてBBTにより無排卵周期症を確認した。採血は月経開始日より次回月経ま
で（一例は次回月経13日目まで）毎朝午前9時に肘静脈より行ない，直ちに血清分離後，各ホルモン測定
まで一20℃で凍結保存した。身長・体重・第二次性徴などの身体的所見はすべて正常範囲内であった。

血中LH・FSH測定はEIA法，エストラジオール（E2）・プロゲステロン（P）測定はRIA法を用いた。
　血中LH・FSHは全例次回月経5－6日前にサージを認めLHのピーク値はいずれも80　m　IU／　me以
上であった。FSHサージは，　LHサージと同時に認められ，ピーク値は9．O　一一　1　5．7m　IU／meであった。

血中E2はLHサージの数日前より漸増し，　LHピークとほぼ同目にピーク1直277～328pg／meを示すサー

ジが認められた。血中PはLHサージの認められるまでは極めて低値でLHサージの間に微増し，　LH
ピークの1～2日後にO．57～1．41　ng／　meまで増加したが，その2～5口後次回月経が開始し全例LHサー

ジ前の値まで低下した。

　今回の結果は血中E2レベルの変動からみて卵胞発育はほぼ正常で，　LHサージも存在しながら排卵に
到らない症例の存在を示している。今回は超音波断層検査により無排卵を確認していないので，今回の

症例は極端な黄休機能不全というべきかも知れないが，無排卵症のなかにこのような症例が存在するこ

とは排卵機構を解明する上で非常に興味深い。

t

III－8 USG，　LHカラー，ハイエストロテックを用いたAIH施行時期の決定について

千葉大学医学部産婦人科　O木村博昭，布山隆史，高見沢裕吉

川鉄千葉病院産婦人科　　　内藤正文

　目的：不妊症患者の日常診療において排卵時期を予測するモニタリング法としては，USG，尿中
LH定性，尿中E2半定量法などが一般に行なわれている。　今回当科においてAIHを目的として排卵
時期モニタリングを行った症例を検討し，これらの方法の臨床的有用性について考察する。

　方法：対象は昭和63年1月以降男性因子，頸管因子，機能性不妊などでAIHを行った症例とした。
AIHはクロミッド100M9／日，5日間投与下で行った。一部の症例では精子swim　up洗浄濃縮法を
用いた。推定排卵日2～3日前よりUSG，　LHカラー，ハイエストロテックを行ない，　AIH施行後
もUSGにて排卵が確認されるまで検索を続けた。一部の症例では，来院中連日採血を行ない，血中E，，

LHをRIAにて測定し，尿検査の値と比較した。
　成績：①USGでは90％以上の症例で卵胞の検出が可能であったが，子宮内膜症，子宮筋腫，術後腹
腔内癒着などで卵胞が明瞭に識別できない例があった。排卵直前の最大卵胞径は23　一一　36　mm，20　mm以上

の卵胞数は1～5個であった。また基礎体混が高温期に入っても卵胞が存続するLUF症候群が，周期
あたり約8％にみられた。②LHカラーは，90％の例で陽性になり，血中LHピーク日ないし翌日と約
90％で一致した。LHカラー陽性時点より48時間以内に約85％が排卵確認された。③ハイエストロテ
ックはそのピーク値が40－－320ng／me以上とばらつきがあった。ハイエストロテック値と血中E，値は

正の相関を認めた。④AIHを20例，62周期に行ない，4例（症例別妊娠率20％，周期別妊娠率6％）
に妊娠がみられた。

　まとめ：USG，　LHカラー，ハイエストロテックを適宜組み合わせることにより，　AIHをより効
果的かつ能率的に行なうことができる。
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III－9 採卵時期はHCG投与後35～36時間が最適なのだろうか

　（卵胞は一度に全てが排卵するのだろうか）

越谷市立病院産婦人科1），順天堂浦安病院産婦人科2），順天堂大学医学部産婦人科3）

○岩佐　剛2），田中　温1），戸枝通保り，金子隆弘1），長沢　敢1），山本　勉1），

　竹内久彌2），高田道夫3）

　目的：IVF・ETおよびGIFTにおける妊娠率を向上させるためには，いかに排卵直前の卵胞卵子を採取で

きるかが重要な鍵となるといっても過言ではない。現在，IVF・ETおよびGIFTにおける採卵の時期はHCG
投与後34～36時間に設定している施設が大半である。今回我々はこのHCG投与後の採卵時期の妥当性および排
卵する卵胞数について検討し，有用に思われる結果を得たので報告する。
　方法：月経周期3～5日目よりclomiphene　100　mg　×　5日，　HMG150～300単位連日投与，主席卵胞約φ20　mm

尿中Estrogen　160～320　ng〆me　，尿中LH2001U〃以下の条件を満たし，かつ前周期のLHサージ（ピーク）

開始日を参考とし，HCG6000～9000単位を筋注した。　HCG投与34時間後より排卵確認まで1～2時間間隔で
超音波検査（日立EUB－410，経膣プロ　一一ブ，6．5MHZ）を施行した。

　対象：GIFTがキャソセルとなった9症例，AIH5症例の計14症例を対象とした。
　結果：LHCG投与より排卵までの所要時間とその排卵率は①34～36時間：0％（゜／ユ4），②36～37時間14％

（2／u），③37～38時間：0％（oん），④38～39時間：7％（VL　4），⑤39～40時間：14％（2／14），⑥40～41時間：

21％（3ん），⑦41～42時間：21％（3ん），⑧42～45時間：14％（2ん），⑨45時問以上：7％（1／14）であった。
2．排卵を確認した時の排卵数（排卵数／総卵胞数）①1個：4例（ソ1，且／・，’／・，且ん），②2個3例：（2／3，　2／4，2／、），

③3個：3例（31，，　3∠，13／、），④4個：1例（°ん）であった。

　結論：①HCG投与より排卵までの時間は大半の症例で40時間以上であり，とくに40～42時間に集中する傾向
を示した。今回の我々の結果は，排卵は従来の報告より約4～61騨1遅れて生じるのではないかという疑問を提起

することとなった。②卵胞は短時間内に（1～2時間）全て排卵するのではなく，意外と少数つつ排卵し，複数の

卵胞が未破裂のまま残存する傾向を示した。

III－10 腹腔鏡下卵巣部分切除によるPCO症候群の治療

名鉄病院　産婦人科

○樋口和宏，保科眞二，細井延行，堀　悟t稲葉芳一

　当院ではPCO症候群に対し積極的に腹腔鏡下卵巣部分切除を施行してきた。これまでに13例のPCO症
候群に同手術を施行し，ホルモンの動態及び組織学的検累を行なった。13例の内訳は，原発性不妊10例，

続発性不妊3例で，術前では全例が第1度無月経又は稀発月経であった。また，PCO症候群に特有の症
状については，3例に肥満，1例に多毛を認めた。PCO症候群の診断は，術前のLH－RH負荷テストで予
測し，組織検査で確かめた。

　同手術の前後に施行したLH－RH負荷テストの比較では，　FSHには有意の変化が見られなかったが，

LHについては術後の負荷前値に有意の低下が認められた。　しかし，それでも正常域まではもどらなか
った。術後に自然排卵が起こったのは13例中10例（76．9％）であった。　自然排卵の起こらなかった3例中

2例と，自然排卵のあった後無排卵となった3例，計5例に対してclomiphene　50～150mg／日投与で排
卵が起こった。その結果，現在までのところ13例11111例が妊娠した。

　また，以前から喫状切除後に癒着がおこり新たな不妊の原因となると言われているが，帝王切開で分

娩した2例で見る限りでは周囲との癒着は見られず，又，今画の良好な妊娠率を考えると，腹腔鏡ド卵
巣部分切除では，開腹による喫状切除に比べ癒着がおこりにくいと思われた。

　以上より同手術がPCO症候群に有効な治療法であると確かめられたので若干の考察を加え報告する。
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III－11
多藍胞性卵巣症候群に対する治療的超音波

ガイド下卵胞穿刺術による排卵読発の試み

鳥取大学医学部産科婦人科学教室

O戸田稔子、杉本伴芳、岩部當夫、関島秋男、大野原良昌、谷川正浩、

　寺戸博文、和田　省、菊川章仁、見尾保幸、前田一雄

（目的）多嚢胞性卵巣症候群（以下PCOD）は、排卵障害の原因として知られており、その治療には従来よ

り種々の薬物療法や外科的治療が行われてきたが、その効果は、不確実かっ一時的である。当科では、

PCODに対する新たな治療法として、侵襲が極めて少なく、簡便かつ安全性の島い超音波ガイド下卵胞i穿

刺術を実施することを試みており、今回本法による妊娠例も経験したので報告する。

（方法）高LH基礎値、　LH－－RH負荷試験に対するLH過剰反応と高andr。gen血症により、　PCODと診断された不

妊患者のうち、clomipheneを始めとする各種薬物療法で排卵が得られず、　wedge　resectionの適応と考

えられた難治性の排卵障害患者3症例を対象としたuゴナドトロピン療法に対し過剰反応を示すものの

排卵に至らなかった嚢胞状閉鎖卵胞を、数ケ所にわたって超音波ガイド下に穿刺し、嚢胞液の吸引・排

除を行って、その後の周期における排卵・妊娠について検討したaまた、超音波ガイド下穿刺術の前後

で、LH－REI負荷テスト、血中andr。genの値を比較し、本症の内分泌学的特激と、排卵膀発機序にっいて

考察した。（結果）対象はPCODの内分泌学的診断基準の他、肥満傾向と軽度の多毛を認めた。平均不妊期

間は4．6年であった。3症例共、穿刺後の第1・2周期より薬物療法による排卵誘発が容易となり、1症例は、

c1。miphene＋11CGによる第1周期で妊娠が成立し、健児を得た。　i穿刺術後の内分泌検査では、2症例が血

中andr。gen低下、　Ul－R］1負荷試験正常化の傾向を示しており、性中枢一卵巣系の正常化を介して排卵が

誘発されたことが示唆された。

（結論）超音波ガイド下卵胞i穿刺術により、薬物療法無効のPCODに良好な排卵誘発率を認めたことから、

本法は、今後、wedge　resectionに代わりうる有効な方法と思われた。

III．12 正プロラクチン血性排卵障害におけるプロモクリプチン療法：

LHパルスよりの検討

京都府立医科大学産婦人科学教室

　○大野洋介，藤林秀子，北川一郎，細川修司，岡田弘二

　近年正プロラクチン血性排卵障害に対してプロモクリプチン（BrCp）の投与が有効な成績をあげるこ
とが数多く報告されている。そこで我々は正プロラクチンrf11性排卵障害不妊婦人に対してBrCpの投与

を行ない，LHパルスを中心にその作用機構について検討した。無排卵周期症9例中7例に，遅発排卵3
例中2例にBrCpの投与により排卵が認められた。　LHパルスが5～30　rnlU／mlの範囲で変動していた8例

はすべて有効で，BrCpの投与によってもLHパルスに変化は見られなかった。一方30～60　mrU／m！で変
動していた4例のうち2例がBrCpによっても排卵が誘発されなかった。有効例では投与前のパルスの振
幅が大きく規則的で，投与中のパルスは平均値，振幅ともに低下し，パルスもよく保たれていた。無効

例ではLHの平均値は低下するが振幅やパルスが一定していなかった。このことからLH高他の排卵障害
に対するBrCpの効果にはLHパルスが重要な関係を持つことが示唆された。妊娠は2例に認められ，両
者ともに投与第1周期に妊娠が成立した。妊娠例はPRLレベルが20　ng／m1～30　ng／mlと比較的に高値の

症例で投与前のLHパルスは正常範囲で変動していた。これらのことから正プロラクチン血性排卵障害
に対するBrCp療法の効果発現機構は単にPRLレベルの低一ドのみならずLHレベルの低下というふたつ

の作用によって排卵障害を改善すると考えられた。
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III－13
AIHにより妊娠した逆行性射精の一例

長崎大学医学部産科婦人科学教室

○布施正樹、中村恒一、岡本純英、石丸忠之、山辺　徹

　最近、逆行性射精にAエHを施行し、妊娠に成功した例が報告されている。また、精子回収法も諸種の

工夫がなされている。今回、私どもは、諸種の精子回収法を試みたが、運動精子を回収できない逆行牲

射精例を経験した。この症例に回収精子の培養を行うことにより運動精子が認められたため、AIHを施

行し、妊娠に成功したので報告する。症例は、39才、不妊期間は7年で当科に紹介された。既往歴に

は、特記すべきことはない。射精感はあるが、精液検査を施行したところ、無精液症で、導尿で精液を
回収したため逆行性射精と診断した。AエHのための精子回収法は、似下のように行った。まず、尿量の

減少を目的に水分を制限した。ネラトンカテーテルで膀胱内を空虚にした後、Ha舶F10を注入した。
次に、自慰により射精させ、すぐに膀胱内容液を回収し、Ham看FlOを等量加えた。遠沈後、上清を
除去し、この沈渣をAIHに用いた。また、膀胱内をメイロンで洗浄および重曹の経口投与も試みたが、

運動精子は回収できなかった。そこで、上記の精子回収法を行い、その沈渣にHa涌FlOおよび配偶
者非働化血清を加え、37℃5％CO！in　air下に培養した。培養後2時間および3時間の運動率は、そ

れぞれ3％および5％であった。また、トリパンブルー染色で、livθspermは83％であったo昭和
63年2月2）日にAエHを施行し、3月1ワ日に、超音波断層法でGSを確認した。以後、妊娠経過は順
調である。今回私どものAIHにより妊娠した逆行性射精例は、わが国において13例目と思われる。し

かし、諸種の精子回収法を試み、運動精子を回収できない症例としては、はじめての妊娠例と思われる。

今後、運動精子の回収できない逆行性射精例でも、回収精子の培養を行い、運動精子を獲得し、これを
用いて、AエHを行うことにより、妊娠成功例がふえると思われる。

III－14 妊娠に成功した精嚢腺拡張症の一例

慈恵医大泌尿器科学教室

御厨裕治、小寺重行、池本　庸、白井　尚、町田豊平

　精嚢腺拡張症を原因とした射精障害による男子不妊症で、塩酸エフェドリン投与で妊娠に成功した一

例を経験したo

　患者は、29歳。結婚後、2年6カ月を経過。男子不任症を主訴として受診した。性交は可能であるが
射精感がなく、また射精はこれまで一度も確認していなかったo精巣容量は左右とも19　meで、精管は触
知可能であった。血中ホルモン値は、LH　15mIU／me，　FSH　5．　5mlU／me，テストステロン3．1ng／meで

あった。睾丸生検では、精子形成能は正常であり、自慰行為後の尿中精子はわずかに認められるのみで

あった。このため輸精障害を媛い、精管造影を行ったところ、精嚢腺は、糞状に拡張し尿道への造影剤の
流出が認められた。以上よb射出障害を伴う精獲腺拡張症と考え、塩酸フェドリン100my／日の内服
治療を開始した。投与後、69日目に精液の採取が可能となり、精液量1．3me、精子数137×106／me、運
動率55％であった。塩酸エフェドリン投与後3ヵ月目に、妊娠を確認した。
　逆行性射精に対するAIHによる妊娠出産成功例の報告は増えてきているが、不妊を主訴とした精嚢腺形態異

常症例で妊娠に成功した例は稀である。自験例のごとく画像上、精嚢腺拡張症を証明し、塩酸エフェド

リン投与により著効を示した症例は稀な例と思われる。
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III－15 射精障害に対する人工的射精法の検討

中部労災病院泌尿器科　O小谷俊一

　当科では射精障害に対する人工的射精法を1981年より主として俘髄損傷者に施行している。人工的射
精法の方法は（1）硫酸ネオスチグミンのクモ膜下腔注入，（2）前立腺から精嚢部の電気刺激法，（3）陰茎亀頭

部のパイプレーターによる刺激の3通りの方法を川いている。（D硫酸ネオスチグミソ（ワゴスチグミソ
⑪，塩野義製薬）は0．25～1mgを1搬椎穿刺の要領で第4～5腰椎問より穿刺し，クモ膜下腔へ注入し，
射精の発現を待つ。現在までに20名の症例（脊損19名，非脊損1名）に施行。8名で射精が誘発され，
内4名でAIHを施行，2名で女児が出産した。射精発現までの時間は平均2時間49分，射出精液量II一平均
2．Oml，精子数平均32×106／ml，運動率平均16％。しかし12名で頭痛，嘔気，嘔吐，血圧上昇等の副作用

を認めた。②電気刺激法は，示指に指輸状の双極電極を装者し，これを肛門より挿入，前5？二腺から精嚢

部を電気刺激した。刺激幅2msec調波数100Hz，電EI三は2～20Vである。　13名（11名脊損，2名非脊損）

に施行。9名で射精が誘発されたが，得られた精液趾はいつれも極少赴であった。電気刺激後の尿中に
精子の存在する例（逆行性射精）も認められた。現在3名の症例で，得られた精液及び電気刺激後の尿
をpercollによる精子洗條濃縮処理してAIHを試行中である。本法では1名で頭痛，血圧上昇を認めた。
（3），・イブレーター法は，Vib。e。t。。⑧（M。1ti・・pt　A・pS・？L　Denm・・k）を川い，陰茎・h・ftから亀頭部を刺

激する。7名（脊損5名，非脊損2名）で試みたが，射精は全く認められなかった。しかし副作用も皆

無であった。
　以上の結果から人工射精法として硫酸ネオスチグミγ注入法が最も効果的であったが，副作用率が高

く，この点から副作用の少ない屯気刺激法，バイブレーター法の有効性を高める努力が必要と思われた。

III－16
男子不妊症における膿精液症（leucospermia）に関する検討

東北大学泌尿器科

O佐藤滋彰，佐藤和宏，前原郁夫，高橋　勝，平松正義，折笠精一

【目的】男性不妊症において，精子運動性に対する精液中白血球の影響に関しては不明な点が多い。我
々は昨年の本学会において膿精液症の臨床的事項について報告した。　（日本不妊会誌，32，753，1987．）。

今回はその後の症例を追加し臨床的検討を加えると共に，精液中白血球がいかなる機序で精子運動性に

対し影響を及ぼすのかを検討したので報告する。
【臨床的検討】最近4年間に当科不妊外来を受診した807名中無精子症を除外した670名を対象とした。
この内，我々の定義（WBC≧10／hpf　semen）による膿精液症症例は72名（108％）であり，これら72名中

精子運動能（SMEI）が50未満のものは40名（55．6％）であった。一方膿精液症を認めない症例（WBC〈5／

hpf　semen）は535名，その内81名（15．1％）がSMEIが50未満であった。以上のように膿精液症ではSMEI

の低下している症例が多いが，統計学的検討を加えて報告する予定である。
【実験的検討】精子運動能に対する白血球の影響を以下の方法で検討した。G｝末梢血白血球を分離し，

健常者精液と混合し経時的にSMEIの変化を追求した。白血球2x106を生食に浮遊させ精液と1：1の
比で混合させるとSMEIは5分後にcontrolの55％まで低下した。　m溶質を白血球のかわりに赤血球，
Latex粒子を用いて同様の操作を行ったがSMEIの変化はcontrolと大差はみられなかった。〔li1｝白血球洗
浄液を用いて同様の実験を行った。SMEIはcontrolに比べ5分後に41．7％まで低下した。以上のことか
ら白血球の精子運動能に対する影響は予想された如く，物理的というより化学的なものに作用されると推定され

た。“v）そこで白血球が放出する化学的物質の1つとして穎粒球elastaseについて検討した。精液中elastase濃

度は膿精液症でSMEIの低下している群と正常な群，膿精液症のない群の三群の間には有意の差が認められ，今

後臨床的にも非常に有用なマーカーとなりうる事が示唆された。以上の。鞠1】に実験的検討を加えて報告する。
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III－17 精子細胞密度を指標とした新しい精子性状評価法

1帝京大学医学部泌尿器科学教室、2筑波大学臨床医学系泌尿器科、
3東京大学教養学部生物学教室

o友政宏1、押尾茂1、石川博通2、矢崎恒忠1、毛利秀雄へ和久正良1

〈目的〉男子不妊症の治療に際して、精子性状の分析は重要であり、ハムスターテストを始め多くの報

告がある。今回我々は、精子の細胞密度（比重）を指標とした新しい精子性状評価法を開発し、一般精
液性状との相関について検討を加えたので報告する。

〈対象および方法〉帝京大学医学部泌尿器科を受診した患者精液を対象とした。密度勾配遠心用担体パ

ー コールを用いて、20％から80％の直線的密度勾配（8m2）をニトロセルロースチューブ（日立12CN）にf乍製

した。精液を培養液（1mg／mQ　BSAを含む10mM　HEPES　buffered　HANKS　solution，　pH7．4）で2倍に希

釈し、その1maを予め作製しておいた1：記の密度勾配の上に層積した。400xgで20分間遠心を行い、遠心
終了後、管底よりO．5rnQずつ分画し各分画の精子数および運動率を測定した。

〈結果〉コントP一ルとした正常精液群では全精子の約30％の精子が密度1．129／me以上の分画に回収され

ており、1．069／me以下の分画には精子は回収されなかった。運動率を観察すると密度の大きい程良好で

あり、軽くなるにつれて不良となっていった。また、精子の形態は密度の重い分画ほど正常精子の比率

が高かった。一方、不妊症精液群では正常群では観察されなかった密度の軽い分画にも精子が認められ

た。さらに初期の運動率が比較的良好な症例でも密度の重い分画に回収された精子の運動率が正常群に
比べて低い傾向が認められた。

〈結論〉本法は精子性状の評価法として有用であると考えられた。

III－18 精子運動性測定の臨床的意義

虎の門病院産婦人科

0佐藤孝道，堀口雅子，木村宗昭，曽　栄輝，児島孝久，田村　学，

　宇野かおる，島　由実子，沼口正英，丸　宏昭，小方由美子

〈目的〉精液検査に於る精子運動性測定の重要性は充分考えられるものの、手技上の煩雑さから広く実

施されるには至っていない。そこで、本研究では、精子運動性が簡易かっ迅速に測定できるCONputer
assisted　semen　analyzer（Cryo：CASA）を用い精子運動性測定の臨床的意義を検討したので報告する。

〈力法〉用手的に採取した精液を液化後、37℃warm　plate上のMakler計算盤上に置き計測した。計

240検体を測定したが、うち9例が高度の乏精子症のため、また1例が極端に高濃度のため計測不能で
あった。〈結果と結論〉①精子濃度と運動速度velocity（V）の間に相関関係は認められなかった。②精

子濃度と直進性iinearity（L）の間にも相関は認められなかった。③運動率とVの関係をみると、運動率

眺以下で35．7±6．6microns／sec，10～19Xで41．5士10．0，20～29Zで42．7±　10．2，30～39Xで43．6±

7．1。40～4眺で43．5±8．0，50～59名で46．1±7．2，60Z以上で45．5±8．9と運動率の上昇と共にVが上

昇する傾向が認められた。④運動率とLの関係を見ると、運動率9似下で3．1±LO，10～19Xで4．9
±0．8，20～29驚で5．5土0．8，30～39Xで5．6±1．2．40～49鑑で5．6士1」，50～59Xで5．6土1．1，

60X以上で5．8±1．2と運動率の上昇と共にLが上昇する傾向が認められた。⑤精子の直線移動距離に

比例すると考えられるVxLと運動率の関係をみると、運動率9X以下で107±22，10～19Xで209±76

，20～29Xで238±82，30～39Xで249±80，40～49Xで247±75，50～59Xで259±73，60X以上で
270±97と運動率の上昇に伴ないVxLは上昇し、VあるいはL単独より精子運動率と高い相関を示し
臨床的にはVXLが精子運動性の指標としてより重要であることが示唆された。



264（946）

III－19
Swim　down法による運動精子の調製

慶懸義塾大学医学部産婦人科学教室

○李　顕銑，　小林俊文，兼子　智，　飯塚理八

　体外受精、人工授精等における精子調製に用いられるSwim　up法は精子臼身の運動1生により前進運動

精子を分離するため、精子減少症、精子運動不良症例などでは必ずしも充分な精子濃度が得られない揚

合があった。我々はSwim　up法に改良を加えたSwim　down法を開発したので報告する。
【方法】精液は液化後2～3倍容のHanks液を加えて希釈し、ゼリー状物質が混在する場合は約10分間

静直して沈殿除去した。希釈精液を速沈管に入れ、1mlディスポシリソジで5mMカフェイγを含む80
％Percoll　O．1mlを管底に導入した後、600xg，15分間遠心分離した。精子はPercoll層上に沈殿、濃縮

されるので、約O．5mlとなるように再懸濁した。　2．5mlディスポシリソジにAir，精子11∫懸濁液、80％

Percoll各0．5m1つつ吸入して密度勾配を作成してSwim　downを行なった。その際、精子／Percollの接

触面を最大とするためシリンジを横置きして37℃，30分間静置した。その後シリソジを立てPercoll層

にSwim　downした運動精子を排出、回収した。
【結果、考察】12精液標本（33±19×106／ml，25±10％，2．2±0．9mDは遠心分離後、59士39×106／ml，

53士11％に濃縮され、運動率も向上した。　Swim　downを行ない前進運動精子を分離した結果、
18士12×106／m1，87±4％の標品が得られ、精液中の非精子細胞も除去されていた。

　本研究では精子回収率の向上を目的として精子濃縮、カフェイγ添加、Swim　downを行なった。
Swim　down法は体外受精、人工授精に供する精子の調製に有川であると考えられる。

III－20 AIH妊娠60例における精子運動能の分析一computer　assisted　semen

analyser（CASA）を用いて

東梅大学医学部産婦人科

○佐々木史、出口しのぶ、松井素子、淡路英雄、津田朋男、本田育子、

　小林善宗、井上正人、藤井明和

　Ca　ionophore　A23187を用いたzona－free　hamster　egg　sperm　penetration　test（ZSPT）は精子

の受精能力の判定に非常に有効であるが、唯一の欠点は透明帯のr1通に必要な精子の運動能を反映しな

いことである。精子運動能の客観的測定はこれまで困難であったが、CASAの開発により、簡単にしか
も短時間に判定できるようになった。今回、われわれはinvivoにおける受精に必要な精子運動能を明ら

かにする口的で、AIH妊娠60例についてCASAによる精液検査データをretrospectiveに分析した。昭和

62年5月から63年6月までに、洗浄濃縮精子を用いたAIHにより60例が妊娠した。患者の年齢は平均
32．5歳（23～41）、妊娠までに要したAIH数は平均6．0回（1～16）であった。和チはBWW液にて1回洗浄後、

IVF用培養液で濃縮し、0．　S　meを子宮腔内に注入した。

　原精液の精子濃度は平均72．7×　10°　／me（4．1～185．6）で、運動率は平均42．3％（6．7～79．7）であった。ま

た総運動精子数は92．0×IOe（0．7～292、5）であった。精子運動能の指標となるmean　velocityおよび

mean　linea］ityは、それぞれ41．35μ！sec（17、38～60．84）、4．88（226～6．80）で、症例により大きな差が

認められた。洗浄濃縮後の検査では、精子濃度は平均94．4×1　oe！me（3．5～302．7）と洗浄前に比べてやや増

加した。運動率は33．5％（62～88，0）で原精液に比べて逆にやや低下した。これに対してvelocity，

line　al　ityは、それぞれ43．34μ／sec（22．19～83．91）、4．57（1．83～720）で洗浄前後でほとんど差はなく、

また洗浄前と同様症例による大きなバラッキが認められた。

　子宮内腔に注入した総運動精子数は平均18．　3×IO°（0。5～74．7）であった。

　以上の結果より、in　vivoにおける受精に必要な精子運動能は洗浄精子についてもかなり低い1直であ
ること、精子の洗浄前後でvelocity，　linealityともほとんど変化しないことが明らかになった。
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III．21 セルソフトシリーズ3000による精液検査

千葉大学医学部泌尿器科学教室

O始関吉生，高原正信，石井弘之，角谷秀典，布施秀樹，島崎　淳

　目的：精液自動分析装置が開発され，精子濃度，精子運動率に加えて，精子運動速度，精子直進性等

が，迅速かつ客観的に定量分析できるようになった。今回，精液自動分析装置を用いて測定した精液所

見と従来の顕微鏡による精液所見を比較検討したので報告する。さらに，精子運動能に対する前立腺液
の影響も検討した。

　対象と方法：当科不妊外来を受診した94名，130検体（特発性男子不妊症91検体，精索静脈瘤39検体）

を対象とした。精液採取30分後，従来の鏡検とともに精液自動分析装置にても精液分析を行なった。さ

らに，検体に正常前立腺液及び前立腺炎患者から採取した前立腺液を加え，精液自動分析装置にて経時

的に精液を分析した。使用装置は，セルソフトシリーズ3000（CRYO　Resources社）である。
　結果：精子濃度30×10　6／meから70×IO　e／meの範囲では，従来の鏡検と精液自動分析装置によって得

られた精子濃度は，ほぼ一致した。精子濃度がこの範囲外の場合は，後者の精子濃度が前者のそれと比

較して高値に測定される傾向にあった。一方従来の鏡検及び精液自動分析装置によって得られた精子運

動率は，ほぼ一致した。精索静脈瘤と特発性男子不妊症との間で精子運動能に差はなかった。正常前立

腺液の添加により，精子運動率及び精子運動速度の上昇をみたが，前立腺炎患者から得られた前立腺液

の添加では精子運動能に変化はなかった。

　結論：精液自動分析装置によって得られた精子濃度及び精子運動率は，従来の鏡検によるそれらとほぼ

一致した。正常前立腺液添加により，精子運動率及び精子運動速度は上昇した。

III－22 ヒト精子細胞表面上のHLA　　の発現

大阪大学医学部産科婦人科学教室
○加藤宗寛，大僑一友，徳川吉弘，脇本昭憲，佐治文隆，谷澤　修

【目的】ヒト精子細胞膜上にHLAを表現しているか否かについては未だ定説がない。これは精液への
体細胞の混入の影響，使用する抗体や測定法が異なるためと思われる。我々はPercoll比重遠沈法によ

り体細胞を含まない高純度の精子を得た。　この精子と抗IILAモノクP一ナル抗体（MoAb）を用いた
cellular　binding　radioimmunoassay（CB－RIA）にて精子細胞膜1：のHLA同定を試みた。さらに精子の
個人差やcapacitationの影響について検討を加えた。　【方法】（】）精子細胞浮遊液の調製；健康男性より

採取した精子をPercoll比重遠沈法にて体細胞成分を可及的に除去した。さらに，HAM－F10＋10％贋
帯血血清で37℃，5％CO　2下に3－48時間静置し，精子のcapacitationを行った。対照として細胞表面に

HLA　class　I，llを強く発現しているB細胞株であるRPMI　1788を用いた。（2》MoAb；使用したMoAb

は10T　2（抗HLA　class　1），10T　2b（抗HLA　class・ll），MA－7730（抗HLA－DP），Leu　lO（抗

HLA－DQ），MA－7360（抗HLA－DR），2B　6および2E　5（抗ヒト精子），MCN　1（抗一helper　T細
胞）であった。（3）CB－RIA；1×107の精子あるいは1×106のRPMI　1788を各種のMoAbと反応させ，
十分洗浄した。次いで12511abeled　goat　F（ab’）2fragment　antimouse　Igを反応させ洗浄後のγカウ

ソターにて定量する。【結果】（1）Percoll比重遠沈法により得られた検体の体細胞由来の細胞の混入率は

0．01％以下であった。（2）精子表面上にはHLA　class！は発現していなかった。またHLA　class　［1の発

現はframe　workに対する抗体やsubclassに対する抗体で同定された。（3）精子のHLAの発現傾向
には個人差はなかった。（4）capacitationにより精子膜上のHLA発現には，変化は認められなかった。
【結論】精子をPercoll比重遠沈法にて精製し，　HLAに対するMoAbを用いたCB－RIAを行った。

その結果HLA　class　1の発現はみられなかったが，　class　llの弱い発現を認めた。
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III－23 転座染色休の分離様式　一ヒト精子染色体分析を川いて一

名古屋市立大学産科婦人科学教室

O岡田節男，今泉克英，鈴森　燕，八神1薄昭

　透明帯除去したゴールデンハムスター卵に受精したヒト精子の染色体分析が可能となり，生殖細胞レ

ベルでの遺伝学的研究が行われるようになった。極々の報告により染色体異常保因者と反復自然流産，

及び染色体異常児出生との関係が明らか1こされているが，経験的危険率に基づく評価であり，実際に個

々の転座保因者の生殖細胞における染色体異常出現頻度は判明していない。今回我々は反復自然流産歴i，
または染色体異常児出生により転座保因者であることが判明した3例，［t（13q14q），t（11；15），　t（1；3）］

における精子の受精率を求めると共に，精子染色体分析を行いその分離比を求め，精子染色体異常の発

生について検討した。　精子染色体標木はヒロ法にて作成し，Q－band法．およびGiemsa染色法を川
い分析した。

　ロバートソン型転座例，t（13q14q）における全固定卵に対する受精率は48％であり，分析し得た合計
31の精子染色体分析における分離様式はIE常型：77．4％，均衡型：12．9％，不均衡型：3．2％，転座に関係

しない自然発生異常：6．4％であった。相互転座例，t（11；15）では受精率は95％であり，合計32の分析

を行い，正常：28．6％，均衡型：14．3％，不均衡型：57．1％，臼然発生異常：4．8％であった。相互転座例，

t（1；3）においても受精率，不均衡型の出現率はt（11；15）とほぼ同頻度であった。

　受精率はロバートソン型転座例で相互転座例に比べ有意に低トが認められた。相互転座ではロバート

ソン型転座に比べ受精率が高いにも拘わらず不均衡型の出現が高頻度であるとの結果を得た。

III－24
Hypoosmotic　sweIling　testにおける精子尾部の光顕・電顕所見について

島根医科大学医学部産科婦人科学教室

O永田裕子，高橘健太郎，西垣新，白井孝昭，飯田幸司，吉野和男，北尾学

　hypoosmotic　swclling　testはヒト精子に低浸透圧負荷を加えて精子尾部の膨化現象を観察する精子の機能

検査の一つである。今回hypoosmotic　swelling　testにおける精子尾部の形態学的変化をみるために、ヒト績

子尾部の膨化を位相差光学顕微鏡と走査型電子顕微鏡で同時観察を行い、若干の知見を得たので報告する。用

手法にて採取した精液を150mOsmの低浸透圧溶液に入れ30分問放置後に材料とした。これを2　Z　glutaraldehydc

で固定後、Poly－・L－Lysinでコートしたスライドグラスに摘下した、スライドグラスは約1　mm間隔に格子状にガ

ラスカッターで線を引き、精子同定の目安とした．後固定は2Zタンニン酸、1Zオスチウムで行った。次いで

上昇アルコール系列で脱水を行い、これを位相差光学顕微鏡で観察した、その後臨界点乾燥を行い、白金パラ

ジウムでコーティングし、日立S－450型走査型電子顕微競で観察した。

　位相差光学顕微鏡でJeyendranらの分類によるa－g　typcに対応する精子を走査型電子顕微鏡で観察したとこ

ろ、atypeの精子は電顕所見でも膨化を示さず同一所見を示した。しかし光顕所見でb’・g　typeの膨化精子の電

顕所見では膨化を示すものと、単に尾部がcoi1しているだけで膨化を示さないものがみられた。よって精子の

hypoosmotic　sweLling　tcstで膨化精子を位相差光学顕微鏡で観察する際には実際に膨化していない梢子が存

在する事を考慮すぺきである。
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III－25 精子の凍結・保存及び融解に関する甚礎的研究

　一第一報一

日本大学医学部泌尿器科

○佐藤安男・林　志隆・武村　聡・岡田清巳・岸本　孝

　精子の凍結・保存及び融解に関する研究は，産婦人科では良く行われているが，泌尿器科では少ない

ように思われる。最近の癌に対する治療は，手術療法・化学療法共より根治的にという考えのもとに行
われるため，反而精巣腫瘍などの30才代以下の年代に好発する腫瘍においては，治療後の射精障害並びに

精子の減少などが問題となってくることがある。一方欧米における精子銀行などの施設がない我国では，

各施設でこの対応を迫られることになる。われわれは，この問題を克服するために，正常及び男子不妊

症で当科内分泌外来を受診している患者を中心として精液を採取し，精子の凍結・保存及び融解にっい
ての検討を加えた。採取された精液は，室温にて約30分間放置し液化後，pH（クレゾールレッド：東洋

濾紙）・精子数・運動率及び非奇形率（ブルートスタン：第一化学薬品）を算定した。この精液をスト

ロー管に分注し，ストローパウダーで密閉し凍結，凍結方法はプログラムフリーザー（EBARA，
EMP－6）を使用し約一180℃まで冷却後，液体窒素容器に保管した。さらに一定期問後凍結精液を
融解し，前後の精子の運動率を中心に比較した。これらの操作中に問題となるのは，1）精液を凍結す

る前の保存用液自体の問題及びその保存用液と精液との混合比そしてその混合する方法　2）凍結する
ストロー管の口径及び材質　3）精液を凍結する際の温度設定と時間　4）凍結後の融解方法とその時
間　などであり，正常及び不妊症患者との蘇生率の比較を含めこれらの事項に関しても比較，検討する

予定である。

III．26
ヒト精子のエネルギー代謝に及ぼすゴシボールの作用機序にっいて

II．MDHの阻害

帝京大学医学部産科婦人科学教室

0池田　誠、中村正久、沖永荘一、荒井　清

【目的】男性避妊薬ゴシポールの作用機序を明らかにするため、今回はヒト精子のエネル

ギー代謝系リンゴ酸脱水素酵素（MDH）の活性に及ぼすゴシポールの影響にっいて検討

した。

【対象及び方法】当科外来患者の精液からバーコール法によって運動率85％以上の良好

精子を得、試料として用いた。MDH活性は比色光度計を用いて測定した。

【結果】ゴシポール付加によってMDHの著しい活性低下が観察された。オキザロ酢酸

（OAA）→リンゴ酸（MA）反応系で測定したところ、　OAAのMDHに対するKm及

びVmax値はそれぞれ6．4±1．0μM、9．9±4．5μ　mo　les／min／㎎proteinである

のに対し、ゴシポール投与によってKm値は変化せず、　Vmax値は、5．1±2．1　tt　moles！

minlmg　proteinに低下した（非拮抗的阻害）。150＝1．8±O．8μMであった。

【結論】以上の結果からゴシポールはヒト精子TCA回路のMDH活性を阻害することが

明らかとなった。
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III－27
マウス精子におけるCキナーゼ活性とCキナーゼ依存性蛋白質リソ酸化

慶懸義塾大学医学部産婦人科学教室1），　分子生物学教室2）
○小松節子］），　遠藤芳広1），　平井雅道銑　清水信義2≧　鈴木秋悦1），

　飯塚理八S）

　受精現象は、ホルモソ反応性体細胞にみられるシグナル伝遠・細胞応答機構のひとつとみなされ、受精時

における精子の先体反応は、卵子透明層糖蛋白質であるZP3をシグナルとし、一種のエキソサイトーシス現

象と考えられる。本研究では、マウス精子において、受精のシグナル伝達におけるprotein　kinaseC（PKC）

の役割について、PKC活性とPKCによる蛋白質リソ酸化を検討した。
　まず、マウス精巣上体尾部精子を採取後、〔3H〕－PDBu（8pmol）含有培養液にて37℃で培養し、経時的に

PDBu－bindingを測定することにより、腫瘍プロモーターに特異的な受容体が存在することを確認した。ひき

続き、PKCの細胞内局在と腫瘍プロモーター（TPA）処理による変化を、細胞質・膜・核画分のPKC活性測定
により解析した。方法は、運動精子をTPA（20ng　／ml　）にて5分間処理後、　Tris－HCI　bufferにてhomogenize

し、細胞質・膜・核画分を分離した。各画分をDE52を用いてパッチ法にてPKCの部分精製後、ヒストソtype

皿一Sを基質とし、CaC12・phosphatidylserine・TPAと〔r－32P〕－ATPを加え、　PKC活性測定を行なった。

結果は、細胞質画分にPKC活性を認め、　TPA処理により膜画分へ移行することも検出した。
　次に、TPA処理後の蛋白質リン酸化の変動を、二次元電気泳動により分析した。方法は、　intact　cel1を
〔sa　P〕－orthophosphate（3mCi／mDにて標識し、カルシウムイオノホアA23187（20μM）、　TPA（20ng／m1）処理後

可溶化し、0’Farrellの二次元電気泳動を行なった。結果は、分子量200kDa、35kDa蛋白質リソ酸化が、　TPA

処理により元進した。さらに、細胞質画分・膜画分を、ヒト膵臓癌細胞（UCVA－1）由来の精製PKCを用い
て、〔r－32P〕－ATPにてtn　VttT・でリソ酸化後、二次元電気泳動を行ない比較した。

　以上のことより、マウス精子の受精過程において、protein　kinase　Cの活性と、　protein　kinase　C依存性蛋

白質リン酸化反応が、関与する可能性が示唆された。

III－28
精漿中セレンの梢子内移行にっいて

大阪医科大学泌尿器科　0清水　篤，平井　景，上野信之，砺波博一，
　　　　　　　　　　　　高崎　登　宮崎重
福井医科大学環境保健学　出口洋二，緒方　昭

〈　はじめに　〉

　われわれは，これまでにひと精液中のセレン濃度を測定し，精子セレン濃度の高い精液では精子

運動性の低下がみられることを発表してきた．そこで今回は，運動性が悪い精子では精藁中のセレ

ンが精子内に移行しやすのか，あるいは精子内セレン濃度が高くなれば精子の運動性が低下するも

のであるかを知る目的で検索を行った，

〈　方法　〉

　精子濃度がほぼ正常の人より梢液を採取し，その一部は採取直後に精漿と精子とに分離し，他の

一部は熱処理にて精子を速やかに死滅させるか，あるいは自然放置｛非熱処理）して，48時間後に

精藁と精子とに分離した．分離した精漿と精子にっいて，其々のセレン濃度を測定し，採取直後の

セレン濃度と48時間放置後のセレン濃度とを比較した．

〈　結果　〉

　精漿セレン濃度は48時間放置では採取直後に比し極軽度低下する傾向がみられた．梢子セレン

濃度は48時間放置御では採取直後に比し増加した．またその増加の程度は熱処理群と非熱処理群と

で差はみられなかった．

〈　結語　〉

　運動性の低下した精子では精漿中のセレンが精子内へ移行しやすいために，椅子セレン濃度が高

くなるものと考えられた．
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III－29
ヒト精子および精漿中における微量元素について（第1報）

埼玉医科大学泌尿器科教室　　　　　　O楠山弘之，岡田耕市
埼玉医科大学総合医療センター泌尿器科　　吉田謙一郎

理化学研究所
早稲田大学理工学部

前田邦子，佐々嘉彦
宇田応之

　男子不妊症の病態生理を解明するためIC　，従来さまざまな方法がなされてきた。微hl：元素分析もその

方法のひとつで，精液あるいは精漿中の微最元素分析は多くなされてきた。しかし，精漿を完全に取り
除いた活動精子の分離が困難であったこと，精子の絶対量が少ないことなどにより，精子そのものの微
量元素分析をした報告は少ない。今回われわれは荷電粒子励起X線分光法（PIXE）を用い，精子お
よび精漿の微量元素分析を試みた。まずその郎1報として精漿を除くために精子を洗浄した場合の分析
結果につき若干の文献的考察を加え報告する。

　対象および方法：不妊を主訴として来院したll症例，23検体を対象とした。3日間の禁欲後，川手法

により精液を採取した。それを1200Gで15分間遠心分離し，精漿をとり出した。沈澱した精子を脱イ

オン蒸留水で3回洗浄した。精漿の一部と精子をそれぞれ支持膜上に置き乾燥させた。それを試料とし
て理化学研究所タンデトロンを用いたPIXEにより元素分析を行なった。
　結果および考察：精子および精漿中には，原子番号がNa以上のものは，Na，　Mg，　P，　S，　C1，K，　Ca，　Fe，

Zn，　Cr，　Mn，　Ni，Br，　Ti，　V，　Seが検出された。精子中測定元素の値は，乾燥重量比でPが15　，187PPm，

Sが5，589ppm，　Clが3，059ppm，　Kが3、555ppm，　Caが2，231ppm，　Feが45ppm，　Znが1，662ppmであ
った。同様に精漿ではPが9、417ppm，　Sが1，955ppm，　Clが8，691pp　m，　Kが8，120ppm，　Caが2，169

PPm，　Feが2・3PPm，　Znが1，044PPmであった。
　今回は環境および容媒からの汚染防止を第1に考え精子を脱イオン蒸留水で洗浄した。このことによりイオン

として精子中から流出しなかった元素につき測定することになった。今後精子の元素組成や連動性を考慮した分

離法を用い，その上で微1｝｝元素と運動率あるいはトランスフェリン等との関連を検討していく予定である。

III－30
ミニチュア豚精液性状の分画採取時の個体差にっいて

鹿児島大学農学部家畜繁殖学教室　O中西喜彦，峰　敏樹，後藤
　　　　　　　　　　　　　　　　　和文，小川清彦

　且的：豚は他の家畜と較べて射精時間が長く，普通数分から十数分を要する．この間に同一性状の精

液が射出されるわけではなく，時間の経過に伴ってかなりの変動がある，ことに精子濃度は著しく異な
る．また，精漿も精のう腺，前立腺および尿道球腺からの分泌状態で精漿成分も異なっている．本実験

は30秒間隔の分画採取を行い，時間の経過に伴う一般精液性状と精漿中の無機成分の変化を個体ごと
にどの程度の差があるかを調べた．

　友法：1年1カ月齢から4年3カ月齢までのミニチュア豚5頭を用いた．1頭から30秒ごとの分画
精液採取を5回以上行いその平均値で個体間の差を比較した．一般精液性状としては，1）射精時間，2）
精液量，3）精子活力，4）膠様物量，6）pH，精子濃度，7）総精子数および8）蛋白濃度を測定した．精漿中の

無機質はNa，K，Ca，HgおよびZnを測定した．

　結慕：一般的精液性状は個体内の変動に較べて個体間の変動が大きかった．pH（7．27～7．83），　総

精子数（47億～144億）および精漿蛋白質濃度（1．9～5．7Z）では特に個体差が認められた．また，無機

質の含有量も同様に個体差がみられた．精子濃度は採取後1分以内に他の時期の4～6倍のピークが見
られた，pHおよびNaが採取時間が経過するにっれて測定値が上昇する傾向に対して，蛋白質濃度，　Hgお

よびZnは下降する傾向を示した。　KとCaは変わらなかった．



270（952）

III－31 ヒト精子のヒト卵胞液に対する反応性

　一精子培養時間と精子濃度一

順天堂大学医学部産婦人科学教室

　○伊藤　哲，福田　勝，武内裕之，高田道夫

【目的】精子acrosome　reactionは妊孕現象のなかで中心的役割を汕じている。しかも，この反応は
capacitationという細胞性変化を示した精子においてのみ起こりうる現象である。ヒト卵胞液がヒト精
子acrosome　reactionを刺激することについては既に報告した。今回はヒト卵胞液によるacrosome
reaction発生が精子培養時間と精子濃度の各条件下においてどのような変化を示すかを検討し，これら
条件のcapacitationにおよぼす影響を考察した。【方法】精子はPercoll法によって選別され，　human
Tyrode　’s（26M9／ane　BSA）で培養された。培養はO，3，6，10，22時闘で行ない，　acrosome　reaction発生

率（％AR）を検索した。さらに精子濃度を10×106／ttte，20×106／me，30　x　106／meとして培養時間22時ll11

で％ARを観察した。　acrosome　reactionはsupraVital　dyeの死滅精子を除外した生存精子でFITC　pea

lectinを用い評価された。【結果および結論】精子培養時間0，3，6，10，22時間のヒト卵1泡液グループ

の％ARはそれぞれ0，2．4，12．6，24．9，45．2％でコントロールグループの0，0．4，1．9，3．3，6．0
％に比べ時間とともに著明に増強された。精子濃度10×106／Tle，20×106／7ne，30×106／π6でのヒト卵

胞液グループの％ARはそれぞれ33，26，20％でコントロールグループの6％に比べ有意に高く，低濃
度ほど％ARが高かった。長い培養時間，低い精子濃度ほど％ARはヒト卵胞液でより増強され，これら条

件下で精子がより多くcapacitationを持つことが明らかとなった。

III－32
ヒト精子のアクロゾーム反応と細胞膜機能及び受精機能との関連性にっいて

島根医科大学医学部産科婦人科学教室

O内田昭弘，高禍健太郎，Antoine　Abe　Musa，吉野和男，北尾学

〈目的〉ヒト精子は受精能獲得過程を経て、アクロゾーム反応をおこし、透明帯を通過し卵実質内に侵入し、

雄性前核を形成し受精に至る．そこで今回、ヒト精子のアクロゾーム反応と梢子機能との関連性にっいて検討

したので報告する．

〈対象ならびに力法〉島根医科大学医学部付属病院産科婦人科不妊外来を受診した愚者の夫37名を対象とした。

アクロゾーム反応の判定には、triple　stain　techniqucを用い、細胞膜機能の評価にはhyp。osmotic　swclting

tcst（HOST）、受精機能の評価にはハムスターテスト（ZSPT）を用いた。採取精液を室温で30分間の液化の後、一般

精液検査として総精子濃度、精子運動率、運動緕子濃度を算定した。この精液にHOSTを施行した。次にtriple

stain　techniquc原法に基づき、　sui　tu叩一・washing法で行い、調整精子を4時間の前培養後trypan　biue、　bi　smark

brown，　rosc　bengalにて染色し、生存アクロゾーム反応（LAR）精子を1000倍油浸にて顕鏡し、その割合を算定

した、ZSPTは過排卵処理をしたゴールテンハムスターより卵子を回収し透明帯除去ca　swim　up¶a5hing法にて

調整し、4時間の前培養を行った精子を媒精し4時問37℃、5Z　COs　inairで培養の後、精子頭部膨化により受

精を確認した。

〈結果〉（DLAR率と精子運動率には正の相関関係が認められた。（2）LAR率とllOSTにおける聡縞子膨化率及び

gtype精子膨化率にはともに正の相関関係が認められた。（3）LAR率とZSPTの侵入率には正の相関関係が認めら

れた。

〈結論＞Triple　stain　techniqueによるヒト縞子のアクロゾーム反応の判定における生存アクロゾーム反応精

子と精子細胞膜機能及び受精機能との関連性が示唆された．
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III－33
各種精子調整法による受精能誘起作用の差異に関する検討

東邦大学第一．一産科婦人科学教室

○臼井　彰、安部　裕司、久保　春海

〈目的〉体外受精・胚移植／卵管内配偶子移植法における受精率向上のために各種精子調整法による受

精能誘起操作を行いその優劣を比較検討した。〈方法〉川手法により採取した精液を①精液重層法；採
取精液を20分闘液化後1回洗浄し洗浄精液0．5mlを小試験官にとり、　O．5・－1．Om」の8＄ヒト非働化血清加

Hams’　F　10培養液を重層、37℃培養器中に静置後、上層の培養液中に遊走した活性精子を回収した。②

遠心洗浄法；液化させた精子を8％ヒト非働化血清加Ilams’F10培養液にて等量希釈後、遠沈、上清除去

、洗浄を2回おこないpel　let中の精子を回収した。③トリプシン処理、遠心重層法；②と同様の遠沈、

洗浄操作をおこないpelletを0．05％トリプシン加Hams’　F　10液中で37℃、20分、恒温器に放置後、トリ

プシン活性をとめ、遠心洗浄を行った。上清除去後、sperm　peilet　tに8％ヒト非働化血清加Ilams’　FlO

培養液を重層し、①と同様の操作によって精子を回収した。④Perc。11重層法；洗浄精液をPerco11法
にて重層し管底より活性精子を回収した。⑤低温遠心洗浄後精液重層法；液化した精液を8％ヒト非働化

血清加Hams’F10培養液にて等量希釈し4℃、】0分間放置し精子の運動性を停止させたのち、2回遠沈

、洗浄し①と同様の方法により活性精子を回収した。各精子群の精子数、運動率は、Maklarの計算盤
にて算定した。以上の①～⑤の精子群について｛】）moti］iしy　ratc（2）ハム入ターテストによる精子侵入数

にっいて比較検討を行った。〈成績〉各種精子調整法における精子の運動率およびハムスターテストに

よる精子侵人率は、①94±35、89．5±11％、②81±32、88．6±7％、③87±44、95．7±16％、④83±39

、90．2±12％、⑤77±33．78±i1％（m±S．E．）であ一，た。〈結論〉精一r受精能誘起操作のための精子調

整法では、トリプシン処理遠心法が最も効果的であった。

III。34 Kallikrein添加培養液中のヒト精子アクロシン活性の経時的変化について

山形県立河北病院産婦人科 ○長谷川剛志　　酒井　伸嘉

　中原　健次　　小田　隆晴

【目的】近年、kallil｛reinにspermatogenesisの促進作用や精子の代謝や運動能促進作用が報
告され・臨床的にも欧米ではkallikrein製剤は男性不妊症の有効な治療薬として評価されている。我

々も高単位kalIikrein製剤の長期投与により良好な治療効果を得、報告してきたが、この薬剤が受
精現象にいかなる影響を与えるかに関しては不明の部分が多い。そこで今回、in　vitroにおいて培養
液中にkallikreinを添加し、そのヒト精子アクロシン活性に対する影響を我々が開発したGelat　in

substrate　slide　test（GSST）を使用し、経時的に観察した。　　【方法】①精液は当科外来受
診の男性不妊患者（n＝31）より用手的に採取し、Ham’s　F－10にて洗浄後、2群に分け、一方はHam’s

F－10液単独で、もう一方はkallikrein（1KU／ml）添加、　Ham’sF－1　O液で精子浮遊液を作製し
た。これらを37℃、5％CO2大気中でincubationし、30分毎にその一部を採取して精子のacrosin

proteolytic　activi　ty（APA）をGSSTで測定し比較検討した。②GSST；スライド上に3％
gelatin溶液にて薄膜を作成し固定した。このスライド上に精子浮遊液（精子濃度10×iO　6／　ml）を20

1・1滴下し塗抹後、37℃、2時間培養し、位相差顕微鏡にて精子頭部周囲に出現する円形の光輪（protein

free　halo）の直径を測定してmean　halo　diameter（Pt・1　II　D）を算出し、　APAの指標とした。

【成績】①lncubation前のMHDが15．40±O．　36μmなのに比較し、30分後値では既にHam’s　F一ユ0単

独群17．　05土0．37μm、kalIikreh1添加群18．04±0．44μmと共に有意に高値を示した。　②60分後値

Ltl降ではkallikrein添加群の方がIlam’s　F－10単独群に比し有意に高他を示し、180分後値は各々　19．　87

±0，41μm、17．90±0．23μmであった。　【結論】kallilcreinはin　vitroにおいても精子受精能の

指標のひとつであるAPAを有意に増加させることが示唆された。
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III－35
ヒト精子のcapaeitationおよび先体反応に及ぽすLys。phosphatidyl　cholineの影響

豊島巾央病院㌧日本大学医学部産婦人科2、同農獣医学部応用生物科学科3

白井きよみ［、吉田長生1、吉田竹郎1、高木繁夫㌔佐藤嘉兵コ

（日的）60～75分間Ca2　－frec　medium巾で培養したモルモット精子は↓ysoph。sphatidyl　choline（LC）を

添加する事によって先体反応を誘発される。これはハムスター精子、家兎精子においても同様な結果が報

告されているa我々は、ヒト精子のcapacitationおよび先体反応に及ぼすLCの影響について、検討した。

〈方法）ヒト精子は正常男子精子を用いた。先体反応誘起物質として↓Cとionoph。re　A2、、、，（1A）を用いた。

LCの実験では、液化精子を洗浄後、前培養時間を1時間と3時間の2種類に分け、さらにLC濃度を12．5，25，50，

75，10伽gん1の5添加区としたp前培養後20分間LC感作を行い、洗浄し、その後精子を正常mediutaで再懸濁さ

せ、30分、1、3、5時間の培養を行った．培養された精子については、triple　stain染色法によってその先体反

応の有無を調べた。またLC無添加のmedium巾で同時間培養したものをContro［とした。IAの実験に於いては

液化精子を2回洗浄後、前培養を1時間した後JA　5、1020幽の3添加区とした。前培養後40分間［A感作を行

い、洗浄し、精子を正常mediumで再懸濁させて、30分、1、3、5時間の培養を行った。培養された精子は↓Cの時

と同様にtriple　stain染色法によって精子の先体反応の有無を調べた。又1A無添加のmedium中で同時間培

養したものをControlとし、さちに溶媒として用いたDMSOの影響を考え』MSOのみを添加したものも同様に

調べた。（結果）IAは10pMの添加区が最も良く、先体反応をおこしている生存精子が30分培養で72．2±5．3X，

1時間培養では78。4±2．OXであった。尚、DMSOによる影響は見ちれなかった。LCは50pgfm］の添加区で前培養

時間は1時間のものが最も良かった。先体反応を起こした生存精子は30分培養が60．4±19．6X、1時間培養で

47．4±11．！，3時間培養では31．9±19．5であった。これよりヒト精子に於いても、LCを添加する事によって

先体反応を誘発される事がhかった。しかし、この実験条件下では1Aの方が先体反応誘起効果は優れてい
た。

III－36
モノクローン抗体を用いたマウス先体反応精子のフローサイトメトリ

（阪大・薬）　○松野　純男、岡部　勝、三村　務
（神戸学院大・薬）河合　裕…、濱　尭夫、真弓　忠範

〈目的）抗マウス精子モノクローン抗体OBF　13は、新鮮な精子とは反応せず、受精能を獲得する問に元
体部から頭部全体と反応するようになることを我々は既に報告している。顕微鏡による観察ではこの反
応の変化が抗原の拡散によるものか新たに露出したためかの判別が出来ない。また、反応の変化を肉眼
で追うために主観が人り易い。そこで、今回この違いを客観的に調べるためにレーザー測光を川いたフ
ローサイトメトリーを行なった。

〈方法〉先体反応を起こした精子はA23187処理によって得た。新鮮な精子は精巣上体より採取直後にそ
れ以上変化を起こさないよう、凍結融解処理を行なった。｝：述0）精子にOBF　13抗体を含む腹水を1000倍

希釈したものを加え室温にて60分間反応させた。その後、新生仔牛lfi1清を含むPBSで洗浄し次いでFITC
抗マウスlgを室温で60分間反応させた。測定10分前にPropidium　l。dide（PI）を加え、　EPICS－753
flow　cyしomeしer／cell　sorしcr　（Coulter　Corp．）にて測定した。

〈結果及び考察〉全ての精子はPIによって染色され、フローサイトメトリーでは1っのピークとして検
出された。このピークに含まれるものについてFITCの蛍光強度を測定した。新鮮な精子を凍結融解した
ものでは単一の蛍光ピークが認められた。マウス精子は扁平な形をしているためこのピークはやや幅広

く現れた。新鮮精子のピークを顕微鏡で槻察すると、全ての精子は先体部が染色されていた。これに対
し、A23187処理精子では約30％の精子で蛍光賦の増加が見られピークは二峰性を示した。　A23187処理で

新しく現れたピーク中の精子を分取し観察したところ精子は全て頭部全体が光っていた。この時、蛍光
強度に変化の無かったピーク中の精子には、先体のみや頭部全体に至る中間型等様々なものが観察され
た。抗体とフローサイトメトリーによって先体反応精子の割合を客観的に測定出来ることが示された。



（955）273

IV－1 卵管通過障害に対するウロキナーゼ通水療法
　　卵管通水診断治療器（TOITU　KH－700）の
　　　　　　　　圧力波型表示プログラムによる評価

産業医科大学産婦人科学教室
　。高柳茂生，吉田耕治，大塚治夫，及川和郎，
　　岡村　靖

　卵管疎通性の診断と疎通障害の治療としての通水法の評価は現在でも確定したものとはいえない。通

水液中には通常，副腎皮質ホルモン製剤と抗生物質を混入するが，ウロキナーゼも使用する価値がある
と思われる。

　ウロキナーゼの効果としては，フィブリン沈着の除去，病的組織の融解剥離，卵管蠕動運動の活発化

などが想定されている。今回はTOITUの卵管通水診断治療器KH－700の出力波型をNECのパソコン
PC　9801UVを用いて分析し平均通水圧，圧力波型等を描記するシステムを用いて分析したので報告
する。

　通水液としては生食水80～IQO㎡，トプラシン60mg，リンデロン2mgにウロキナーゼ6ρ00単位を
含むものと含まないもので比較検討した。ウロキナーゼを含まないコントロール群ではHulka，　J．　F。

（1978）の分類　による卵巣卵管の癒着度1度の疎通良好型では平均通水圧48．2±7．82vzmHg，ll～皿

度の疎通障害型は9　1．7　3±25．03anHg，IVの閉鎖型は11202槻Hgであった。腹腔鏡下で15310卿Hgと　．

高圧であった症例が高圧大量通水の後に4268　an　Hgと疎通良好型の圧にまで改善された症例もあり，ウ

ロキーゼによる効果もこの通水プログラムを用いて評価可能であると思われる。現在pilot　studyとし
て行った3症例ではウロキーゼ通水後1例が妊娠に至った。

　TOITUのKH　700は旧型のKH　600を改良したものでベローズによる圧計測がelectricな圧トランス
デューサーになっておりまた熱ペンによ　描記もパソコンに出力を描記させて分析することにより更に

正確になっている。このためか旧型のKH　600による平均通水圧よりも平均圧が全般にやや低目に出て
いた。

IV－2 経頸管的卵管再疎通術（TCRC）
　一処置用ヒステロファイパスコープと電子ラバロスコープの併用一

川崎市立川崎病院産婦人科

○林　保良，関　賢一，友松守彦，福田俊子，坂倉啓一，岩田嘉行

　女性の不妊原因としては卵管因子が一番多いといわれ，この中でマイクロサージェリーのみに頼って

いる卵管間質部閉鎖は最も治療困難である。長時間を要する手術の成功率はかならずしも高いとはいえ

ず，患者側に身体的，精神的，さらに経済的に負担を与える。最近Sulakらの報告ではマイクロサージ
ェリーで切除した間質閉鎖部の卵管の組織所見は卵管腔自体は閉鎖しておらず，内腔に不定形の栓のみ
られることが多く，卵管内腔の加圧に上り栓がはずれ再疎通する可能性を示唆した。今回われわれは富
士写真光機の協力を得て，新しい処置用ヒステロファイパースコープを開発した。このスコープの卵管
口まで到達しやすい利点を利用し・新しい電子ラバロスコープの併用で7症例の卵管問質部閉鎖の患者
に外径1．　2㎜の尿管カテーテルを用いて卵管口内に挿入し，10neの注射器で生理食塩水を高い圧力下
で注入し，間質閉鎖部の再疎通を試みた。生理食塩水の注入不能例に心臓用の経皮的冠動脈拡張用パル

ー ソカテーテルの特殊カイドワイヤーを尿管カテーテルから挿入し閉鎖部に挿入してから再び生理食塩

水を高い圧力で注入し再疎通をはかった。7症例中，4例は片側卵管間質部閉鎖，3例は両側の間質部
閉鎖であった。カテーテルの挿入後片側間質部閉鎖例はすべて閉鎖側からのイソジゴカルミソの流出が
みられ，両側閉鎖の3例中2例は両側から，1例は1側からイソジゴカルミソの流出がみられた。片側

閉鎖の1例は次周期月経後，妊娠にいたった。以上今回臨床症例に応用した結果，卵管間質部閉鎖の患
者にはマイクPサージェリーを行う前にかならずこの方法を試みるべきであると考える。
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IV－3
大腸菌及びchlamydia　trachomatisによる実験的卵管閉塞症の検討

愛知医科大学産婦人科学教室
0野口昌良、稗田茂雄、岡本俊充、秋田敏行、薮下廣光、浅井光興、

　正橋鉄夫、石原　実

　不妊症の原因としてもっとも大きな頻度を占めるものは卵管障’、聾によるものである。卵管障害の発端

は、子宮内膜症などに起因することもあるが、多くは感染による卵管閉塞症や卵管周囲の癒着がその原
因となっている。われわれはこの点に着目して実験的に骨盤内感染症を作製し、その病態を検索するこ
とにより卵管性不妊症の成立を探る目的で検討を加え、これまでにも本学会において報告してきた。今

回は、近年の感染性卵管閉塞症の2大原因とされている大腸菌とchlamydia　trachomatisによる長
期にわたる実験結果を比較検討して報告する。

〈方法〉　日本自色家兎を麻酔下にて開腹し、卵管采より大腸菌NIH－JC－2を108’9個／rn　1調製し
注入した。またchlamvdia　trachomatisは107個／mlに調製し、1屋内に接種した。接種後生存してい
た家兎について経時的に開腹し、腹腔内所見を比較検討した。また生理食塩水を卵管采か、あるいは経

腔的に注入したものをコントロールとした。
〈結果〉　大腸菌NIH－JC－2の感染により卵管は短時間に著明な浮腫と強い発赤を来し、接種2週
後には卵管閉塞を来すものが多く、骨盤内の炎症は広く、各臓器間に及び癒着が生じる。　chla　in　ydia

trachomatisの感染によっては、まず100m1を越える多旦の腹水が全例に出現し、卵管の浮腫発赤も
おこるが、時間の経過とともに消失し卵管周囲や子宮膀胱間の癒着は発症するものの卵管閉塞は生じに
くい。また2年を越す経過ののちもchlamydia　trachomatisが腹腔内から検出されたことにより一度
腹腔内に侵入したchtamvdia　trachomatisは長く腹腔内に生棲し、長時間を経て卵管周辺の癒着を形
成する可能性が示唆された。また双方の実験系に対する、テトラサイクリン投与による治療効果につい

ても言及したい。

IV－4 Chlamydia　trachomatis性器感染症における子宮卵管造影法ならびに

腹腔鏡検査の所見

順天堂大学産婦人科学教室

　○武内裕之，岩佐　剛，宇津野栄，石川克美，久保田武美，高田道夫

　目的：近年注目されている卵管不妊に占めるC．trachomatis感染の実態を追求することを目的とし

て検索を行った。対象及び方法：昭和62年12月から昭和63年5月までの間に不妊を主訴として外来を
受診し，Hysterosalpingography（HSG）を施行した患者91例を対象とし，　H　S　Gを行う直前に，

子宮頸管からの検体で抗原検出方法であるEIA法（Chlamydiazyme；C．　Z．）を行い，同時に採血
した血清で，血清抗体検出方法である間接酵素抗体法（Ipazyme　Chlamydia　Assay；IPA）を行っ
た。なお，HSGは卵胞期に油性製剤のLipiodol　UltraFluidをX線透視下で使用し・造影24時
間後に2回目の撮影をして卵管疎通性及び卵管周囲の状態を判定した。また，腹腔鏡を施行した症例で

は，腹水，卵管采部から採取した材料についてC．Z．を行った。結果：1）HSG正常群48例に
おいては，IgG64倍以上が25．0％，　IgA16倍以上が4．2％であり，一方HSG異常群43例では・
各々48．8％，27．7％であり，IgG，IgA抗体価が高値を示す症例では，明らかにHsG異常が高率で，

特にIgA16倍以11の例では顕著であった。2）腹腔鏡を施行した10例において，腹水，卵管采部よ
り採取した検体で行ったC．Z．が陽性であったのは1例のみであった。3）子宮頸管において，　C．　Z．が

陽性であった3例中2例ではIPA坑体価が高く，HSGも異常を示した。考案二HS．G異常所見と
IPAによる血清lgG，IgA値，特にIgA値との間には密接な関係がみられたが，腹腔鏡によるC．Z．
とHSG異常所見とのは間にはさしたる関連は認め難かった。しかし，子宮頸管C．Z．陽性例では，

HSG異常所見を示す傾向が認められた。
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IV－5
反復卵管妊娠に対し卵管保存療法を行ない、満期分娩をした3症例の検討

北里研究所病院産婦人科｝稲城市立病院産婦人科婁日本鋼管病院産婦人科3

0小林英郎1，　福田良夫t，宇井和美1，伊東正昭弓　角　毅一郎3

’

　初回の子宮外妊娠の際、患側の卵管切除を受けた患者が、次回反対側の卵管に妊娠し、なお挙児希望

がある場合、将来の妊娠・分娩を期するため、この残存卵管の取り扱いに種々の試みがなされて来ては

居るが、なお異論の多いところである。今回われわれは、残存卵管の妊娠に対し保存手術を行ない、満
期分娩をした3症例を経験したので報告する。

　第1例は、初回に左卵管妊娠にて附属器切除術を受け、その6年後に右卵管妊娠のため開腹。卵管膨
大部の着床部位を切除した後、端々吻合を行なった。術後、数回の通水及び通気をして4年後に妊娠し、

妊娠40週にて生児を分娩した。　第2例は、初回、左卵管妊娠にて卵管切除術を受け、その4年後に右卵
管妊娠のため手術。この例では、卵管口に着床していたため、手指にて内容物を圧出し、鋤子で取り出した。

出血がないので、色素通水で通過性を確認後閉腹した。術後数回の通水及び通気を行ない、その翌年に1

回流産した4年後に、妊娠38週で死産した。　第3例は、初回、左卵管妊娠のため附属器切除術を受け、

その2年後に右卵管膨大部妊娠のため開腹。この例では、卵管の長軸方向に切開を加えて内容物を除去

し、止血後2層に縫合した。術後、数回の通水及び通気療法後2年して、妊娠37週にて生児を得た。
　これら3例の手術法はそれぞれまったく異なっているが、共通していることは、術後早期から、通水

及び通気を繰り返していることである。3例中2例は、術後早期には閉塞像を示していたものが徐々に

通過するようになり、術後1年から4年の間に子宮内の妊娠に成功している。このことは、卵管の手術
法に関係なく、術後の管理が重要であることを示している。更につけ加えるならば、初回の卵管妊娠に

対しても、従来のような附属器切除術または卵管切除術をせずに、できるだけ保存手術をするべきか否
かについても、検討したいと思っている。

IV－6
卵管内精子輸送障害例における超音波経膣走査法を用いた子宮卵管精子輸送能

のfollowup．

東海大学医学部産婦人科
○津田朋男、本田育子、小林善宗、井上正人、淡路英雄、藤井明和

　我々は種々の検査を積極的に行ない不妊原因の解明に努めているが、AIH一腹腔鏡を用いた腹水中
精子回収試験により、卵管内精子輸送障害が重大な不妊原因の一つであることを既に報告してきた。我

々の行なった不妊症600例のAIH一腹腔鏡検査で19．3％に卵管内精子輸送障害が認められ、そ
の後1年間のfollow　upでの妊娠成立は皆無であった。しかし、その後数年の内に極めて稀ながら妊
娠例が認められ、精子輸送障害症例に精子輸送能が回復する可能性が示唆された。
　腹腔鏡による精子回収試験を繰り返し行なうことは実際不可能である。そこで、反復して施行可能な
超音波経膣走査法を用いてAIH時における精子浮遊液の子宮一卵管輸送の動態を観察すると、その活
動性とAIH一腹腔鏡時の腹水中精子回収度との間に密接な関連があることが判明した（第52回日本
超音波学会研究発表会にて報告）。

　腹腔鏡にて卵管内精子輸送障害と診断された難治性不妊患者に対して経膣走査法によるAIH時子宮
内精子浮遊液の動態を観察し、卵管内精子輸送能のfollow　upという意義で、その動きの多少と妊娠
の成立を検討した。腹水中精子回収試験で精子の全く認められなかった不妊患者20例を対象とし、外
来でのAIH時に超音波経膣走査法により子宮腔内に注入した精子浮遊液の動態を観察した。主として
横断面で子宮底部から間質部を狙い高輝度に描出された内容液の多く見える部位でプローブを固定し約
10分間の観察を行なった。対象20例中、子宮腔内の精子浮遊液が常に非活動性であったものは7例
（35％）、中等度の活動性であったものは7例（35％）、活動性良好であったものは6例（30％）

であった。活動性良好なものの内1例に、観察した周期の妊娠が成立した。妊娠は20例中1例であり、
妊娠成立した症例は子宮から卵管への輸送能が存在することを証明するものであった。
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IV－7
ヒステロファイパースコープを用いた卵管内人工授精法の検討

慶懸義塾大学医学部産婦人科学教室

○杉村和男，芝　　徹，郡lll智，兼子　智，李　顕銚，小林俊文，
　飯塚理八

　不妊症治療の新しい方法として、ヒステロファイパース＝一プを用いて卵管内に直接精子を注入する

卵管内人工授精法を試み、通院のみにて治療可能な簡便な方法にて妊娠例を得たので報告する。
【対象】高度の乏精子症の症例及び当院不妊外来にて、AIH、洗浄AIH、　AIDを10回以上行うも妊娠に
至らなかった不妊症患者を対象とした。【方法】ヒステロファイパースコープはオリソパス社製のHYF－

PX－KAIを使用した。卵管内へ精子を注入するチューブは、アーガイル社製のメデイカット・カテーテル

MAR　I533－38，20G95cm（0．8×O．53　nun）を用いた。注入精子はPercoll法により洗浄濃縮を行い、
ハンクス液にて運動精子数を400×1　04／ml～500×104／mlに調整し、注入littは0．05mlとした。授精時期の

決定には、主席卵胞の最大径をTVプローベにて測定し、19～20㎜に達した日の翌日を授精日とした。
また、clomiphene内服例は26～280皿に達した日の翌日を授精日とした。授精30分前にブス、コパソを

IA筋注し、ヒステロファイパースコープの灌流液注入腔よりチューブを挿入し、37℃の生食にて灌流を
行いながら卵管口を確認、チュー一ブは卵管11より0．5～1．Ocm挿入して精子を注入した。注入を行う卵管は

TVプローベにて主席卵胞の確認された一側のみとし、精子注入終了後は30分間安静を保ち終了とした。
【結果】昭和63年3月より33名に卵管内人工授精法を行い、うち1名の正常妊娠例を得た。【結論】妊娠

率の点より、授精の時期、方法等さらに検討の余地ありと思われるが、本法が不妊症の治療法として、

十分応用可能と考えられた。

IV－8 マウス精管結紮後の精子の動態にっいて

1浜松医大・泌尿器科　2東大医・泌尿器科

o大田原佳久1，鈴木和雄1，田島　惇1，阿曽佳郎2

　精管結紮後の精子の処理課程にっいては十分解明されていない。我々はこれまで、ラットおよびマウ

スにおける精管結紮後の精子の移動と処理過程をオートラジオグラフィーにより検討し、精管結紮によ

りこの過程が遅延することを明らかにしてきた。しかし精管の結紮のみでは結紮後もなお産生される精
子と3H－thymidine（3H－t）で標識された精子が混在するため、標識精子の動態が観察しにくいと考え、今

回は標識精子が副塞丸へ移行したと考えられる時期に、署丸、副署丸移行部と精管の2ケ所および塞丸、

副睾丸移行部のみを結紮し、標識精子の動態と、睾丸、副聖丸、精管の形想学的観察を行い検討した。

　材料と方法：成熟雄マウスに3H－tを投与し、その後30日目に右側は睾丸、副睾丸移行部および精管結
紮、左側は睾丸、副寒丸移行部のみ結紮し、結紮後7日から150日まで経時的に屠殺し、標識精子の動

態および睾丸、副寒丸、精管の形態学的観察を行なった。

　結果；左右差は顕著でなかった。結紮後7日目では標識精子は副寒丸頭部では全くみられず、尾部に
集積してみられ、その後精子は減少しているものの150日まで観察された。形態学的には各屠殺時の筆

丸は萎縮し、造精機能の低下はみられるが精子産生はみられた。副筆丸、精管上皮細胞では管腔に精子

の残屑がみられる部位で細胞質の突出がみられた。

　考案・結語：マウスにおいて精子が副睾丸に移行してから消失するには、睾丸で産生され続ける精子

が副峯丸に流入しない場合、150日以上を要することが考えられ、特に副箋丸頭部では、精子は7日以
内に通過するが、尾部から精管にかけて長期間の生存が可能であることが示唆された。



匹

（959）277

IV－9
男性生殖器官におけるPHIの局在性の検討

埼玉医科大学泌尿器科，同第2病理＊

○伊藤浩紀，永島弘登志，橋本秀志，岡田耕市，高浜素秀＊

ト

　VIP（vasoactive　intestinal　polypeptide）は，消化管，神経組織などのほか尿路生殖器官を含め広

くその存在が確認され，勃起に関与する神経伝辻物質ではないかと想定されており，われわれも，これ

まで男子生殖器官におけるその局在や勃起との関与について報告してきた。今回，VIPと化学構造や
生物作用の類似する27個のアミノ酸基よりなるPHI（peptide　histidine　isoleucine）の唱子生殖器官
における局在について検討を行なった。

　対象：膀胱全摘術，前立腺摘出術，外陰形成術，除睾術，精管結紮術などの手術時に得られた検体を
用いた。検索部位は，亀頭，陰茎海綿体，尿道海綿体，精嚢，前立腺，粘管，精巣⊥体，精巣である。

　方法：PAP法（stembergerらの方法に準ずる）によって，免疫組織学的観察を行った。
　結果：陰茎，尿道海綿体において，小動脈周囲や海綿体洞問の平滑筋層内（海綿体小柱）に免疫活性

を認めた。その他，前立腺の平滑筋間，精嚢や精管の平滑筋間や上皮下，亀頭の上皮内，．ヒ皮下に免疫

活性を認めた。しかし，精巣には，免疫活性を認めなかった。

　考察：PHIは，VIPと同一の前駆体より合成されることが明らかにされており，類似の化学構造
を有するll且管弛緩性ニューロペプタイドである。両者は，同一細胞内で生成され，放出後，同じ受容体
を介してlflt管弛緩などの生物ff用を示す可能性が強いとされており，　V　I　Pが陰茎海綿体の螺行動脈や

海綿体小柱に対し弛緩作用を示し勃起がおこるとされており，勃起に関与する神経伝達物質と考えられ

ている。したがって，今回，VIPと類似した生殖器官におけるPHIの局在を認めたことは，PHI
もVIP同様に，勃起に関与する神経伝達物質であるli∫能性を示唆する成績と考える。

b IV－10
静脈性インポテンスに対するpharmacocavern。sographyの意義

高松赤十字病院泌尿器科
　　　　ゆ川西泰夫、田村雅人、木村和哲、今川章夫

ド

　勃起の血流動態が解明されるにっれて静脈性インポテンスの頻度が高いことが明らかになってきた。

インポテンス診療においては陰茎の静脈機能の検査が必須のものとなりつつある。この機能を検査する

目的にはdynamic　cavernosographyが行われるが、検査時間、検査に用いる薬液の量などの問題点があ

る。一方、pharmacocavernQsographyは検査時間が短く、用いる薬液の量も少なくできるが、両者の検

査成績はかならずしも一致しない。

　高松赤十字病院泌尿器科を受診したインボテンス患者を対象に勃起機能検査、dynamie　cavernosogra

phy，pharmaeoeavernosography，papaverine　testを行い各検査の成績を比較しその意義を検討した。　pha

rmacocavernosographyでの勃起発現濯流速度はdynamic　cavernosographyでの検査の場合よりも全例で

小さかった。pharmacocavernosographyでは機能正常の結果であってもdynamic　cavernosographyでは機

能異常を認める症例があった。また、papaverine　testの結果とdynamic　cavernosographyの結果はか

ならずしも一致せず、papaverine　testには約3割のfalse　negativeが存在した。

　pharmaeocavernosographyは灌流前に投与する壇酸ババベリンが陰茎の血液流出路のほかにも作用す

ると考えられるので本法では陰茎の血液流出路の機能以外の因子の影響を受けたものと考えられた。塩

酸パパベリンが勃起を発現させるメカニズムは現在のところ不明である。陰茎の静脈閉鎖機能の機能検

査、静脈手術の適応の目的でpapaberine投与後に溜流検査を行うと、診断や手術適応を誤る可能性があ

り，陰茎の血液流出路の機能検査のためにはdynamic　cavernosographyが適していると考えられた。
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IV－11
海綿体血中濃度測定からみた

塩酸パパベリン投与後の陰茎血流動態にっいて

高松赤十字病塵泌尿器科

　　木村和哲、田村雅人、川西泰夫、今川章夫

　陰茎海綿体に投与された塩酸パパベリンは勃起を発現させる。この作用は勃起検査としてまた、治療

の目的として臨床に広く利用されるようになった。しかし、勃起の血流動態は生理的な状態での勃起に

関してもまた、この塩酸パパベリンにより誘発された勃起に関しても解明されていない。

　我々は陰茎海綿体に投与された塩酸パパベリンが勃起を発現させる機序を明らかにするために塩酸パ

パベリンの陰茎海綿体血中濃を求め、そのwash　outの速度の解析から塩酸パパベリン投与後の陰茎血流

の速度を求めた。

塩酸パパベリン投与後、正常に勃起が発現した症例の陰茎海綿体血を経時的に採取しその塩酸パパベリ

ン濃度を測定した。測定は高速液体クロマトグラフィを用いて行った。カラムはlnertsil　ODS（4．6×25

0皿m），検出はUV254nmで行った。陰茎海綿体に塩酸パパベリン40mgを投与した後10分後の陰茎海綿体内

塩酸パパベリン濃度は平均1400ng／m1であった。20分後の陰茎海綿体血中の塩酸パパベリン濃度
は平均500　ng／m1であった。

　陰茎海綿体に投与された塩酸パパベリンは比較的長く陰茎に保たれていた。減衰曲線から解析すると

塩酸パパベリン投与後の勃起発現時の陰茎海綿体血のturn　over　rateは平均O．5囮1／min．であった。

この速度はdynamic　cavernosographyで勃起が発現される場合の値と比較すると明らかに低値であった。

このことより陰茎海綿体に投与された塩酸パパベリンが勃起を発現させる機序は血液流入速度の増加に

よるものが主体ではない考えられた。

IV－12 体外受精・胚移植時における精子無力症症例に対する、マイクロマニュピュ

レーションの使用

山形大学医学部産科婦人科学教室

　○斉藤英和，田中栄一，斉藤隆和，平山寿雄，佐藤文彦，広井正彦

　体外受精・胚移植は不妊症の治療法として臨床に広く応用されている。しかし精子の所見が悪くなる

と受精率や妊娠率が低下する。当科においても卵，精子ともに良好群においての受精率，妊娠率は83％，
28．4％であるのに対して，卵は良好であるが精子は不良である群の受精率，妊娠率は72％，17．5％であ

り，精子所見が悪いと受精率・妊娠率は低下する。最近，精子不良症例に対してマイクロマニュピュレ

ー タを用いて精子を卵子細胞質内に注入する方法が開発された。当科においても，前回の体外受精・胚
移植で精子不良のため受精しなかった症例や極度の精子無力症に対し、マイクロマニュピュレーション
を用いて，透明帯の一部に裂目を入れたり（zona　opening），または囲卵腔に精子を注入する方法を使用

した。〔方法〕卵胞刺激法はhMG＋hCGを用い，超音波断層法と血中LHにてモニターした。hCG投
与後約34時間目に超音波下に採卵した。採卵後約5時間後にピアルロニダーゼ液と機械的に頼粒膜細胞
を除去した。zona　openingは透明帯円周の約十から十の長さで裂け目を2ケ所入れた。また，精子囲卵

腔注入法では，形態的に正常で運動性のある精子2個を囲卵腔に注入した。zona　opening後の卵は，通

常の媒精濃度にて18時間培養した。精子を囲卵膣に注入した卵は，精子を含まない培養液にて18時間培
養した。培養後前核形成の有無を実体顕微鏡下に観察した。〔成績〕4症例に15個の成熟卵を採取し，

zona　opening　5個，精子囲卵腔注入4個，通常の媒精5個とした。4症例の手術時精液所見は，1．3x1び
・ 16％，46×1　Oe・22％，2×106・27％，4×1び・20％であった。　zona　opening，精子囲卵腔注入，通常

の媒精とも前核形成を認めなかった。〔考察〕少数の卵ではあるが，zena　opening，精子囲卵腔注入を

しても前核を認められなかったのは，もともと精子に受精能が弱いのか，まfはマイクロマニュピュ
レーシ・ン中に卵に傷害が強く及んだ可能性もあり，今後症例数を増して検討したい。



匠

（961）279

IV－13
：

Zona　opening法によるマウスIn　Vitro受精率の向上

東京慈恵会医科大学産婦人科学教室　　Univ．　of　Melbourne

O小田原靖，楠原浩二，寺島芳輝　　　Al　exander　Lopata

幡

；

（目的）IVF－ETは男性因子不妊患者の治療法として現在広く行なわれている。しかしその受精率は非

男性因子患者に比べ著しく低率であり，それ故妊娠率もいまだ満足すべきものではない。そこで我々は

IVF－ETにおける男性因子患者の受精率の向上を目的としてZora　opening法を開発し，まずマウス
を用いてその有用性を検討した。　（方法）過排卵処理CBAxBALBICマウスより未受精卵を採取し，
まずピアルロニダーゼにて卵丘細胞を除去。次にマイクロマニプレーターを用いて2本のガラス製フッ

クにより卵透明帯に小裂孔を作製した。これらの卵は精子濃度1×los／me及び1×104／meに調製された

精巣上体尾部より採取した精子と媒精させ，受精率，胞胚への移行率，多精子受精率を未処理卵（B群）

と比較検討した。　（結果）①本法による卵の損傷率は2．5％（13／518）と低率で，受精卵の裂孔からの

早期herniationは認められなかった。　②Parthenogenetic　activationはB群3．　17％（2／63）に対
しA群5．6％（4／72）で有意差は認めなかった。（0．1＜p〈0．5）③両群の多精子受精率は精子濃度に

かかわらず差を認めなかった。　④受精率，胞胚移行率は精子濃度1×IO‘／meにおいてB群は各々37．5
％（63／168），22．6％（38／168）に対して，A群では各々63．2％（86／136），50．7％（69／136）と有意に

向上した。（共にP＜0．001）⑤移植卵からの出生率はB群422％（19／45），A群35．0％（14／40）で

差はなかった。（O．1〈p＜0．5）

（結論）マウス実験系において精子濃度を減少させた場合の受ネe」率は本法により著しく上昇することが

明らかとなった。本法の臨床応用が将来的に期待される。

IV．14
囲卵腔内環境がヒト精子に及ぼす影響

東邦大学医学部第二産婦人科学講座　〇三島眞喜子

　川村　良，栗原　重，勝目　宏、岩城　章

東邦大学医学部第二解剖学講座　岡田詔子

〔

：

〈目的〉　射精された精液中の精子には，直ちに卵と受精する能力はなく，ある条件下にて培養するこ

とによりcapacitation，　acrosome　reactionを起こして始めて受精が可能となる。最近，乏精子症の治

療法として卵子内精子注入法が注目されて於り，家兎においてはすでにmicromanipulatorを用いた卵子

内精子注入法により，妊娠・分娩に成功している。通常，先体反応を完了していない精子が囲卵腔内に

存在することはないがlmicromanipulatorを用いることにより可能となる。今回，我々は先体反応を起
こしていない精子を囲卵腔内に注入し，培養後の精子の変化から囲卵腔内環境が精子先体に及ぼす影響
について観察した。

〈方法〉　健康成人男性より用手的により採取した精液を室温にて液化させfcのち，0．01％albumin添

加m－BWWにて30分問swim　upさせ回集した精子をmicromanipulatorにてハムスター卵の囲卵腔内に

注入した。卵はPMS50iu投与後，　HCG50iu投与し，　HCG投与17時間後に卵管より回収した。こ
の卵を3％albumin添加m－BWWで37℃，5％CO2　in　airにて4時間培養した後，位相差顕微鏡にて囲
卵腔内精子の運動能や膨化精子の有無を観察した。また一部の卵については，囲卵腔内の精子の運動率

が100％で動きが良好であることを確認した卵をグルタールアルデヒド，オスミウム酸にて固定し，超

薄切片観察を行ったQ

〈結論〉　先体反応を起こしていない精子をハムスター卵の囲卵腔内に注入し，この卵とともに囲卵腔
内で培養しても，capacitation，　acrosome　reactionを起こし，卵への侵入は認められなかったoさ
らに超薄切片による観察でも先体が認められ，ヒト精子の先体反応はハムスターの囲卵腔内で特に促進
されることはないと推察されたo
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IV－15 囲卵腔内精子注入の試み

東海大学医学部産婦人科

○松井索子、井上正人、淡路英雄、小林善宗、本田育子、藤井明和

　Ca　ionophore　A23187を用いたzona－free　hamster　egg　sperm　penetration　test（ZSPT）により、

乏精子症（497例）の35％に精子受精能力異常（ZSPT〈30％）、29％に精子受精能力障害（ZSPT
O％）が認められた。ZSPT異常の予後は不良であり、またZSPT陰性に対する適切な治療法は現在の
ところない。我々は、精子受精能力障害を伴う男性不妊に対する究極の治療法として、卵子内精子注入

に注目し、その基礎実験を行ってぎた。しかしこの方法は技術的に難かしく、また一部には倫理的な問

題を指摘する向きもある。そこで、今回はより侵襲の少ない方法として囲卵腔内精子注入にっいて検討

した。透明帯は精子侵入に対する最大の関門であり、この組織をバイパスすれば、ZSPT異常の精子
でも受精する確率が高くなるものと予想される。卵子は不妊症の腹腔鏡検査時に採取したものを用いた、

BBTより排卵期に腹腔鏡検査を予定し、検査終了時に用手的に卵胞を吸引した。卵子は1％hyalur（》－

nidaseで穎粒膜細胞を除去し、第1極体の有無を検索した。未熟な卵子は約24時悶培養し、第1極体
の放出を確認してから実験に供した。精子は前日体外受精（IVF－FT又はETR）に使用したものか、
AIH用のもの、あるいはZSPT用のものを使用した。方法は、卵子内精子注入の場合とほぼ同じで、
micromanipulator（ナリシゲ）を用いて1～12個の運動精子を囲卵腔内に注入した。卵子はIVF用の培
養液に移し替え、17～18111澗培養した。結果は、36個の卵子のうち29個（80　．6　％）が生存し、7個
（24．1％）が受精した。　3個は単精子受精で、4個は多精子受精（前核3個）であった。透過型電顕にて、

卵細胞質内に精子尾部を、囲卵腔内に精子頭部を確轟9した。精子の処理方法については、Srmeditm
で24時間培養した群が最もよく、受精率57．1％（4／7）であった。囲卵腔内精子注入は、ZSPT異常例や
透明帯異常による受精障害の治療に利用できるのではないかと思われる。

司

IV－16 ヒト卵子における透明帯穿孔術（20na　drilling）の試み

東海大学医学部産婦人科

○井上正人、松井素子、淡路英雄、小林善宗、本m育子、藤井明和

　乏精子症は単に数が少ないというだけでなく、精子の機能障害を伴うことが多い。Ca　ionophore
A23187を川いたzona－free　hamster　egg　sperm　penetration　test（ZSPT）を行うと、乏精子症

の半数以上に精子受精能力異常（ZSPT〈30％）や精子受精能力障害（ZSPTO％）が認められる、
ZSPT異常の予後は不良で、　GIFTをもってしても多くは期待できない。またZSPT陰性に対しては
全く有効な治療法がない。最近、Gordon　and　Talansky（1986）はマウスをモデルにmicromaniPu1－
at・orと酸性溶液で透明帯に小さな穴を開ける方法（zona　drilling）を開発し、この方法が乏精子症の

新たな治療法になり得ることを示唆した。透明帯は受精精子に対する最大の関門であり、zonadrill
－ i㎎はZSPT異常を伴う乏精子症の治療にとって非常に魅力的な方法である。今回、我々はヒト卵子
を用いてzona　drillingを行い、その有効性について検討した。卵子は不妊症の腹腔鏡検査時に採取

したものを用いた。BBTより排卵期に腹腔鏡検査を予定し、検査終r時に直視下に卵胞を吸引した。
卵子は1915　hyaluronidaseで穎粒膜細胞を除去し、第1極体のあるものを実験に供した。未熟な卵子は
in　vitroで約24時間培養し、成熟させてから使用した。精子は体外受精（IVF－ET）に使用したも
の、あるいはその残りを用いた。方法は、micromaniPulator（ナリシゲ）を用いて、卵子内精子注入
の要領で固定した。microneedleに酸性溶液（PH　2．2）を吸引し、先端を透明帯に押しあて、ごく少量
の液を圧出した。透明帯はすみやかに溶解し、小さな穴を形成した。卵子は法浄後IVF用培養液に移し、
5～7×104／meの精子とともに17～18時間培養した。結果は、9個の卵子中3個（33％）が受精し、
受精卵はすべて多精子受精（前核3つ2個、6っ1個）であった。zona　drillin9は比較的簡単で、
精子の選別といった問題もなく、臨床応用が十分期待できる方法と思われる。
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IV．17
マウス卵子におけるCキナーゼ活性とCキナーゼ依存性蛋白質リン酸化

慶感義塾大学医学部産婦人科学教室1），　分子生物学教室2）

O遠藤芳広1），　小松節子1），　平井雅道2≧　清水信義2），　鈴木秋悦1），

　飯塚理八：）

　受精は細胞間連絡および相互作用のひとつのモデルであり、受精過程においても、ホルモン反応性体細胞

にみられるシグナル伝達。細胞応答機構の存在が考えられている。最近、Ca2㌔リン脂質依存性プロティン

キナーゼ（Cキナーゼ）を活性化するphorbol　esterやdiacylglycerolによる、マウス卵子の表層穎粒放出と

その後の透明層糖蛋白の修飾が報告され、Cキナーゼの受精過程における役割が注目されている。本研究に

おいては、マウス卵子のCキナーゼ活性とCキナーゼによる蛋白質リソ酸化反応について検討した。
　マウス排卵卵（500～1000）をピアルロニダーゼ処理でcumulus－freeにし、0．5％Triton　X－100を含む

extraction　bufferでegg　extractを作成した。ヒストソを基質とするCキナーゼの活性測定では検出不可能
であるので、egg　extractに〔r－32P〕一　Al”P（100　tt　Ci／ml）、　CaCl2（03mM）、　phosphatidylserine（25μg／mD、

TPA（4μ9／ml）を加え、　tn　vitroにおける蛋白質リソ酸化を一次元電気泳動でコントロールと比較し・Cキ

ナーゼ活性を検出した。分子量116kDaの卵子蛋白質が卵子Cキナーゼにより明らかにリソ酸化された。次
に、intact　cellを32P－orthophosphate（1mCi／ml）で3時聞ラベルし、　TPA（10　ng／mDを加え、5分後にegg

extractを作成し、二次元ゲル電気泳動にて、　intact　ce11におけるCキナーゼによる蛋白質リソ酸化を検討

した。TPA処理群のリソ酸化パターソは、コソトロール群と比較して相遼があり、　intact　cellにおける

Cキナーゼ依存性蛋白質リン酸化反応が示唆された。さらに、ヒト膵臓癌細胞（UCVA－1）由来の精製Cキ

ナーゼを用い、egg　extractに含まれるCキナーゼの基質の存在を二次元電気泳動で検討した。精製Cキナ

ー ゼにより明らかにリソ酸化される蚤白質が認められ、卵子内のCキナーゼ基質と考えられた。以上のよう

に、マウス卵子内のCキナーゼ活性と蛋白質リソ酸化反応が認められ、受精過程に関与する可能性が示唆
された。

IV－18
透明帯D－mannose残基の精子認識における役割

徳島大学医学部産科婦人科学教室

O森　一正，大頭敏文，鎌田正晴，青野敏博
r

【目的】卵透明帯の受精における役割として種特異的な精子認識が考えられており，特に糖鎖構造の役

割が注目されている。今回の研究では，透明帯糖鎖構造の精子認識における役割を明らかにするために
以下の条件下で透明帯貫通試験を行った。
【方法】透明帯貫通試験に用いた卵は体外成熟培養させたヒト成熟卵で，　1）レクチン（1　OO　lt9／me　）で

1時問前処理，2）レクチンで前処理後，阻害糖（O．1M）で洗浄，3）糖（0．lM）で30分前処理，の3条

件下で各々，未処理の精子で透明帯貫通試験を行った。精子についての検討は糖（50mM）で30分前培
養した後に未処理の透明帯を用いて行った。

【結果】1）透明帯のレクチン処理では，Concanavalin　A（ConA），　Wheat　germ　agglutinin（WGA），

Ricinus　communis　agglutinin（RCA）の3種のレクチンが，粕子の透明帯への結合および貰通を阻害
した。2）WGA，　RCAによる阻害作用はそれぞれの阻害糖で洗浄することにより消失したが，　ConAの
場合は不可逆的でD－mannoseで洗浄しても阻害作用は消失しなかった。3）透明帯を糖で前処理した時

にはいずれの糖でも精子の透明帯への結合および貰通を阻害しなかった。一方，精子をD－mannoseで
前培養することにより精子の透明帯への結合および貫通が阻害された。
【結論】精子が卵を認識する際には卵透明帯糖鎖構造，特にD－mannose残基が重要な役割を担ってい
ることが明らかになった。すなわち，透明帯にはD－mannose残基を有する精子認識部位が，精子表面
にはD－mannose認識分子が各々存在しており，　D－mannoseを介して精子が卵を認識するメカニズム
の存在することが示唆された。
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IV－19 ハムスター卵子のlx⊃lySper眺阻iヒ儀構の再検討

日本大学農獣医学部動物細胞学教室1，家畜繁殖学教二．

　o佐藤嘉兵1，速藤真弘11，後藤勤2，塩田和也之．

（口的）ハムス9一卵子のil（瓜Spe門15阻止機構は、主に20nとし「E・2tctit川（ZR）によると考えられるが、

一 部N，’itelline　blo（’k（、’BL）の発硯について報告されていろ、，透明帯（ZP）除去りlj’1”’が汎用されている

現状を考えると、ハムスター卵子のZR及ひ、BLの発1見についC角検、i札ておく必’↓酬：があると思われろ（」

（方法）成熟雌ハムスターにP卜IS（1－hCGにより過排卵処理を行い、二れに人工授精を実施して推定ll｝卯時

問から種々の間隔で受精卵子を回収した。回収受柄卯子を0．1！乙pr（ma卜；eでZPを除去し、この卯干に前培

養した精果上休尾西β楠子を用いて体外受精（　N：）i8　trい、卯子を2，蹟二h出亀1卜a田dM液で固定し余分な

精子を取り除き、精子侵入について調べた。同1浪に1、「をi∫った受精卯rについても験討した。更に、

ZRについて調べるため、　I　VFにより得た受精卵子にiiiOt）01｝r《｝11101）lrrl［t1）e（FIB）でラヘルした情子で1、Fを行っ

た。媒精後、1時問目に蛍光顕微鏡を用いて卯子内に侵人した精子を調へた。

（結果）体内、体外受精卵子とも1－cellsta呂eでは、　N’Bl．は認められす2－cells　t．auce卯FC精了・侵入率

は減少した。一方ZRについては、媒輪後30分で顕音な発現かみられ、60分後でほぼ完全に誘起された。

IV－20 ヒト卵胞液によるハムスターテスト時の精子パフォーマンスの増加

1順天堂大学医学部産婦人科学教室　　○福田　勝，高田道夫
カリフォルニア大学デービス校　　　N．L．　Cross，　J．W．Overstreet

【目的】ヒト精子をヒト卵胞液で処置することは，ハムスターテスト（SPA）のパフォーマンスを増加

させる。これはヒト卵胞液がヒト精子先体反応を助長するからである。私たちはこの先体反応の増加が
透明帯除去ハムスター卵子への精子侵入の増加を説明するのに十分であるかどうか検討した。【方法】
精子はPerco11法により選別されmodified　Tyrode　’s（26　m9／7tte　BSA）で22　11　ei間前培養された。先体反応

はsupraVital　dyeの死滅精子を除く生存精子でFITC　pea　lectinを用い評価された。　SPAは精子濃度1×
103／meから10×106／meの各濃度で3時間培養で行なわれた。　【結果および結論】先体反応発生率（％

AR）はヒト卵胞液グループ（n＝6）で18土9％とコントロールグループ（n＝6），3±2％の6倍に増
加した。しかし透明帯除去ハムスター卵子への精子の侵入数は精子濃度10XlO6／meで27倍，すなわちコ

ントロールグループで1土0．5，ヒト卵胞液グループで27」：9であった。ヒト卵胞液グループでは100
％侵入率が5×104／imeの精子低濃度で得られたが，一方，コントロールグループでは同じ結果を得るた

めに，ヒト卵胞グループの200倍の精子濃度が必要であった。　ヒト卵胞液によって処置された後
の精子のSPAでのパフォーマンスの増加率は％ARの増加率より多いので，精子運動性の増加や精子の
卵子への結合能力の増加などのような他の要因の介在も考えられた。
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IV－21 IVF－ET，　PROST，　GIFT症例におけるLH　surgeとその影響について
：

名古屋大学医学部分院産婦人科，名古屋大学医学部産婦人科＊

O中村潔史，近藤育代，林　隆行，木村敏男，大沢政巳，成田　収
　石原　豊警小栗久典楽水谷哲也1松沢克治警友田　豊＊

昏

：

　IVF－ET，　PROST，　GIFTを目的とし，　clomiphene　一　hMGまたはhMGIP独で卵胞刺激を行った症例を対
象として，LH　surgeと血中progesterone（P），の関連及び採卵・受精・妊娠について検討した。

LH　surgeは入院後，4時間毎に採尿し，　LHカラーを用い陽性となった時点をsurge卵始と判定した・
血中Pは原則として早朝（午前6～9時）に採血しrapid　RIAにて測定した。　hMGからhCGへの切り替
えは，LH　surgeの出現には関係なく，最大卵胞平均径15mm以Ilかつ，これらの卵胞1個あたりE2250
pg／ml以上となった時点で行ない，，hMGrl1止40時問後にhCG　50001Uを投与。これより36時間後に採卵し，

約6時間前培養の後に媒精した。媒精12時聞後に受精の有無を確認し，IVF－ETの症例は更に24時間後

に卵割の状態を調べた。

　12周期巾，8周期（67％）にLH　surgeがみとめられたが，このうち1周期で自然排卵を起こした。　hMG

単独投与群では，7周期中6周期（85　．7％）に，clomiphene　一　hMG投り群では5周期中2周期（40％）にLH

surgeをみとめた。　LII　surge陽性群では，採卵数は5．2±1．5個・受精数は2．Ot1．9個で受精率は32・3％で

あった。これに対し，昭和63年1月から5月における当科のIVF－ET，　PROST、　GIFT症例全体の採卵数
は4．1±2．2，受精tW　3．1±2．3，受精率67．4％，妊娠率18．1％であり，LH　surge陽性群では採卵数は一ヒまわっ

たものの，妊娠例はみられず，受精率は有意に低かった。

　また血中PはhCG投与前に12周期中7周期（58．3％）で1二昇をみとめ，　LH　surgeのみられた8周期中3周

期（37．5％）でsurge開始前に上昇がみられた。

こ

F IV－22 体外受精・胚移植における血中ホルモン迅速測定システムの検討

一 estrogen　progθ8七erolleおよぴluteinizing　hormone（IRMA）の
R工A迅速測定一

長崎大学医学部産婦人科教室
岡本純英，黄　宏駿，宮嶋直子，重松　潤，中村恒一，
布施正樹，梶村秀雄，今村定臣，石丸忠之，山辺　徹

1

体外受精・胚移植では排卵誘発剤を用いて卵胞発育を促進することが一般化している。その際良好な受精

着床の成績を得るには，卵胞発育の正確なモニタリングが必要である。そこで血中e8七rogθn，

proges七eroneおよびLH値を迅速に測定することが体外受精。胚移植のquali七y　controlの上できわ
めて有力な手段となるが，種々の制約から従来充分には行われていなかった。今回私共は長崎大学の体
外受精・胚移植実施に際し，上記の血中ホルモン迅速測定体制を確立し，以下の成績を得たので報告す
る。（方法〕昭和65年4－6月に6名の患者に対し，体外受精を目的とした排卵誘発を行った。Melbourne

Monash－groupのStandard　8timula七ion　regimenに従い，個々の患者について月経周期の平均値
と標準偏差をもとにMc工n七〇shのformulaからLH　ri臼θの予測日Mid　Point（M．］il．）とその95persent

Confidence　Limi七（C．L．）を算出した。　MP．のユ0日前にclomiphene　ci七rate　lOOmg／day，5日間の投
与を開始し，またMPの9日前よりHMG　l501Uの筋肉内投与を開始した。　HMGの投与開始とともに，連日午前

9時に採血を行い，血中es七rogen値をRエAにて測定した（DPC社COAFA　coun七E2　Ki七）。血中estrogen

値は，岡本Healyの標準es七rogθn値をもとに，5percentile未満をlow　responder，それ以外をgood
responderとした。個々の患者のUe．－G．L．に入った時期からは，連日9時の採血に加え，14時および21時に
も採血を行いe臼七rogenのみならずproges七erone（1）PC社COATrA　Gount　P　Kit）およびLH（DPC社
LH　i㎜uno　radi。me七ric　assay　Ki七）も測定した。（結果漣日，1名のスタッフにより14時にはすべての

測定を完了した。このことによりLH　riseがたとえ生じても即日の採卵が可能となった。6名の患者のうち
3名がlow　responderであった。　good　responder　3名すべてより採卵でき，うち2名に受精を認め，胚
移植を行った結果，1名がon　going　pregnancyとなった。本法は有用なシステムと思われる。

f
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IV－23
rclomjd－HMGおよび｝MG単独投与による過排卵刺激法での採卵率、受精率、

妊娠率の比較』
燭

●

　兵庫医大　産婦人科

O別所健史、長谷川昭子、池田義和、繁田実
　香山浩二、礒島晋三

［目的］体外受精一胚移植・GIFT法における卵巣の過排卵刺激法は、採卵より受精、分割、着床に
いたるまでの過程において、妊娠成立の成否を決定づける重要な因子の一っと考えられる。今回、我々

はclomid－HMG併用療法（A群）、HMG単独療法（B群）の刺激法につき、種々のパラメーターに関する
比較検討を加えたので報告する。［方法］A群：clomid　100mgを月経周期4日目より5日間、及び、　ENG

l50－3001Uを6～8日目より投与した。　B群：HMG　150～3001Uを月経周期3日目より投与した。両群とも

、連日血中estradiol値（E）’測定、及び超音波断層法による卵胞径計測によりhCG投与日を決定し、

採卵当日、L3、7日目に血中E値及びprogesterone値（P）を測定した。［結果］①卵巣刺激に対
する反応不良による採卵のキャンセル率は、A群の28％に対し、　B群は11％に減少した。②1周期あた
りの採卵数；A群：3．7個（成熟卵2．6個）、B群：4．9個（成熟卵3．7個）、③hCG投与時の血中E値；

A群：1542pg／ml．　B群：1645pg／ml．④血中P値；採卵O、1、3、7日目の値は、それぞれ
A群：2．6，7．7，32．3．28．9ng／m1に対し、　B群：3．7，10．2，39．6．15．6ng／mlで、　O、1、3日目に

おいてB群が増加傾向を示した。しかし、P／E比は、　A群：4．8，40．1，47．6，45．0に対し、　B群：

4．9，35．2．44．3，39．1と両群の間に有意差は認められなかった。⑤IVF例における受精率、分割率

：A群：67．3％，91．9％B群：64．9％，97．O％⑥妊娠率：採卵後14日目の尿中妊娠反応陽性率は、　A群：

3／36｛8．3％｝，B群：6／35（17．　1％）で、　A群2例、　B群3例に胎児心拍動を認め、妊娠進行中である。

［結論］HMG単独刺激法により、より多くの成熟卵の回収が可能となり、妊娠率の向上が期待されるが

、着床以後の問題については、今後さらに検討してゆかねばならない。

→

：

；

IV－24 排卵誘発法及び培養条件からみた体外受精・胚移植の成績
「

鹿児島大学医学部産婦人科学教室

O竹内一一r一浩，福元清吾，山元慎一，森　明人，堂地　勉，永田行博

〔目的〕体外受精・胚移植法は今だ成功率が低く，多くの要因が関与している。今回我々は排卵誘発法

及び培養条件と妊娠率との関連について検討し，排卵誘発法についてはそのホルモン動態についても検
討した。

〔方法〕対象はclomid＋hMG＋hCG周期（以下clomld問期）31例，　hMG＋hCG周期（以下hMG周期）28例
で，いずれも経腔超音波下に採卵した。主席卵胞が18mmでhMGを中IEし，40～50時間後にhCG　1万単
位筋注後35時間で採卵した。採卵前後6日間にわたり連続して採血し，E，，　P，　PRL，　LH，　FSHをRIA

にて測定した。これらは妊娠群と非妊娠群問で比較検討した。また培養液Ham’s　F－　10（10％！』三者血清）

とHTF（Human　Tubal　Fluid）（10％患者血清）について受精・卵割率及び妊娠率の比較を行った。

〔結果〕hMG周期においてETあたり4！20（20％）で妊娠が成立し，　clomid周期の1！20（5％）1こ比して高値

であった。ホルモン動態については，全clomid周期と全hMG周期の間に差はみられなかったが，　hMG周
期の非妊娠群では，採卵日のE，値は，644．9士525pglmeで女］i娠群の167．1：t　43pg！meに比して有意に高値

を示した。非妊娠群のP値はhCG投与日で7．5±4．6nglmeと妊娠群の3．3士1．9ng／meに比して有意に高値

を示した。PRL値は両群間に有意差はなかった。　・｝lam’s　F－　10周期とHTF周期の比較では受精率に差

はなかったが，ET時のCeli－stageはHTF周期が進んでいる傾向にあった。
〔結論〕（1）hMG周期が，　clomid周期より妊娠率が高かった。（2）hMG周期では，非妊娠群で採卵以降の高

酬直が多く，また採卵前の高P値が多かった。これに比して妊娠群は全般的に生理的levelのE2，　P値を示

していた。（3）HTFの方がHam’s　F－10より受精後の卵割率がすぐれている傾向にあった。

1
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IV－25 Interleukin－1のマウス胚発生に及ぼす影響

東京大学医学部産科婦人科教室
○郭　宗明，百枝幹雄，綾部琢哉，五味淵秀人，堤　治，武谷雄二，
　水野IE彦

財

ヤ

　（目的）近年腹腔内中のmacrophageが分泌するinterleukin（IL）が不妊症の原因の1つとして注目さ
れており，ある種の不妊婦人の腹腔内貯留液【Pも実際にIL活性が検出されている。今回ILと不妊との関
連をみる一環としてマウスの初期胚発生に及ぼすILの作用を検討した。　（方法）成熟雌マウス（ICR系，
8週齢）をPMS（7．51U）とHCG（7．51U）により過排卵誘起し，自然交配せしめた。　HCG投与後48EI与間

に卵管を灌流して，2細胞胚を採取した。これを体外培養し，培養液中にIL－1を添加し，卵分割に与
える影響を観察した。なお，培養液としてはmBWWを用いた。　　（成績）①培養後24時澗では3～4細
胞と5～8細胞の両者が混在したが，IL－1の有無によってもそれらの分布の割合は不変であった。48
時間では16細胞以ヒまでの発育した割合は対照群が50％であるのに対し，IL－1（101U／me）添加では24
％と有意（P＜0。05）に低下した。また，72時間においても16細胞以ヒの出現頻度は対照群70％に対し，
IL－1（101U／mte　）添加では35％（P〈0．01）と有意な低下をみた。一方，　IL－1（11U／・me）では胚発育に

何ら影響を与えなかった。②培養後最初のユ6時間をIL－1（101U／me）添加して培養し，その後IL－1
freeの培養液で培養すると培養48時間，7211与問での胚発育の抑“；i］はみられなかった。③IL－1以外にIL

－ 2（101U／nt），　IL－3（ユOIU／循）添加した際には48時間及び72時川の［】！’点での胚発育は対照と同様で

あった。　　（結論）IL－1はマウス受精卵の胚発生に抑fl；【1的に作川し，しかも各種ILの中でIL－1に特

異的と考えられる。しかしIL－1は8細胞までの胚発生には影響せず，またIL－1の抑制作用の発現に
はIL－1が少なくとも16時間以上作lllしていることが必要であることが明らかになった。

IV－26 マウス着床前初期胚の産生するプロゲステロンの蛋白合成に及ぱす影響

東京大学産婦人科

　　　　o綾部琢哉、堤　治、矢野哲、藤原敏博、三橋直樹、水野正彦

［目的］マウス着床前初期胚の産生するプロゲステロン〈P、）が、初期胚自身の蛋白合成に及ぼす影

響にっいて検討した。［方法］8週齢のICR系雌マウスにPMS－hCGにて過排卵処理を行い、同

系の雄と交配させた．hCG投与後68時間で8細胞期胚を採取、　mBWW液中にて37°C，5％CO。，

95％airの条件下に32時間培養した。　P。合成酵素の特異的阻害剤トリロスタン（TRL）を培養液中

に添加（201L　M、1001L　M，200xt　H），更にTRI、200μH群にはP、　0．5μ9／mlを添加した。またP，

0．5μg／mlだけを添加した群についても検討した。培養後、初期胚を311一ロイシン添加BWW液（50

μci／200μ1，250Jt　M｝中に移し、2時間静置後、ロイシン添加BWW液にて3回洗浄し、液体シンチレ

ー ションカウンターにて初期胚1個ごとに放射能の取り込みを測定した。　［結果］コH一ロイシンの

取り込みをdpm／embryo／2hで表した。コントロール群2203．8ヒ320．2（mean　L－　SEM，　n・13）に対し、　T　R　L

を添加して初期胚自身によるP、産生を抑制した群では、20μHT935．6土257．0（13），1001i　M845，2±

138．2（13），200，u　H　508．6士57．1（14）と用量反応性に有意に取り込みが抑制された。　TRL　200μNに

P、を添加した群では　1142．2±240．4（14）と取り込みは有意に回復した。P、のみを添加した群では

2044．2±272．5（14｝となりコントロール群との間に有意差を認めなかった。［結論］マウス初期胚の産

生するP、が、初期胚自身の蛋白合成に何ちかの役割を果たしていることが示唆された。
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IV－27
胎仔線維芽紐胞とのco－Culしureによるマウス卵子の
　”in　viしro　2－cell　block”の解除

　　　　　　O　徳永智之窟・角田幸生
（農林水産省畜産試験場・竃日本全薬工業（株）中央研究所）

　マウスの卵Fの初期発生では、”in　viしro　2－cell　b］〔x；k”によってある種の近交系問のF，を除いて発生

が停止する。ウシ、ヒツジなどの家畜においては同様な発生停止が8－16細胞期に起こることが知られて
おり、これを解除するために、卵子と卵管上皮細胞、線維芽細胞などの体細胞やTrophob　lastの断片との
c。一αiltureが試みられている。一一方、　EC細胞やES細胞の様に高度に分化能力を保持した細胞を樹立、維持

していくために、胎仔線維芽細胞のフィーダーが不可欠であることが知られている。しかし、その作用機
序は明確ではない。本実験では、マウスの卵子と胎仔線維芽細胞のco－cultureを行ない初期発生に対する
影響を調べ、その作用機序について検討した。実験1：胎仔線維芽細泡はC57BL系マウスの妊娠14－16日
目胎仔からトリプシン処理によって得た。これをマイトマイシン処理し、予めセラチンコートを施した4
we】1マルチディッシュに播種してフィーダー層とした。これに通常のマウス卵子培養条件に準じ培養液と
してMl6を加え卵子を10－25個ずつ常法にしたがって培養した。培養に供した卵一r一はCD－1系及びF1〔C57BL
XCBA）系マウス由二来の前核期卵子である。実験2：前述のフィーダー層にM16を加え20－24時間培養して
得たConditioned　mediumで卵子の培養を試みた。実験3：カバースリップを利川して卵子とフィーダー細
胞を直接接触させずにco一㎝ltureする培養系を組み卵子の培養を行なった．
　以上の実験の結果、2細胞期で発生が停止するCD－1系マウス卵子はJ］bl子線維封細泡とco－cu　l　tureするこ
とによって83％（44／53）が4細胞期へ、42％　（22／53）が胚盤胞へ発育した。また、本実験条件下ではCondiしio
ned　medi㎜の発Al支持作用は見られなかった。しかし、カバースリップc。－cu　l　Urceでは42％（10／24）が4細

胞期へ、8％（2／24）が胚盤胞へ低率ながら発育した。これらの結果から胎仔線維芽細抱の2－cellblox）k解除
作用が発現するためには卵子と細胞が共存する必要があり、そのfac・torはdiffusibleであるが非常に不安
定である可能性があると考えられる。

刈

1

IV－28 Early　Pregnancy　Faetor（EPF）の産生機序と生物学的意義に関する検討

一一 Platelet　Activating　Factor（PAF）との関係について（第2報）一一

社会保険埼玉中央病院産婦入科 O伊藤仁彦、　金子宜淳

慶応義塾大学医学部産婦人科学教室　　末岡　浩、　森定　優、　飯塚理八

【目的】妊娠超早期の受精卵と母体間のシグナルの一つとして、early　pregnancy　factor（EPF）が知ら
れて齢り、胚の予後に何等かの形で関．与していると考えられているoまた、受札後一過性のIflL小板減少症を

惹起し胚の予後に何等かの関与をしている物質としてembryo－derived　platelet　activating　factor（E

DPAF）が報告されている。我々は、昨年の本学会においてPAFによりEPF活性が惹起されることを報告

したが、今回はさらにPAF受容体桔抗剤（L652731）を用いてin　vitroおよびinvivoにEPFの産
生機序および生物学的意義について検討を加え、若干の知見を得たので報告する。

【方法】BALB／Cマウスを膣スメアー法にて発情前期・発情期・発情後期訟よび休止期に分類し、0」

から5ngの濃度に調製した合成PAFを腹腔内投与し、マウス血清中のEPF活性を測定した。さらに
上記マウスにL652731を前投与し同様にEPF活性を測定し、　PAFによるEPF活性惹起に及ぼす
影響を検討した。また、自然交配2日前から自然交配後6日目の各時期のメスマウスにL652731を
腹腔内投与し同様にEPF活性を測定しin　vivoにおける影響についても検討を行った。

【結果齢よび考察】PAF投与メスマウス群においては、発情期（PAFlng以上投与群）にのみEP
F活性（DV＝2、・3土0．5）を認めた。さらに、PAF単独投与群に於いて検出されたEPF活性が、L
652731を前投与した群では検出されなかった。
　このことは、PAFがOvum　Factorと同様にEPF－Bの産生を惹起する物質であることを示唆する。
すなわち、EPF－Aは発情期にすでに産生されて血中に循環してお・り、この時期にPAFが作用した
ことによりEPF－A於よぴBの2コソポーネソトが結合し、・ゼット抑制を増幅するEPFの生物活
性を惹起したことが推察される。



（969）287

IV．29 マウス妊娠成立とembryo－derived　platelet　activating　factor（EDPAF）：特

異的PAF拮抗剤，　ONO－6240およびCV－6209，を用いた検討

愛媛大学医学部産科婦人科学教室
○安藤雅章、武田康成、杉並洋、松浦俊平

甲 マウス初期胚から母体末梢血中血小板数を減少せしめる因子、embryo－derived　platelet　activating

factor（EDPAF）、が分泌され、これが妊娠の成立に何らかの意義を有することが示唆されている。今回

特異的PAF拮抗剤であるONO－6240およびCV－6209を用いてEDPAFの作用を中和し、これにより妊娠が影響

されるか否かにっいて検討した。【実験】①種々の濃度のONO－6240およびCV－6209をD1からD5の期間8時

間毎にICRマウス母体腹腔内に投与し、　D8に開腹し胎仔数を測定した。②CV－6209（0．2mg）の投与期間を

変化せしめ、その影響を同様に検討した。③ONO－6240およびCV－6209をD1からD3まで投与し、　D3に卵管

内受精卵を採取し、その体外発育にっいて検討した。【成績】①ONO－62400．04㎎投与から胎仔数の減

少が認められO．21㎎投与により半数の動物において胎仔数が0となった。CV－62090．2ng投与では全ての

動物で胎仔数が0となった。②D1投与群では胎仔数は影響されなかった。　Dl－D2投与群では2／7、　Dl－D3投

与群では6／8の動物で胎仔数がOとなった。Dl－D4およびD1－D5投与群では全ての動物で胎仔数がOとなっ

た。③D1－D3のONO－6240およびCV－6209投与はD3以降のマウス受精卵体外発育に著明な影響を及ぼさなか

った。　【考察】マウスにおいて初期胚から分泌されるEDPAFが妊娠の成立に関して重要な意義を有する

ことが示唆された。EDPAFは母体の血小板を活性化し、血小板因子を遊離せしめ、これが妊娠の成立に

不可欠であることが示唆された。

IV－30

子宮内膜の脱落膜化過程における調節因子に関する検討

　三重大学医学部産科婦人科学教室

○矢納　研二，西山　真人，中　義尚，山本　稔彦，杉山　陽一

【目的】子宮内膜間質細胞が脱落膜化することは着床の完成・妊娠の維持にとって必須であると考えら

れる．そこで今回我々はこの脱落膜化過程の調節因子につき検討を加え，若干の興味ある知見を得たの
で報告する．　　【方法】子宮全摘術施行時に，患者の同意の下に分泌期子宮内膜を無菌的に採取し，20
μ9／m1DNAaseおよび2，0mg／ml　collagenaseにてdigest後，0．75μmのnylon　meshにて濾過し，生存率80

－　90％のcell　suspensionを得た．24時間の前培養（5xlO5　viable　cells／we11）により細胞がconflu－

entであることを確認した後，　Adenylaしe　cyclaseの賦活剤であるF〔〕rskolinおよびCa2＋phospholipid－

depe－ndent　protein　kinase（protein　kinase　C）の賦活剤であるphorbo112－myristate　13－acetate

（PMA）を種々の濃度で単独もしくは同時に添加し，脱落膜化への影響を検討した．脱落膜化の指標とし
ては上清中に分泌されてくるPRLをEIAにて測定した．　【結果】①Forskolinは、progester・one（100ng／

ml）の存在下で容量依存性にPRL分泌を促進し，しかもその産生ピークをshifし（早期出現）させた．
②PMAは容量依存性にPRL分泌を抑制し，　minimum　effecしive　doseは0．1nM以下，　IC5。は約1．5nMと考え

られた．③ForskolinとPMAの同時添加では，　Forskolinの持つプロラクチン産生増大効果が，　PMAにより

容量依存性に抑制された．　【考察・結論】子宮内膜の脱落膜化に伴うPRLの分泌能は，　c－AMPを介する

細胞内刺激伝達系の賦活により促進され，protein　kinase　Cを介する細胞内刺激伝達系の賦活により抑

制されること，すなわち両系により相反作用が惹起されることが明かとなった．
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IV－31 子宮鏡による内膜日付診

琉球大学医学部産婦人科空罫教室

　○稲福　　薫、佐久本哲郎、佐久川政男、佐久本　薫、新崎盛雄
　　仲地廣川ffl、東　政弘、中山道男

　分泌期子宮内膜の変化は着床条件に関係して重要な概念である。従来、その評価は組織診による内膜
日付診によって行なわれてきたが、一片の組織片が必ずしも内膜全体を反映するとは限らない。そこで
我々は内膜全体を評価する方法として子宮鏡による内膜日付診を試みた。方法は、改良型硬性子宮鏡を
使用し、子宮鏡による診断基準は内膜腺開ロパターンと内膜血管パターンの変化によった。内膜腺開ロ
パターンは点状、斑状、リング状、消失の四つに分類した。血kパターンは、分泌後期の拡張し、枝分
れが強くなり網目状となったものをlll型としてそれより軽いものをU型、1型と分類した。内膜日付診
は、基礎体温、月経歴、内膜組織診の三者を総合して行い腺開ロパターンとIM管パターンと対比した。

結果、増殖期は点状腺開口で血管は発達していなかった。分泌期の像は以下のごとくであった。16、17
日は基本的には増殖期と区別しにくい点状腺開口と1型であった。18、19　Elは斑状腺開口と1型血管であ

った。20、21日は一部斑状、一部リング状腺開口で血管はH型が主であった。22、23日はリング状腺開
口が主で一部は消失し血管はU型以上となった。24、25日は殆んどが消失し血管はm型となった。
　以上から子宮鏡による内膜日付診を腺開ロパターンと血管パターンにより可能であることが示唆され
た。

，

IV－32 progesterone膣坐薬による黄体機能不全の治療

国立病院医療センター産婦人科　国際医療協力部＊0石原理，佐藤孝，
　高橋敬一，市丸恭子，早乙女智子，吉井大介，寺師患子，箕浦茂樹，
　我妻　ee　＊

　着床現象には，progesterone（P）のみならず，　estradiol（E）も重要であり，不妊症においては，内分泌的

背景の異常や各種排卵誘発剤投与により，黄体中期P／Eは特有の傾向を取ることが示唆されている。ま

た，妊娠成立周期では，P／Eは比較的高値を取ることが明かとなっている。今回，黄体期P／Eを調節
する目的でP膣坐薬を作成し，黄体機能不全症例に臨床応用したので報告する。
【方法】①自然周期あるいは各種排卵誘発剤投与周期において，黄体機能不全を呈する症例の黄体中期

にPおよびEを測定し，同時に子宮内膜日付診を施行した。②次周期に当院薬剤部で調製したP膣坐薬
（1錠中P（sigma）25M9含有）を一日二回高温相第3日より投与し，同様の検索を行い非投一与周期と比
較した。

【結果】①自然月期のPは6．7士3．7n9／me（mean土S．D．：以下同様），Eは170．7士139．8　pg／nd，　P／E

は65．8士31．5であった。②clomid周期では，　Pは20．2±5．4　n9／meとヒ昇したが，　Eが419．2士163．6pg／麗

と一層上昇したためP／Eは，54．1±20，9と減少した。③P膣坐薬投与周期では，Pは11．1±4．8ng／Jne・，

Eは199．9±79．8　pg／meとなりP／Eは70．2±21．1と」二昇した。④子宮内膜日付診で遅延型を呈した症例に

P膣坐薬を投与することにより，改嵜が見られた。

【結論】黄体期のP投与は，P／Eを上昇させ着床期子宮内膜の形態学的改善をもたらすため着床環境整
備および初期妊娠維持の点で有効である可能性がある。P膣坐薬は投与法の容易な点で有用と思われる
が，実際に妊娠率の改善が見られるかどうかは，今後の検討を要する。
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IV－33 クロミフェン排卵群と自然排卵群va　kける妊娠早期の母体血中ホルモン値の

検討

北里大学医学部産婦人科　○石川雅一，中居光生，黒須不二男，新井正夫
大和市立病院産婦人科　　川内博入
加納岩総合病院産婦人科　小田切順子

　妊娠早期の絨毛の分泌活性は，母体血中に放出される絨毛産生物を測定することによってのみ知り得

る。時問依存性をもつ正常な絨毛の増殖過程を知ることは，正常な胎盤形成のみならず，絨毛性疾患の
適切な管理にも有益である。

　クロミフェン（CC）は排卵障害に対して最も広く用いられているが，その排卵率と妊娠率の差が大き

いことについては今な於議論があり，いくつかの理由の中には，妊娠初期における淘汰がその解離の一

部を説明するという報告もある。今回，CC排卵妊娠と自然排卵妊娠の絨毛活性について検討し，與味
ある知見を得たので報告する。

　対象は，当科塚族計画外来通院中に妊娠し，排卵時期於よび高温持続日数が7日から21日と明白な104
例で，初妊娠77例，経妊・経産婦27例，平均年齢は29才であった。自然排卵例は63例で他の41例は排卵
誘発例である。first　trimesterを正常に経過した単胎妊娠7】例のうち，自然排卵群47例，　CC排卵群

24例について血中hCG，　hCGfi，　SPI，Progesterone，　Estradio1値をRIA法により測定した。自
然排卵群，CC排卵群それぞれの血中hCG　と高温持続日数は有意な相関を示し（r＝0．77，r＝O．85），

2つの回帰直線について共分散分析を行うと，5％の有意水準で同一と認められた。2群を合わせた集

団についてもhCGと高温持続日数はr－0．81で有意な相関を示した。この回帰直線から，予定月経開始
時期の高温14日目にはhCGの平均値は，173．　8　mlU／me，　hCGの平均値が1000m皿」擁となるのは高温17．6日で，高

温21日目にはhCGの平均値は5128．6rnlU／ine，測定値が倍加ナるのに要する日数doLiblin9　timeはhCG　1．83日であった。

　hCGβ，　SP1についても同様の検討を行い，妊娠早期の絨毛の分泌動態を分析した。自然排卵群，CC
排卵群それぞれのProgesterone，Estradiolについても検討を加えた結果も併せて報告するQ

IV－34 過酸化脂質の雌性ラットの妊孕性に及ほす影響

金沢医科大学産科婦人科学教室

○吉田勝彦，国部　浩，桑原惣隆

　過酸化脂質が生殖生理系に及ぼす影響についてこれまで検索してきたが、今回は妊孕性に関する研究を

行い若干の知見を得たので報告する。（研究方法）生後42日令の雌性ラットにVit．　E20　mg／kgまたは

585mg／kg（500　iu／lcg）含有飼料と無添加飼料をStripped　corn　oil分子蒸留でビタミンEを除去

したコーン油18％に添加した各飼料を6週間以上投与した各群に分け、これら特別飼料投与の各ラット
について体重測定，膣脂膏観察，交配，妊娠2週間目での胎仔数確認にょる妊孕性への影響などを観察し
た。さらに採血にょb血中過酸化脂質，Or一β一VTocopheno1　，　PRL，EstrogenおよびHCGの測定を
行った。（研究成績）Vit．　E添加飼料と無添加飼料投与群にお・ける体重増加率は多少の個体差は認めら

れるが、各群間に有意差を認めなかった。また、血中過酸化脂質は前者で3．57±O．16nMo［／‘m　l’後者

で6．　28　tO．33　nMo1／耐と前者において血中値の有意の低下を認めた。血中CtT。copheno1値はVit．

E添加飼料投与群で12．92士L22卦gあ1，Vit．　E無添加飼料投一与群で1．843±0．15，LLg／lm1で前者に

高濃度であった。妊娠2週間にお・いてVit．　E添加飼料投与群のPRL値は8．O±0．89　ng／h1』無添加

飼料投与群のそれはll．3±0．98　ng／rmlで後者に高濃度を示した。妊孕性については前者で60彩であ

り、胎仔数については平均8．2体で、後者では全例に胎仔の存在を認めなかった。なお・、血中Estrogen
値については明確な差を認めなかった。（結論）過酸化脂質は雌性ラツトの祝床下部一下垂体一卵巣一子

宮系を介して妊孕性を乱し、Vit．　Eは生体内における過酸化脂質を抑制して妊孕性を修正する作用があ
るものと解釈された。
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IV－35
超急速凍結法を用いたマウス未受精卵の凍結保存について

順天堂大学医学部共同病理研究室

　　　　0中潟直己

越谷市立病院産婦人科

　　　田中　温

　目的：1972年Wh　iしtingham　がマウス胚の凍結保存に成功して以来、　Plli乳動物卵子の凍結保存に関し

、多数の報告が成されているが、未受精卵に関しては、生存性が高くかっ再現性の高い簡易な凍結法は

未だ確立されていない．そこで本実験では前回（第6回日本受精着床学会）、私達が報告した超急速凍

結法を用い、マウス未受精卵の凍結保存を試み、融解俵の卵子の生存性および発生能にっいて検討を行

なった。方法：実験には過排卵処理を施した成熟Fl雌マウスの卵管膨大部より】ICG投与14～15時閲

後に採取し、0．1％hyaluronidase　にて卵丘細胞を除去した裸化卵子を用いた．凍結は卵子を20％FCS

を含む培地内で10～20分培養後、直接90％VS　1に移し、直ちにLN2中へ浸漬することにより行なった。

融解は37℃の温水中で行ない、0．3M　sucr。se　を加え90X　VSlの希釈した後、形態的に正常と判定され

た卵子を授精用培地に移し、ICR系成熟雄の梢巣上体尾部精子を用いて体外受精を行なった．卵子の観

察は授精後5時間にホールマウント標本を作成することにより行ない、また一部の卵子にっいてはさら

に培養を続け、授精24時間後に2細胞期に発生した卵子を偽妊娠第1日目の受容雌へ移植し、新生仔の

発生にっいて検討した。結果：融解後、回収した卵子の内、形態的に正常と判定された卵子の割合は、

87．6X（305／348）と高値であった．体外受精成績においても、授梢5時間後の検索における受精卵（前

核期）の割合および24時間後に2細胞期へ発生した胚の割合はそれぞれ8L6％（124／152）および7S．

4X（120／153｝と良好な結果であった．また、2細胞期へ発生した胚（120個）の受容雌への移植によワ、

55匹（45．8X）の新生仔が得られた．

IV－36
マウス初期受精卵での凍結保存の検討

山形大学医学部産科婦人科学教室
　O佐藤文彦、田中栄一、斎藤英和、広井正彦

　未受精卵および受精卵の凍結保存は体外受精および配偶子卵管内移植を行なう施設にとって欠くべか
らざる技術に成りつっある。しかし、これまで凍結方法にっいては種々の凍結保護剤・凍結時期での報
告が有り成績も様々でありヒト受精卵に最適な凍結保存と凍結時期は明かに成っていない。Testartや
Cohenらは受精後初期の受精卵を用い、凍結保護剤としはpropaned　i　o　lおよびsucmseを用いて従来の

方法に比して高率な妊娠率を得たと報告した。我々はマウスの受精後1日以内の1細胞期から2細胞期
の初期受精卵を凍結保存し、凍結保護剤および凍結時期の違いによる生存率の違いを検討し、初期受精
卵の凍結保存の有用性を検討した。
　雌B6C3マウスをPMSおよび｝ICGにて排卵誘起させ体内受精させた。　l　l㏄注射後24時間および30時閥後

に卵管より受精卵を取り出し凍結したn凍結保護剤としては1．5、Mrprepanod　i　ol＋O．　2M－sucroseあるい

は1．5M－dimetylsu⊥foxide＋0．2M－sucroseおよびg！ycerolを用い、これらの凍結保護剤を数度に分け

て培養液に加えた。受精卵をユ℃／minで一7℃まで冷却した後に川手的に植氷した。その後O．33℃／minで

一35℃まで冷却し、液体窒素内で保存した。融解は37℃の水槽内で急速融解にて行い、数度に分けて凍
結保護剤を希釈して取り除いた。融解後生存卵の割合を観察し、その後培養して正常に発育した受精卵

を観察した。

　この結果propaned　iol群では1｛CG後24時間、30時llll群で融解時の正常卵の割合、がそれぞれ51．7％，

52．1％、培養後分割を開始したものが32．鑛，37．5％とdimeしhylsulfoxide，　glycerol群より高率であ

った。またliCG後の時期による1細胞期と2細胞期の混じる時期で生存率に差を認めなかった。
　従って、この方法は未受精卵より生存率が高く安全面の点で有用であると思われた。
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IV－37
凍結妊卵の生存性に関する検討

鹿児島大学医学部産婦人科学教室

O福元消吾，竹内一浩，森　明人，山元慎一，堂地　勉，永田行博

　ヒトの妊卵の凍結保存も，IVF－ETの発達に伴い，余剰卵の有効な不lj用手段として注目されっっある。

　今回我々は，マウスの妊卵を用いて凍結保護剤の濃度，凍結卵採卵時のcell　stage，蒔f凍剤の添加方法

など種々条件を変えて凍結保存後の生存性を検討した。

　方法は，ICR系マウスより採取した2cellからBlastocystまでの胚を洗浄後，凍結保護剤であるDMSO
添加培地にて，凍結プログラムに従った。凍結にはプランナー社製のプログラムフリーザーを用いたが，

植氷は，－6℃での強制植氷とした。
　融解方法はストローを液体窒素の液相からまず気相へ引き上げ，そこで数分間静置した。その後室温
で放置し完全に融解後，凍結保護剤を希釈して，顕微鏡にて胚の生存性を検定した。透明帯および割球
それぞれの細胞質の状態，立体感など形態学的所見で生存性を評価した。

　まず耐凍剤の添加方法において，2段階添加法に比べ4段階添加法の方が，胚の生存率が高かった。
また，2段階添加法でみられたcell　stageによる，胚の生存率のちがいは，4段階添加法ではみられず，

各々のcell　stageで53～56彫の生存率を得ることができたu次に凍結保護剤の濃度による生存率を検討し

たが，1モルDMSO群の生存率に比べて，2モルDMSO群の方が着干高い傾向はあったものの有意差は
認めなかった。

　従来，凍結保護剤としてDMSOが用いられているが，胚に対する毒性も考慮せねばならない。今回凍
結保護剤を4段階で添加したところ2段階で添加したときに比べ高い生存率が得られた。胚の環境の急
激な変化は，かなりのダメージにつながると考えられる。また，cell　stageでの生存率の偏りもなくな
り，有用な添加法と思われる。
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V－1
精子不動化抗体の梢子acrosome　reactionに及ぼす影響

徳島大学医学部産科婦人科学教室

○大頭敏文，板東律雄，森　一正，加川俊明，山野修司，

　鎌田正晴，青野敏博

【目的】我々は精子不動化抗体には精子の卵透明帯貫通性を阻害し不妊症をもたらす作用があることを

報告したが，その作用機序は未だ明らかでない。そこで，今回，ヒト精子acrosome　reaction（以下AR）

に及ぼす精子不動化抗体の影響につき検討した。

【方法】健康成人男性より得た精子を，contro1血清または精子不動化抗体陽性血清を添加した培養液
を用いて培養し，原精液，swim　up直後，および培獲2，4，6時間後に，精子運動率の測定ならび
にtriple　stain法による精子ARの判定を行った。さらに，成熟ヒト卵透明帯を川いて精子貫通試験
を行った。

【結果】精子の運動率および死滅率の経時的変化は各群聞に差を認めなかった。生存精子のARの割合
は，con　trol血清を使用した場合には培養時問とともに有意に増加した（2．　67％→5．84％）が，精子不動

化抗体陽性血清を使用した場合には増加しなかった（2．80％→2．85％）。さらに，control血清から精子

不動化抗体陽性血清に移し培養した場合ARの抑制が認められたが，逆にcontrol血清に移した場合に
はARの増加が認められた。媒精時にcontrol血清を使用し，　ARが増加した場合には精子の卵透明帯
への結合および貫通が認められた。

【結論】精子不動化抗体は精子のARを抑制することにより精子の透明帯への結合および貫通を抑制す
る可能性が示唆された。また，精子不動化抗体によるARの抑制は可逆的であることが明らかになった。

V－2
精子付着精漿糖蛋白質ペプチド鎖に対する

モノクローナル抗体の作製及び性状分析

　兵庫医大　産婦人科

0亀田　絹、居内彰子、石崎浩之、田路秀明
　繁田　実、辻　芳之、香山浩二、礒島晋三

　当教室ではいくつかの精子不動化モノクローナル抗体（Mab）を作製してきたが、ヒト型Mabを含め大
部分のMabは精子付着精漿糖蛋白の糖鎖抗原を認識するものであった。今回、精子不動化に関連した糖
蛋白分子のペプチド鎖抗原に対するMabの作製を試みたので報告する。

　ヒト精漿糖蛋白をtrifluoromethane　sulfonic　acid（TFMS）で処理して脱糖後、　Complete　freund’s

adjuvantとともにBalb／cマウスに免疫し、免疫マウス脾細胞とNS－1細胞を常法に従い細胞融合した．抗

体のスクリーニングは、glutaraldehyde固定後TFMS処理した精子をプレートにコートして用いるELISA

によった。

　現在までにTFMS処理精子と反応する5種のMab産生ハイブリドーマを確立した。そのうちMab　IG6
（19Gs）は未処理ヒト精子とは反応せず、　T）MS処理精子と反応し、精子不動化作用も精子凝集作用も示さ

なかった．その対応抗原を調べてみると、未処理精i漿糖蛋白のウエスタンブロットでは15Kdに単一のバ

ンドが認められたが、TFMS処理精漿糖蛋白では70Kdから15Kdに恒って多数のバンドが検出された。これ

らの結果は、作製したMabの対応抗原は精子並びに精漿中に存在し、その抗原エピトープは通常では糖

鎖によってマスクされており、TFMS処理で脱槍処理することにより新たに露出したものであることを示

している．現在この抗原エビトープが精子不動化関連糖蛋白分子のcore　proteinに存在するかどうか検
討中である。



（975）293

V－3
精子不動化抗体のクラス・サブクラス構成の検索

兵庫医科大学産婦人科
O巽利昭、辻芳之、繁田実、香山浩二

礒島晋三

［目的］近年、さまざまな免疫異常と血清中免疫グロブリンのクラス・サブクラスとの相関が論じられ

、特にIgGサブクラスと各種疾患との関係については種々の報告がなされている。ところが、補体依存

性精子不動化抗体〔SI－Ab｝の関与が強く示唆される免疫性不妊症においては、抗体の検出がbioassay

によってなされることなどの理由で、SI－Abの免疫グロブリンクラスの決定を行なった報告は少ない。

さらにSI－AbのIgGサプクラスを決定した報告は現在まで見られていない。そこで今回、精子不動化試

験陽性婦人の末梢血中SI－AbのクラスおよびlgGサブクラスの構成を検索する為に以下の実験を行なっ

た。　［方法・結果］14名のSI－Ab陽性婦人末梢血より分離した血清をStaphylococcus　aureus〔Cowan　I

株）の菌体沈渣（アブソープ・G）を用いて吸収し、吸収前後における被検血清の抗体価（定量的精子
不動化値；SI，。　）を比較検討した。結果は14検体中12検体で著明な抗体価の低下を認め、　IgGクラス

のSI－Abが優位に存在していることが判明した。残りの2検体は抗体価が全く変化しなかった。次にア

ブソープ・Gによる吸収後の全ての検体をRabbit　anti－human　IgM抗血清（μ鎖特異的）及びアブソー

プ・Gにて再吸収処理し、抗体価の変化を検討したところ、全ての検体で抗体活性は消失した。よって

アプソープ・Gのみの吸収処理で抗体価の変化しなかった2検体には19MクラスのSI－Abが優位に存在
していることが判明した。さらにIgGクラス優位の血清のうち5検体をSheep　anti－human　IgGi．　IgG、

，IgG3．　IgG。の各抗血清をカップリングさせたSepharose　4Bでそれぞれ吸収させた。結果はlgG2サブク

ラスの抗体価が優位に高いもの1例、IgG　1，2，3の3つのサブクラスでほぼ同等の抗体価を示すもの1例

で他の3例はIgGiサブクラスの抗体価が優位に高かった。【結論】大部分のSI－AbはlgGクラスに存在

し、サブクラスで見ればlgGL優位であることが判明した。

V．4 精子不動化ヒトモノクロナール抗体H6－3C4の認識糖鎖抗原

Q辻　芳之、亀田　絹、繁田　実、香山　浩二、礒島　晋三
　兵庫医大　産婦人科

従来より我々は精子に対するモノクロナール抗体を用いて精子不動化を起こす抗原を明らかにする努力
をしてきた。精子不動化抗体を血中に保有する婦人のリンパ球により作られたヒト型モノクロナール抗

体H6－3C4は既に糖鎖抗原を認識する抗体である事が抗原の化学的性格から判明していたが、その糖鎖

epitopeがどのような構造を有するものかは不明であった。そこで各種のレクチンと糖鎖分解酵素を用

いた実験により、関与する糖鎖構造を推定し、それらグループの糖鎖抗原性を保有する各種の糖脂質に

対するH6－3C4の反応の有無を薄層免疫クロマトグラフィにより検討した。その結果、　H6－3C4は

GalβL．4　GlcNAcの基本unitにより成る糖鎖、すなわちネオラクトサミン糖鎖に対する抗体である事が

判明し、正確な、epitopeはこのunitが2個並んだ一Ga1β1．4　GlcNAcβ1．3Galβ，．．GlcNAc一であった

。一方各種のネオラクトサミン糖鎖抗原に対して作られたモノクロナール抗体がヒト精子に反応し、ま
た精子から微量ながらも一Gal　B　、－4　GlcNAcβ1－aGal　B　i－．GlcNAc一構造を持ち且つ、　H6－3C4に反応する

糖鎖が実際に抽出できた。これらの事より、ヒト精子のうえには高度に発達したネオラクトサミン糖鎖

抗原が存在しこの糖鎖抗原が不妊症の抗精子抗体に深く関与している事が判った。　（当研究はワシント

ン大学バイオメンプラン研究所、箱守仙一郎教授との共同研究による）
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V－5
外性子宮内膜症における腹水中マクロフr一ジに関する検討

長崎大学医学部産婦人科学教室

　O鮫島哲郎，増崎英明，石丸忠之，山辺　徹

　外性子宮内膜症（内膜症）の不妊原因については、潜在性高プロラクチン血症、黄体機能不全、卵の

捕獲障害、卵管因壬　腹水中妊孕阻害因子（プロスタグランディンおよびマクロフr一ジなど）や自己

免疫の問題など、種々のことが論じられているが、いまだに不明な点が少なくない。特にs腹水中マク

ロフ▼一ジ（M亜）についての研究は多く、内膜症では腹水中M蚕が増加し、活性化も高進しているとい

われている。そして、増加したM亜が精子や卵子あるいは受精卵を捕食するために不妊になるとも言わ
れ、またその活性化高進による活性化物質（液性因子）による不妊の可能性も報告されている。そこで、

内膜症例20例と内膜症以外の例10例を対照として、腹水中M亜の捕食能について、Flowcytome七ry
を用いて定量的に検討した。まず腹腔鏡施行時あるいは、手術中に採取された腹水中から、Fico11－

HypaqueによりM壷を分離し、　in　vitroで蛍光粒子を捕食させFlowcy七〇me七ryで分析した。これ
により、粒子を捕食したM9の割合および1個のM亜が捕食した粒子の数を定量的に分析することが可
能であった。結果は、内膜症群では、平均腹水量19，7配、平均M亜数13．6×IO6個、平均捕食率66．2

％、これに対し、対照群では平均腹水量12．4　me、平均M亜数4．1×IO6個、平均捕食率31，9％であっ
た。

　腹水量、Ml数ともに対照群と比ぺ、内膜症群で有意に増加していた　また、捕食率も対照に比べ内
膜症のM亟が有意に高く、2個、3個と複数の粒子を捕食したMIが内膜症で多い傾向がみられた。こ

のことから、内膜症において腹水中M亜の捕食能の高進がうかがわれた。本法により、腹水中M亟の捕

食能を定量的に評価できた。今回の実験で、腹水中M亜が、精子や卵子あるいは受精卵を捕食すること

が内膜症不妊原因の一因ではないかと考えられた。

V－6 腹腔内貯留液の精子運動性に及ぼす影響にっいて

山梨医大産婦人科，虎の門病院産婦人科X

O端　晶彦，加藤順三，小方由美子累，佐藤孝道瓢

〈目的〉子宮内膜症（EM）による不妊症の病態解明の一端として腹腔内貯留液（PF）に着目し、　PFが精子の

運動性に及ぼす影響をcomputer　assisted　semen　aftalyzer（CASA）を用いて検討した。〈対象〉開腹また

は腹腔鏡下に採取した腹水のうち、妊娠歴のない子宮内膜症患者腹水（EM）および妊娠歴のない非子宮内

膜症患者腹水（NEM）で一80℃に裸結保存したものを用いた。一力精子は鍵康な男子のものを用いた。

〈方法〉採取したPFを3000rpm、15分間遠心分離したのち上清をとり使用時まで冷凍保存した．　swim　up

した精子をそれぞれ①非働化ヒト血清20X添加F－10液（対象群）②25Z，50Xの非働化しないPFを含む血
清添加F－10液、あるいは25X，50Xの非働化PFを含む血清添加F－一　10液（EM群およびNEM群）に加え、　i2

～
24時間後に精子運動性をCASAにて分析した。〈結果＞EM群とNEM群で、非働化PFを加えた群と非働化

しないPFを加えた群に靖子運動性には差が見られなかった。そこで対象群と［M群、肥麟の精子運動性を

PFの非働化の有無に関係なく比較すると、運動率（対致81．8X，　EM群54．IX，　NEM群55．2X）、Velocity

（対致63．O回icrons／s，　EM群50．4，　NEM群46．9）、　Linearity（対欽7．2，眠群6．24，　NEM群　6．20）と

なりEM群、　NEM群とも運動率、　Veiocity，　Linearityが低下していた。また精子連動能への抑制効果は

PF潰度のヒ昇により強まった。＜結鵠＞PF中には精子の運動能を抑制する囚子が存在することが示陵さ

れた。またこの因子の存在は、EM群においてNEM群と比べて必ずしも優位ではないことが示吸された。
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V－7
外性子宮内膜症患者の腹腔内貯留液インターロイキンー1活性の検討

東京大学医学部産婦人科

○国府田きよ子，　武谷雄二，水野正彦

〈目的〉外性子宮内膜症は不妊を高頻度に伴うが，最近その腹腔内貯留液（PF）中のmacrophageが本
疾患の不妊原因の1つとして注目されている。今回macrophagcのproductであるInterleukin－1（IL－1）

のPF中の活性につき子宮筋腫例と比較検討した。　〈方法〉正常月経周期を有する婦人より腹腔鏡施行

時または開腹時va　PFを採取し，遠心後の上清を凍結保存した。症例の内訳は外性子宮内膜症26例，子

宮筋腫20例であった。IL－1活性は幼若マウスの胸腺細胞を川いPHA刺激化での3H－thymidine

uptakeを定量した。
　一般にPF量は卵胞期に少なく，排卵期から黄体期にかけて増量したが，外性子宮内膜症では子宮筋腫

に比し全周期を通じPF量が多い傾向が認められた。　IL－1活性は外性子宮内膜症では4Z3％に認めら
れ，子宮筋腫（5．・0．％）に比し有意（P〈O．　01）に高率であった。以下外性子宮内膜症例のPF中のIL－1

に関し下記の成績を得た。①検出されたIL－1の濃度は1，7～1501U／meの範囲に分布し，平均4．8±1．3

（SE）IU／rneであった。②月経周期に伴うIL－1活性検出率は，卵胞期前期o％卵胞期後期143％排卵
期50％黄体期前期75％黄体期後期57．1％であった。③進行期別1　1，－1の検出率では！期33．3％　皿

期6　6．7％皿期429％N　V］　3　5．3％であった。④IL－1活性の検出された症例ではPF量が多い傾向が

認められた。⑤IL－1活性濃度とPF量には相関関係は認められなかった。⑥尚PF中のIL－2活性は
いずれの症例でも検出されなかった。〈結論〉子宮内膜症ではPF中に高率にIL－1活性が検出され，
検出率は月経周期に伴い変動することを明らかにした。近年II一1は，内分泌臓器をはじめとする諸種
の器官の機能調節に影響を及ぼすことが知られている。子宮内膜症va　k・けるPF中のIL－1による生殖
臓器の機能発現障害が，本症に伴う不妊の機序の一因となり得ることが示唆された。

V－8 子宮内膜症合併不妊における黄体機能とProlactinとの関連性に関する検討

東京大学医学部産科婦人科

0林　直樹，武谷　雄二，水野　正彦

【目的】子宮内膜症（EM）合併不妊例ではしばしば黄体機能不全を伴うことを報告したが，今回黄体機
能とProlactin（PRL）との関連性について検討した。【方法】対象は過去6年間に当科不妊外来を受診し，
外性EMと診断され，他に不妊原因を認めない41例である。対照群は，　unexplained　infertility　34例（C群）

とした。卵胞期前期にLHRH（100　pg）テスト，　TRH（500μg）テストを行なった。黄体期3，7，10日目に血

中Progesterone（P）値を測定，かつ7日目に血中Estradiol（E）値，血中PRL値を測定した。【成績】①E
M群の血中P値（ngt　me）は各々6．8士1．2，8．7±O．5，5．0±0．9（M±S．E．）であり，　C群の6．7圭L6，10．5土1．8，

4，8±1．0に比べ，黄体中期の血中P値が有意に（p＜0．001）低下していた。②高PRL血症（PRL≧25ngt　me），

潜在性高PRL血症（TRH負荷30分後PRL≧150ngl　me）の頻度は，　EM群で各々13％，30％，　C群で14％，
33％とほぼ同様であった。③EM群において，　PRL分泌異常群の黄体中期血中p値は，9．2土0．9であり，PRL分泌正常

群の9．6土0．8に比べ有意差は認められなかった。また黄体中期血中P値と，卵胞期初期血中PRL値，黄体中期

血中PRL値との間にも相関は認められなかった。④血中E値（pgl　me）は，　EM群102士6．8であり，　C群

122土7．7に比べ低下の傾向を示したが，有意差はなかった。（9）　EM群において，高PRL　ltlt症ならびに潜

在性高PRL血症の黄体中期血中E値は116土9．4であり，　PRL分泌il三常群の111土i6．4と比べ有意差を認め

なかった。また黄体中期血中E値と卵胞期初期血中PRL値ならびに黄体中期血中1）RL値との間には相関は

認められなかった。【結論】EM合併不妊は高率にPRL分泌異常を伴うが，　EMを伴わないunexplai．
ned　infertilityにおける出現率との間に差異を認めなかった。またEM例においては黄体機能不全と

PRL分泌異常との間に関連性は見い出し得なかった。
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V－9
スコアリングシステムを川いた子宮内膜症の診断（第2報）

熊本人学医学部産科婦人科教室

o本田賀裕、松浦講平、古木義弘、岡村　均

　挙児希望を主訴に外来を受診した不妊婦人を対象としてf宮内膜症（以ド、内膜症）の有無をスクリー
ニングする日的で、当科では腹腔鏡あるいは開腹術で内膜症の確認ができた39例をretrospectivcに検討
し、9項目より成るスコアリングシステムを独自に作成している。咋年の本学会において不妊婦人55例を
prospectiveに検討し、このスコア合計が10以上の症例は内膜症、一一20以下の症例は非内膜症と診断がで

き、さらに9かち一19までの症例は内膜症の診断を目的とした腹腔鏡検査の適応となることを報告してき

た。今回は、本スコアの有効性をさらに検討する目的で、59例を追加した114例のprospective　studyの
結果と最近妊娠が成立した101例の中で本スコアの合計がlO以ヒであった15症例の妊娠契機を検討し、以

下の結果が得られたので報告する。（結果1）スコア10以Lを示した59例中56例は内膜症であり、残り3
例の骨盤所見は両側の卵管閉塞及び卵巣卵管周囲癒着、AlIen－Master　syn．とpelvic　eongestion　syn．であ

った。スコア9から一19までの43例中内膜症は12例で、その臨床進行期はAドS分類でminima1が9例，　mild
が2例，severeが2例であった。スコアー一一20以下であった12例では、内膜症が4例（minimal　3例、　ni　ld　1

例）で、8例が非内膜症であった。つまり、スコアが10以上の症例が内膜症である確率は94．9：であった。

一方、9以下の症例における内膜症の確率は29．IX（75Xはminimal　stage）という結果が得られ、本スコ

アが内膜症のスクリーニングに有用であるという前回の結果が支持された。（結果2）妊娠症例36例の検

討ではスコア10点以Lの15例の妊娠契機をみてみるとHSG，　pCT等の検査後に妊娠が成立したものが7例、

AIHを併用した排卵調整刺激によるものが6例、手術療法が2例であった。したがってスコア10点以上
の症例においても、内膜症に対する薬物あるいは手術療法といった手段を講じる以前に、十分な検査や排

卵調節といった方法を行うことが妊娠の成立に璽要である事が示唆された。

V－10 子宮内膜症42例の各種臨床進行期分類の比較検討

大阪大学医学部産婦人科学教室
○木村　正，亀田　隆，徳川吉弘，脇本昭憲，信永敏克、束　千尋，
　松崎　昇，佐治文隆，谷澤　修

〈緒言〉子宮内膜症に対する治療方針の決定，治療効果の判定または，予後の推測のためには，本疾患の

進行度あるいは蔓延度を臨床的に分類基準化しておく必要がある。しかし種々の臨床進行期分類はある
ものの，統一した基準とはなっていない。今回138例の腹腔鏡施行例のうち子宮内膜症を認めた42例につ

いて新AFS分類，Be㏄ham分類，Acosta分類，杉本分類を行い，新AFS分類と各種臨床進行期分類の比
較検討を行った。　〈対象〉当科通院中の患者で，昭和60年10月より昭和63年3月までに腹腔鏡を施行し

た138例の患者を対象とした。そのうち不妊患者は112例，その他の患者は26例で、平均年齢は不妊患
者で32才，その他の患者で34才であった。〈方法〉腹腔鏡はopen　typeを使用し，小型モニターカメラ
を用いてモニターテレビで観察を行い，ビデオテープまたは写真により記録した。〈結果＞138例の腹腔

鏡施行例のうち子宮内膜症は不妊患者で35例（31％），その他の患者で7例（29％）に認められた。これ

ら子宮内膜症患者計42例の臨床進行期分類を表に示す。この表よりAcosta分類は新AFS分類とよく

一致した。しかしBe㏄ham分類及び杉本分類は新AFS分類と比べて，軽いstageに分類される傾向を認
め，Beecham分類では1V期4例（10％），杉本分類では皿期3例（7％）であった。　〈考察＞Be㏄ham分

類が新AFS分類に比較して軽いstageに分類された理
由として，Beecham分類における内診所見は，　False

negativeが多く，中でも卵巣腫大を見逃すことが多いた

めと考えられた。また杉本分類では，主に子宮内膜症の

進行に対する卵巣腫大のとらえ方が，新AFS分類と異
なる点が，stageの相違を生み出したと考えられた。　　（）は％

R－AFS Beecham Acosta 杉　本

1 15（36） 19（45） 16（38） 15（36） 1

11

4（9） 7（17）

田 8（19） 12（28）
13（3D 21（57） lI

へ「 15（36） 4（10） 13（3D 3（7＞ m

計 42（100）
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V－11 外性子宮内膜症の発生と蔓延に関する検討

　　　　一1期例に関する考察一

長崎大学医学部産婦人科

　増崎英明，鮫島哲郎，藤下　晃，達木泰裕　中村恒一L石丸忠之

　山辺　徹

　外性子宮内膜症（内膜症）が蔓延していく経路、あるいはその時間的経過については、必ずしも十分

に検討されているわけではない。そこで、これらを検討するために、新たな内膜症grade分類を作成し

た。対象は不妊例で、腹腔鏡検査により内膜症と診断された124例とした。1期は卵巣に病変がなく、

ダグラス窩は開放しているもので、これをさらに、一部位のみに病変のあるIa期および二部位以上に
病変のみられる1－b期に分類した。皿期は卵巣に内膜症あるいは癒着を認め．ダグラス窩は一部閉塞し
た例で、これを肉眼的に卵巣に内膜症を認めず癒着のみがあるが、卵巣以外の部位に内膜症を認めるll・a

期、卵巣に内膜症を認めるll　b期に分類した。皿期はダグラス窩が完全に閉塞しているもので．付属器

が一部観察可能な例を皿a期．観察不可能なものを皿b期とした。今回は、このうち1期54例（Ia期：
25例、Ib期：29例）について検討した。その結果、まず　これらの発生部位については．　Ia期で

最も高頻度に内膜症のみられた部位は仙骨子宮靱帯の40％、ついで子宮後壁28％、ダグラス窩腹膜20
％、後間膜後葉12％などであった。また、Ib期では仙骨子宮靱帯と子宮後壁の頻度はともに69％と
同程度であり、ついでダグラス窩腹膜38％．後間膜後葉34％と、それぞれの頻度が増加していた。っ

いで．患者の年齢、不妊期間、初経年齢および初経から腹腔鏡検査までの年数を比較した。その結果．
Ia期とIb期の年齢（30．4歳および32．7歳）と初経からの年数（⊥7．ワ年および19．「7年）にはそれ

ぞれおよそ2年の差がみられた。原発不妊例に限ると、それぞれの差はおよそ3年であった。以上のこ

とから．ある部位に内膜症の初期病変を生じ、次の部位へ蔓延するまで、およそ2～3年を要すること、

また．骨盤漿膜の内膜症に限れば．初発部位は仙骨子宮靱帯が最も高頻度であり、ついで子宮後壁、ダ
グラス窩腹膜および後間膜後葉へと蔓延する経過が推測された。

V．12
CA－125測定の臨床的意義

向仁会永井病院　○菅野　孝子、岡村けい子，永井　　宏

　子宮内膜症において，悪性腫瘍マー一カーであるCA－125が高値を示し，その有用性が，注目されている。

そこで我々は，S61年12月より，腹腔鏡または、開腹手術を行い確定診断のついた56例を対象とし，CA－125

値との関連性について検討したので報告する。CA－125値はRIA法により，35μ／me以下を正常とした。
　CA－125値の平均値および，陽性率は，子宮腺筋症68．6μ／me，61．5％（n＝13），外性子宮内膜症66．4μ／瑠，

66．7％（n＝18），両者合併例442μ／姥66．7％（n＝3），子宮筋腫31μ／ine，18．2％（n二11）良性卵巣腫瘍

36．5μ／勉4，27．3％（n＝11）であった。

　子宮内膜症例中には，CA－125値が1260μ／榴と異常高値を示すものがあった。このような，典型的な

子宮内膜症例について，手術療法およびダナゾール療法過程におけるCA－125値の推移を調べ，治療効
果および再発の指標としての有用性を検討した。
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V－13 不妊症合併子宮内膜症患者における血清CA125値と不妊症の予後との

関係

東海大学産婦人科学教室

○宮本　壮，小林善宗，井上正人，淡路英雄，本田育子，藤井明和

　子宮内膜症の診断には，腹腔鏡検査が不可欠である。最近，ヒト卵巣癌腫ffマ・一カーである血清CA

125値と，子宮内膜症との関係が注目を集めており，我々は腹腔鏡検査における子宮内膜症進行期別

分類（Revised　AFS分類）と血清CA125値との間に相関関係があることを見い出した。不妊患者の
予後と合併する子宮内膜症とは密接な関係があり，治療指針のための進行期別分類は重要と思われる。
以上より不妊症合併子宮内膜症患者の予後推定のための補助診断として，血清CA125値測定の意義
につき検討したのでここに報告する。　【対象・方法】対象は，昭和60年1月より昭和61年7月ま
でに当院家族計画外来受診し初回腹腔鏡検査施行した不妊患者540例中，正常腹腔87例，子宮内膜
症265例の合わせて352例であり，今回このうち2年以上経過観察し得た233例について検討を
加えた。血清CA125値測定は推定排卵時期に行なう腹腔鏡検査施行時に採血した。子宮内膜症は生
検を行ない病理組織学的に診断をつけた。【結　果】正常腹腔及び子宮内膜症合わせて352例での，

昭和63年7月までの総妊娠率は，IE常腹腔4＆3％，内膜症stage　l　372％，stage皿338％，stage皿
37．1％，stage　W　412％であった。又2年以上経過観察した233例での妊娠群，非妊娠群の平均血清

CA125値の比較では，正常腹腔と内膜症stage　I～皿までに大きな差はみられないが，　stage四で
では妊娠群で有意に低い1直をとった。更に待機療法群，治療群に分けて比較すると，両者伴に正常腹腔

と内膜症stage　I～皿で妊娠群，非妊娠群に差はみられないが，　stage四では，妊娠群で47．4±＆7

U！nt（Mean±S．　E．），非妊娠群で67．3±23．9U／ndと差がみられた。【結　諭】血清CA125値
測定により，不妊症合併子宮内膜症のstage［Vのみある程度予後推定に有用であることが示唆された。

V－14 子宮内膜症患者の腹水中CA125

東邦大学第1産婦人科学教室
O森田峰人、浅川真也子、矢野義明、小林信一、油田啓一、渡辺　肇、小島栄吉、

大村　剛、久保春海、平川　舜、百瀬和夫（1産婦）、　野中博子（病院病理）

　最近、子宮内膜症患者の腹水中因子が注目されているが、今回われわれは、腹腔鏡施行時に腹水を採

取し、子宮内膜症患者と非内膜症患者の腹水量、血清・腹水中CAI25値を比較検討したので報告する。
対象および方法：対象は腹腔鏡を施行した内膜症患者24例（r－AFS分類stage　I：16例、　ll：2　W’ij、　ln：3例、

N：3例）と非内膜症患者（対照）10例である。腹腔鏡施行時期は卵胞期後JVIとした。腹水採取は腹腔鏡

直視下に行ない、貯留腹水全量を採取し、セントコア社製RIAキットを用いてCA125を測定した。
成績：①血清CA125値：非内膜症群で12．3±2．7Ulml、軽症内膜症群（r－AFS分類Stage　I・H）で9．4士
6．2、重症内膜症群（r－AFS分類Stage　l皿・IV）で38，5土9．1と、1f［症内膜症群は非内膜症群や軽症内膜症

群に比べ有意（Pく0．05）に高仙を示した。②腹水1・k：非内膜症群で8．1±2．6ml、iP．IF，症内膜症群で11．0

±7．3、重症内膜症群で12．1士4．6と内膜症群では軽症・重症ともに、非内膜症群に比べ有意（P〈0．05）
に増加していた。③腹水中CA　125仙：非内膜症群で80．4士26．9U！m1、ll巨苓症内膜症群で88．3士48．1、重症内膜

症群で273．6士108．3と、重症内膜症群は非内膜症群や軽症内膜症群に比べ有意（P〈O．05）に高値を示した。

結論：Bastらの設定した血清CA125のcut　off値（35U／ml）を用いると陽性率は、非内膜症群ではO％、

軽症内膜症群では18例中2例（11％）、重症内膜症群では6例中4例（66％）であった。腹水量は非内膜

症群に比べ、軽症および重症内膜症群ともに有意に増加していたが、腹水中CA125値は軽症内膜症群で

は有意差を認めず、重症内膜症群でのみ有意に高値を示した。子宮内膜症では病変の進行にともなう異

所性子宮内膜の量的増加が血清中および腹水中CA125濃度を上昇させる可能性が示唆され、重症度と相

関することが認められた。
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V－15 実験的子宮内膜症モデルにおける内分泌療法剤の治療機序とその効果の検討

大阪大学医学部産婦人科教室
○坂田正博，寺川直樹，水谷隆洋，大塚志郎，藤田善子，陳　祝芳，

　甲村弘子，倉智博久，谷澤　修

1目的】子宮内膜症に対するGnRH　agonistの導入は難治性疾患である本症の治癒率を向上させる
可能性が考えられるが，同時により有効な内分泌療法の確立が望まれる。そのためには治療機序を踏ま

えた上での薬剤の選択が不可欠となるが，現行のr）anazol療法においてさえ詳細な作用機序は不明
である。従って今回，実験的ラット子宮内膜症モデルを作製し，DanazolとGnRH　agonistの治療

機序と効果を明確にしようとした。
【方法】9週齢のSD系ラットを用い，5　mmの子宮内膜片を左腎被膜下に自家移植した。移植2週後

に開腹し，子宮内膜組織の生着を確認の上そのサイズを測定し，去勢または　Leuprolide除放剤（L）1

mg／kgの皮下単回投与，　Danazol（D）100　mg／kgの21日同経口投与，あるいはLとDの併用投与

（L－D）を行った。投与開始3週後に移植内膜片の測定を行うとともに血中LHとE2を測定した。
【成績1去勢群では，82％（9／11），L群では65％（13／20），D群では45％（9／20），L－D群で
は86％（12／14）に，移植内膜片の著明な萎縮を認めた。血中LHは，　L－D群のみに低値であった。
血中E2レベルは，対照（72±7　pg／ml）に比し，　L群（38士5　pg／mDとL－D群（38±4　pg／mDでは

有意に低値であったが，D群（81士19　pg／ml）では変化なかった。
【考察】L群ではtfi1中E、レベルを低下させたことが，　D群では薬剤の直接作用の結果，移植内膜の

萎縮をきたしたことが強く示唆された。L－D群ではこれら二つの作用機序が働いた結果，高い有効
率を示したものと考えられた。　以上の成績により，内膜症難治症例に対して治療機序の異なるGnRH

agonistとDanazolの併用療法の可能惟も示唆された。

V－16 Adenomyosisに澄けるDanazol投与効果の超微形態学的研究

国立大蔵病院産婦人科　O倉島詮代，田中忠夫，伊藤治英

　内性子宮内膜症に対するDanazolの効果は一般に外性子宮内膜症に対する効果よb少ないとされて来
たが，その基礎的研究となると殆どみるべきものがない。今回Danazolを投与した後に別出した内性子

宮内膜症11例について電顕的にその効果を検討した。　これらの症例は別出手術時に直ちに肉眼的に子
宮内膜病巣を検索し，蜂巣形成の認められる部より材料を採取し，電顕用にオスミウム酸にて固定し，

形の如く標本の作製を行った。　光顕的観察では内性子宮内膜症に於いては，病巣部の腺一ヒ皮並びに間

質細胞の変性や壊死像が散見されたが，出現する組織変化がさほど著明ではなくまた多彩であるために
Danazolの効果を光顕的にclear　eutに判定することはできなかった。　亀顕的観察では内性子宮内膜

症は平滑な核膜，微細均等な核質，豊富なr－ER，ミトコンドリア・細繊維構造などの所見が特徴的

である。Danazol投与により生ずる変化は，まず核では核の変形，特に核膜の切れこみがみられる。ク

ロマチンの凝集が認められ核が濃染する様になる。ときに核小体に黄体期にみられるnucleolar　channel

systemに類似の所見がみられることがある。細胞質には分泌顎粒が増加し，しばしばcotton－woo1　V（
似た微細繊維を内容にもつ空胞が存在する様になる。これらの間に圧縮されたミトコンドリアが存在す

る様になり，また細胞遊離面にはabortive　ciliaがみられる様になる。　これらの所見はDanazolが直

接target　cellである子宮内膜症細胞に働きかけて生じた変化と考えられた。
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V－17 子宮内膜症におけるダナゾール療法巾のandrogen動態及びandrogen作用

としての皮脂分泌，座瘡の発生について

名古屋大学医学部分院産婦人科，皮膚科f名古屋大学医学部産婦人科＊＊

O近藤育代，巾村潔史，林　隆行，木村敏男，大沢政巳，成田　収，荻野泰子f
　松永佳世子1早川律子1石原　豊埜小栗久典瞥水谷哲也瞥松沢克治賢友田豊＊＊

　子宮内膜症の患者にダナゾール400mg／日を3ケ月から6ケ月間にわたって投与し，そのアンドロゲン
動態及びアンドロゲン作用を知る目的で4週間毎に血中testosterone（T），androstendione（△4A），　de－

hydroepiandrosterone－sUlfate（DHEA－S），dehydrotestosterone（DHT），　Sex　hormone　binding　910bulin

（SHBG），を測定し，また2週間毎に額，頬部の皮脂旦を測定し【f巾胞・丘疹・膿萢数を調べた。そして，
コントロール群としては18名の健康女性を選び，同じく皮脂ILt，而飽・丘疹・膿萢数を調べた。
　ダナゾール投与後，△4A，　DHT，　E　2，SHBGは著明に低下し，それぞれ投与前と投与4週間後では△4A
1．22土0．12→0．84±O．17，DHT　O．11±0．01→0．04±0．01，　E293．4二t　20．0→40．4±5．6，　SHBG　62．8±8．8→12．0±4．2

であり，その後も同様の値を示した。これに対して，T，　DHEA－Sは，上昇傾向がみられ，ダナゾール投

与前と投与4週聞後では，Tは0．66±O．05→O．88±0．07とわずかながら上昇を示し，DHEA．Sも1125±102→

1531±174と上昇したが有意ではなかった。以後も同様の傾向を示した。
　皮脂量は，ダナゾール投与2週間後より増加傾向をみとめ，投与後6，8，10週で額部では有意に上昇し，
コントロール群と比較しても有意に多かった。ダナゾール投1’j．　tl1，面庖の発生は17例中1例（5．9％）．丘

疹の発生は17例中2例（11・8％）であり・コントロール群では面飽15例rli2例（13％），丘疹は11例中2例（18

％）であり差はみられなかった。

　したがってダナゾール400mgノ日投与では皮脂1直の増加はみられたが，痙瘡の発生はみとめられなかっ
た。

V－18 HLAと流産
　　一般集団247家系の分析から

東北大学医学部産婦人科
○高浜一宏，浜崎洋一，星合　昊，矢嶋　聴

　私達は昨年の学会で極早期流産，いわゆるoccult　pregnancyを反復する夫婦にHLA抗原の高い一致が
観察できることを報告した。習慣流産に於いてもHLA抗原の一致と関辿があるとされているが，結論は
依然としてでていない。HLAがこのような現象と関辿があるとすれば一般集団にもその影響が観察でき

るかもしれないという観点から家族のHLA型の分析を試みた。

　第8回日本HLAワークショップにより集積されたPre　data　analysisからハブPタイプの決定が可能
であった247組の夫婦とその子供682名について分析を行なった。母と一致する抗原を有する父のハブ
oタイプ頻度はA座40．3％（119），B座12．8％（63），　C座23．0％（114），　DR座26．7％（132）でありこれをも

とに計算した複数の一致を示すハプロタイプ頻度およびそれぞれの組合わせの頻度の理論値と観察頻度
はよく一致しており有意差は認められなかった。父の有する一組のハプロタイプの一方を子供が引き継
ぎ，どちらを引き継ぐかは理論的には1：1のはずである。父の一方が母と共通抗原をもたず（A）一方

がひとつ以上の共通抗原をもつ（B）組合わせの家系において第2子以後では共通抗原が1座，2座，3
座の場合その子供が引き継いでいるハプロタイプはそれぞれA：Bが58：58，19：19，12：10とほぼ理
論値に一致するのに対し第1子では35：27，16：5，9：2と共通抗原が多いほど少ない傾向がみられ
た。その総計に関しては第1子と第2子の間にA：Bがそれぞれ60：34，42：49と5％以ドの危険率で
有意差（躍＝5．840）を得た。さらにこの傾向は他の分析法によっても支持されており，詳細を報告する。

　この結果より第1子誕生にさいしなんらかのHLAに関辿した選択機序の存在が示唆され，流産にも関
与していることを強く結論付けるものと思われる。
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V－19
リンパ球混合培養を用いた習慣性流産の免疫治療効果判定の試み

東海大学医学部産婦人科　o松山毅彦　小林善宗　井上正人　藤井明和

［目的］習慣性流産の原因の1つとして免疫性要因の関与が考えられており、その観点から免疫治療を
試みる報告が数多く見られている。しかし、その治療効果判定は結局のところ妊娠継続の有無によって
いることが多く、追加免疫を行なうかどうかの判定は困難といえる。今回、リンパ球混合培養（肌R；

MLR－B1。cking　testを含む）を用い妊娠成立前後の値の推移をパターン分類し、そのパターンに免疫治

療例をあてはめることにより免疫療法の効果判定を試みた。

［方法］対象は当院産婦人科外来において非妊娠時及び妊娠成立後にMLR及びMLR－Blocking　testを行な

うことのできた27例であり、疾患群として習慣性流産の免疫治療例9例を用いた。これらを4種類のパタ

ー ンに分類しそれぞれをさらに妊娠継続の有無により分類した。

［結果］妊娠成立後にMLR及びMLR－Blocking　testが共に低下するパターン（パターン＜1＞）に含まれ

る例が18例あり、妊娠継続例は15例と83％を占めた。その他の3パターン（＜2＞MLR上昇、　MLR－Bl低
下；＜3＞MLR低下、　MLR－Bl上昇；＜4＞HLR、　MLR－B1共に上昇）をとる例の妊娠継続率は50～67％と低

値であった。また、習慣性流産の免疫治療例9例のうち6例はパターン〈1＞に含まれそのうち5例が妊
娠継続しており、妊娠継続率は83．3％と高率であった。

［結論］妊娠成立前後のMLR及びMLR－Blocking　testの推移のパターンがパターン＜1＞に含まれる例の

妊娠継続率は他のパターンをとる例より高いことがわかった。習慣性流産の免疫治療例で妊娠が継続す
る例はパターン＜1＞に含まれることが多く、免疫治療を行なったにもかからわず他のパターンをとる

例での妊娠継続率は低いため、それらに分類される例は追加免疫も考慮されてよいと思われた。以上よ
り、このパターン分類は免疫療法の適応の決定及び治療効果判定に有用であることが示唆された。

V－20 当科における習慣流産患者の免疫療法の成績

大阪大学医学部産科婦人科学教室
○鮫島義弘，加藤宗寛，亀田　隆，大橋一友，
　松崎　昇，東　千尋，佐治文隆，谷澤　修

　原因不明習慣流産患者に対する免疫療法は，その高い流産予防成功率から大いに注目されており，当
科でも積極的に取り組んでいる。当科を受診した40例の習慣流産患者の検査および治療成績を集計した
ので報告する。　【対象】lllS和63年6月までに当科を受診した習慣流産患者40例を今回の検討の対象とし

た。　【方法】習慣流産患者に対し，その原因検索のために，子宮卵管造影検査（HSG）、不規則性抗

体検査、Lupus　Anticoagulant，夫婦の染色体検査等，種々の検査を施行した。以上の検査によっても流

産の原因を特定できなかった例に対して，夫婦のヒトリソパ球抗原（HLA）のタイピングを行った。

免疫療法の適応は，次の3条件を全て満たす患者とした。①妊娠12週未満の初期の流産を連続して3回

以上繰り返している。②種々の検査によって異常を認めない。③夫婦間で2つ以上のHLAクラス”
抗原を共有している。なお，免疫療法は，Ficoll－Paqueを用いた比重遠沈法によって分離した夫末梢血

単核球約1×108鯛を，X線2000ラドを照射して不活化した上て，妻前腕内側に皮内注射して行った。
【結果】検査の結果，HSG上子宮形態に異常を認めた患者3例，不規則性抗体を認めた患者2例，
Lupus　Anticoagulant陽セヒの患者が1例であった。検査で異常を認めなかった34例に対してHLAの
タイピングを行った。その結果，HLAクラスll抗原を夫婦間で2つ以上共有する患者が23例あった。
これらのうち21例に免疫療法を施行した。免疫療法を施行した21例のうち10例が妊娠したが，このうち

8例が妊娠の維持に成功し，2例が流産した。妊娠の維持に成功した8例のうち6例が分娩を終えてお
り，1例の骨盤位分娩を除いて，いずれも正常分娩であった。新生児がいずれも外表奇形はなく，生下
時体重，Apgar　scoreにも異常を認めなかった。最後に，夫末梢血単核球による皮内反応の，免疫療法

前後の変化についても検討を加えたい。
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V－21 双胎妊娠にて1側胎児が流産誉よび子宮内死亡し、他側児の生存した2症例

金沢医科大学産科婦人科学教室

○高木弘明，上田由生子，金子利朗，安沢紀夫，村田　均，桑原惣隆

　多胎妊娠の超音波断層法にて特に妊娠初期に、一部の胎児が消失するVanishing　twins　phen（）me－

nonが報告されている。今回我々は、双胎妊娠にて妊娠経過中、1側胎児が子宮内死亡し、他側児が健
在ながら分娩にいたった症例と、1側胎児が妊娠15週に破水し不完全流産にて部分的処置を行い、他側

児が臨床的にDICの徴候がなく、well　beingの状態でShir・dkar　ope．を施行し妊娠経過観察をし
ている症例を経験したので報告する。（症例1）23才の未経妊婦。妊娠5ケ月頃に1児が胎内死亡し、

DICの徴候はまったくなく出現せず、3794　g女児apgar　score　gp．を娩出した。死羨児は80gで
浸軟し、双胎問輸血症候群によるものと考えられる。（症例2）31才の経妊婦。初妊時、切迫流産にて
治療を行っている。今回、無月経。不正出血を主訴に来院。双胎妊娠，切迫流産の珍断のもとに、入院治

療を行った。改善後、退院し妊娠15週、破水を訴え来院。2卵性双生児の1児が膣内に娩出されたため、

残存する卵膜，胎盤を摘出し、抗生剤知よび止血剤を投与し経過ゐ観察した。赤沈26／61mm，CRP＋l
WBC　7200，Hb　10．2g／dl，PLT　25．2万，ブイブリノーゲン　319mg／dl、FDP（D）530ngr｛m1
（E）　61ng／hn1とDIC徴候を認めず、子宮口3cm開大のためシロツカー手術を行った。術後も感染
徴候はなく、現在経過観察中である。双胎妊娠にお・ける1児が死亡あるいは流産例にお・いて、多くが中絶

の方向へ進む中、厳重なる管理のもとに生存し得る可能性があると考えられる。

V－22 経腱超音波診断法による自然流産経過の観察

虎の門病院産婦人科
O児島孝久，丸　宏昭，島　由実子，宇野かおる，沼口正英，田村　学，

曽　栄輝，木村宗昭，堀口雅子，佐藤孝道

〈目的〉経膣超音波診断法は、骨盤内近接臓器、特に子宮、卵巣の描写性に優れている。今回我々は、

本法を用い妊娠初期自然流産例の経過を観察し興味ある知見を得たので報告する。〈方法〉妊娠と診断

され妊娠4～8週に経腔超音波法で観察した104例を対孜とした。また基礎体温あるいは、月経周期に

より妊娠週数が正確に推定できた症例に限った。妊娠4週より経時的に経膣超音波検査を施行し、自然

流産に終った症例では可及的に流産胎児の染色体分析を行なった。なお、超音波断層装置は．横河メデ

ィカル“RT3600”を用いた。〈結果〉全妊娠104例に、計148回の経腕超音波診断法を行なった。正常

に妊娠の継続した症例では、胎嚢（GS）は妊娠5週までに、また児心拍は妊娠7週までに100X確認され
た。自然流産例は104例中13人（12．5X）にみられ、経腱超音波所見にの経過より、3群に分類できた。
すなわち、GS（＋），児心拍（＋），胎児像（＋）の後に流産に至った3例、　GS（＋），児心拍（一），胎児像（壱）のまま

流産に至った3例、そしてGS（＋），児心拍（一），胎児像（一）のまま流産した7例である。この最後の群の7

例中、2例に胎児の染色体検査を行ない、いずれも染色体異常がみられた。また、妊娠6週までに、胎
児心拍が確認された40例のうち、その後自然流産に至ったものは3例（7．5X）であった。〈考察〉従来、

経腹超音波検査で、児心拍確認後の流産率は1～2％とされていたが、今回経腔超音波検査法で心拍を
確認した後の翫産率は、7．5Xと高率であった。このように高い流産率は胎児側の要因とともに母体側の

要因も流産に相当に関与していることを示唆していると言える。また、最初から心拍、胎児像が出現し

なかった2症例の染色体分析で異常が認められこのような症例では染色体異常の頻度が高いことが考え
られた。
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V．23
習慣流早産の原因としての子宮中隔の病理組織学的検討

慶懸義塾大学医学部産婦人科学教室

○中田浩一，牧野恒久，岡　親弘，楠伊吹，杉　俊隆，飯塚理八

　第32回日本不妊学会総会において、われわれは子宮形態異常を原因とする習慣流早産患者73名に
ついて、独自に考案した示標により子宮中隔の程度を分類し、その程度と予後との相関を分析し、ま
た子宮形成術を行なった患者34名の術後予後についても考察を加えた。さらに、われわれは子宮形成術

を行なった際に摘除した中隔の病理組織学的特徴について検討を加えた。
　組織検体は上記34名のうちから5名のものを選び、病理組織学的に血管の分布状態、子宮筋の構造等

について分析した。また形態異常のない正常子宮の底部筋を対照とした。
　これらの検体は、すぺてJones＆Jones手術により摘除されたもので、中隔の子宮内腔への突出程度
は中等度以上であった。これらの中隔の病理組織学的検索では、中隔の血管分布は正常子宮の底部筋に

比して粗であり、中隔の先端部ほどこの傾向は強くなった。
　中隔子宮が習慣流産を引き起こす原因としては、子宮内容への機械的圧迫、中隔部分へ着床した場合
の胎盤への血液供給の不足等の考察がなされているが、われわれの得た結果からは、後者が流産の原因

となっている可能性が示唆される。一方、中隔以外の部分へ着床すれぽ、流産の原因とはならない場合

もあると思われた。しかし、中隔が大きくなるほど中隔へ着床する確率も高くなり、したがって、ある
程度以上の中隔が存在すれぽ、手術的に中隔摘除を行なった方が予後は、より良好であると考える。

V．24 黄体機能不全を伴う習慣流産症例における着康期黄体機能と子宮
内膜との関連性に関する検討

九州大学医学部婦人科学産科学教室、九州厚生年金病院産婦人科’
　0森下哲哉、濱田政雄、松隈敬太’、吉満陽孝、松口博之、

　　石　明寛、佐野正敏、中村元一、中野仁雄

｛目的1我々は原因不明習慣流産（習流）において夫婦間のHLA抗原共有が黄体機能不全による流産の相
加・相乗因子として作用する可能性にっいて報告している。一方、夫婦間でのHLA抗原共有が多い症例
でも黄体機能のみの改善で妊娠が維持される場合のあることから、黄体機能の異常はかかる流産の主因
とも考えられる。そこで、黄体機能不全を示す習流患者の治療管理に活かす目的で蒼床期子宮内膜の機
能評価における超音波診断の有用性につき検討した。　［方法】当科不妊外来における2回以上の連続
した流産歴患者のうち黄体機能不全以外には積極的な流産因子を認めない患者（40名）を対象とし、男性

不妊因子以外に異常を認めない不妊症患者（10名）をコントロールとした。排卵後7日目に血中プロゲス
テロン（P）値、子宮内膜の日付診およびプロゲステロン受容体（PR）濃度の測定とともに、超音波診断装

置にて子宮内膜のエコーパターンを観察した。　【成績】習流患者においてPR濃度または血中P値が極
めて低値を示した症例では子宮内膜の厚さは5－6m皿で、コントロールが8m皿以上を示すのに対して有意

に薄く観察されたが、子宮内膜日付診と厚さには関連を認めなかった。一方、習流患者においてPR濃
度または血中P値が軽度の低値を示す症例では子宮内膜の厚さおよび子宮内膜日付診はコントロールと
差を認めないが、echogenicityに関してはコントロールではhyperechoic＆ho皿ogeneousであるのに対
してhypoechoic　and／or　heterogeneousに観察され質的相違が示唆された。黄体機能不全の治療により

超音波像で内膜が厚く、echogenic＆homageneousとなった症例では、　P　R濃度およびP値も正常値と
なった。　【結論1PR濃度およびP値が黄体機能不全を示す習流症例では着床期子宮内膜の超音波像は
コントロールと比べ子宮内膜の厚さおよびechogenicityにおいて質的相違を認め、超音波診断は子宮内
膜の機能的差異の診断に有用であり、黄体機能不全治療の評価・管理に応用できると考えられた。
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V－25
ラット中期妊娠維持機構に及ぼす因子の研究

慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室

○原　崇文，牧野恒久，元山鎮雄，中田浩一・，豊島　究，飯塚理八

　ラットの妊娠中期がいかなる機構によって維持されるかを解明する目的で、しHの受動免疫、抗progesterone

剤（RU486）投与の二つの方法を用いて以下の検討を行った。　SI）系雌ラットを川い、　mating翌日に腔スメア

で精子を確認し妊娠第一日（D1）とした。　ovine－LHを抗原として家兎を免疫して得た抗LH血清を妊娠ラット

にD8より3日聞皮下投与し、　LHの中和実験を行った。　RU486はsesame　oi1に懸濁し、　D8より3日間皮下投

与した。対照群はsesame　oilりみを皮下投与した。　D8（投与前）、　Dllにラット尾静脈より採血し、　D15に断

頭屠殺、胎仔数、子宮、卵巣、．副腎、下垂体の重硅を測定した。ffir中progesterone育ド〔はRIAにより測定し

た。以上の実験の結果、抗LH血清の投与により妊娠ラットの血中progesteroneはDllでは測定不能の低値と

なり、D15において全ての胎仔の消失を認めた。　RU486投与群では投テ開始後48時間以内に全例で膣出血
を認め、D15において対照群では子宮内に平均12の胎仔を認めたのに対し、投与群では胎仔は完全に消失
していた。子宮重量は対照群6723±983mg（mean±S．E）に対し、　R　U　486投与群は376±20mgと著明に低

下していた。その他の臓器では対照群との間に湿重量の有意な差はみられなかった。血中progesterone値は
D11において対照群85．2±8．2　ng／ml（mean±S．E）に対しRU486投ケ群39．4±6．9ng／m1、　D　l　5において対

照群80。4±3．1ng／m1、投与群50．8±　5．0　ng／mlとRU486投与作でet　ifii中progesteroneの有意な低下を認め

た。以上抗LH血清による受動免疫、抗progesterone剤RU486投与の二つの方法で血中のprogesteroneの

分泌あるいは作用を消失させる事により妊娠が完全に中断された事からラットの中期妊娠維持には
progesteroneの作用が不可欠である事が明らかとなった。また、抗LH血清投与によるLHの中和でpro－
gesteroneの分泌が抑制されると共に妊娠が中断される窮より、ラットの中期妊娠維持にtt　progestero　neが

直接の役割を果しているが、LHがluteot　ro　pic　factorとして重要な役割をになっていると考えられる。

V－26
Placental　Protein　17の生殖各相における動態、局在および免疫系への影響

慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室，千葉大学医学部産婦人科学教室＊

0旧渕土志夫，牧野恒久，岡　親弘，原　崇文，豊島　究，飯塚理八
　稲葉憲之t　高見沢裕吉＊

【目的】Placental　Protein　17（PP17）はヒト胎盤より抽出された、分子量約30，000～35，000のタソパクで

あるが、その生理的意義はいまだ解明されていない。今回我々は、PP　17のヒト生殖期中の血中動態および

組織局在、さらに免疫系への関与の有無を明らかにすることを目的とした。【方法】①正常性周期を有す
る婦人117例、および正常妊娠127例より得られた血清サンプルをRIA法にて測定した。　PPI7のlodination

はクロラミソT法により、抗体の最終希釈濃度は10，000倍で、測定限界1ng／mはり1μg／m1までの容量反応

曲線を得た。②ホルマリソ固定、パラフィソ包埋後の組織切片（胎盤、内膜）を脱パラフィン後Peroxidase

anti－peroxidase法により染色し、　PPI7の組織内局在に検討を加えた。③Ficoll－Paque濃度勾配法によ
り分離されたヒトリソパ球を、Phytohemagglutininにて幼若化し3H－thymidineおよびPP　5，　10，　11，　12，14，16，

17をそれぞれ2．5　pgから25　pg加え、リソパ球への3H－thymidineの取りこみをliquid　scyntilation　counter

にて測定し、contro1と比較検討した。【結果】①正常性周期各相における血中PP17濃度はpre－ovulatory
phaseでやや高い傾向を示したが全体に有意差はなく約20　ng／mlから60　ng／m】であった。正常妊娠周期に

おける血中PP17濃度は、妊娠10週までは非妊時と差はなく、　ll週より漸増傾向を示し35週で約420
ng／mlのピークに達し以後はプラトーとなった。②胎盤切片中のPPI7はsyncytiotrophoblastに比較的強い

stainingを認めた。内膜切片では、分泌期内膜の腺組織中に弱いstainingを認めた。③PP5，10，11，12，14，

16はいずれも25　pgで3H－thymidineのリソパ球への取り込みを著明に阻害したが、　PPI7は25pgでコント

ロールと比し有意な取り込み阻害を示さなかった。【考察】血中PP17は妊娠週数とともに増加し、
gestational　markerとしての有用性が示唆された。　PP17はchorionic　villiに局在を示したが、分泌期

内膜における存在の可能性も示唆された。PP17は他のPPと違い、免疫抑制効果を示さなかった。
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V．27 妊娠進行に伴うラット子宮内のビタミンEの分布

　日本医科大学産婦人科学教室
X財団法人動物繁殖研究所÷e”）e私立学校教職員共済組合下谷病院　　　　　　＋　　　xx
O五十嵐俊夫，可世木久幸，外山和秀，家永聡，大村浩，荒木勤，竹島勉，山田隆

　我々は、ビタミンE（V．E）に関する幾つかの研究報告を行ってきたQ非妊時Rat卵巣は選択的uc　v．E

を取b込み、妊娠によbその取り込みの舞台は子宮へと変わる。そして妊娠初期の子宮では特に胎児側
のV．E濃度が高値であることがわかった。今回我々は、妊娠中期子宮のV．E濃度を子宮、胎盤及び胎児

にわけて測定し着床期子宮と比較検討したのでここに報告する。

方法）生後13週の処女Wistar一工mamichi　rtatを交配させ膣栓を見い出した日を妊娠O日として、
妊娠14日のRatを使用した。麻酔下で完全に脱血屠殺せしめ、子宮を摘出した。次に胎児、胎盤を子

宮から分離した。それぞれホモグナイズ後ケン化しヘキサンにて抽出した。抽出物をHPLCにて分
離後螢光強度計にて測定した。
結果）妊娠ユ4日目の子宮のV．E濃度は、胎盤子宮実質、胎児の順にそれぞれ30・ユSμ7／y，25・30

μ9／9，6．46μ1／1であった。
考察）今までの研究で着床期の胎児V．E濃度、胎盤を含む子宮V．E濃度はそれぞれ26．90±14．03
μ9／y，ユ1，8±1．ユ8μ　Y／9と有意に胎児側に高値であった（P＞0．01）。　これは胎児への選択的V．E取

り込み機構を示唆するものであった。そして今回妊娠中期では、胎盤が30・・15μ1〆9と高く、子宮実質

も25．50仰砂と高値であった。これらの値は、妊娠の進行に伴いV・Eの選択的取b込みは更に盛んに

なり特に胎児付着部である胎盤で盛んであることを示している。また妊娠中期胎児のV．E濃度は、着床
期に比べ有意に低下している。これは子宮に比較し胎児の成長が非常にはやく（子宮重量はlo倍、胎

児重量は50倍）V．Eの取り込みが追いつかないためと考えられる。

V－28
妊娠初期血中ホルモン動態による妊娠の予後判定

東京女子医科大学産婦人科　，來京女子医科大学母子総合医療センター’

○篠崎百合子　，渡辺正子　，岩下光利唯，安達知子

　大平　篤　，武田佳彦　，坂元正一’

［目的］妊娠初期における正常妊娠，稽留流産，未破裂子宮外妊娠の血中ホルモン動態を血中hCG値の増

加率によb分析し，その異常妊娠の補助診断としての有用性を検討した。
［対象と方法］対象は妊娠初期に性器出血，腹痛などの症状または超音波断層法にて子宮内GS像欠如等で

異常妊娠を疑われた10例（稽留流産6例，子宮外妊娠4例）とコントロールに基礎体温上の排卵日より正
確な妊娠週数を算出できた妊娠7週未満の正常妊娠例10例であった。血中hCG値の測定はEエA法により初

回測定値と48時間後の2点における血中hGG値変化を基礎値を100％とした百分率で示した。
［成績］血中hGG値の基礎値（M±SE）は正常妊娠群において5～6週未満で8342．8±4482．5mエU／ml（n＝10）

6～ア週未満で44925士261ア4mエU／ml（n＝10）であった。稽留流産群では5～6週未満5800±5768．4mlU／皿1
（n＝4），6～7週未満29850土5150mlU／m1（n＝2），子宮外妊娠群では5～6週未満で950士801．6皿IU／㎞1であっ

た。また基礎値を100％とした2点採血での増加は正常妊娠群では199．仕21．38％，稽留流産群では95．07

±21．07％，子宮外妊娠群では110、4土15。42％であり，妊娠初期に齢いて正常妊娠では48時間で血中hCG値

は倍増し，稽留流産ではやや下降を示し，子宮外妊娠では低値で不変の傾向を示した。
［考察］48時間間隔で採血した血中hCG値の測定は妊娠の予後判定，更に稽留流産・子宮外妊娠の補助診断

として有用であることが示唆された。
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V－29 男子不妊症における染色体異常：9番染色体逆位をともなった男子不妊症の臨床的検討

京都大学医学部泌尿器科学教室：○松m公志，吉田　修

　　　　同　産婦人科学教室：　林　　研，森　崇英

　9番染色体長腕のheterochromatic　regionの腕1昌】逆位（inv（9））は最も頻度の高いpolymorphismの一

種であり，Caucasianでは一般新生児の約1％とされる。一般にはnormal　variantで臨床所見をまった
く伴わないとされるが，染色体のinstabilityとの関連で注目され，また不妊症や流産との関辿も未だ明
らかではない。われわれは，男子不妊外来で9例のinv（9）を認めたのでその臨床像について検討する。

　昭和60年1月より63年4月までに京大病院泌尿器科男子不妊外来を初診した560名に，末梢血リンパ
球培養による染色体検査をG、band法にて施行し，9例（1．6％）にinv（9）を認めた。9例中4例は無精子

症，5例は乏精子症であった。精巣生検により，無精子症4例のうち3例はgerm　cell　aplasia，1例は
両側停留精巣術後のhypospermatogenesisであった。　germ　cell　aplasiaの1例では父に同一のinv（9）を

認めた。乏精子症5例のうち，1例は片側精嚢嚢胞と反対側精管閉塞の合併で，精巣生検で造精機能は
正常であった。残り4例のうち2例は高度乏精子症，2例は中等度乏精子症であった。
　以上のように，われわれの経験したinv（9）をともなった男子不妊症9例においては，その造精機能の
状態に一定の傾向を認められなかった。特に，染色体の構造異常が造精機能を傷害する際に特徴的とさ
れるspermatogenic　arrestは認められず，　inv（9）と造精機能ll章害との因果関係は少ないものと考えられ
る。

V－30 男子不妊症における染色体異常の検討

札幌医科大学泌尿器科

　O立木　　仁，　宮尾　則臣，　丸川　　浩，　熊本　悦明

　1980年1月から1988年6月までの悶に当科を受診した男f不妊症症例761例に対し染色体分析を施
行した。結果を以Fに示す。

精　子　数 症例数 性染色体異常 常染色体異常 11：常変異 言卜

Azoospermia 137 22（16．1％） 2（1．5％） 3（2，2％） 27（19．7％）

20×106／㎡〉 179 3（1．7％） 4　（2．2％） 5（2．8％） 12（6．7％）

40×106～20×106／㎡ 112 1（0．9％） 0 4（3．5％） 5（4．5％）

40×106／認≦ 333 0 0 8（2．4％） 8（2．4％）

計 761 26（3．4％） 6（0．8％） 20（2．7％） 52（6．8％）

　睾丸組織について検討すると，性染色体異常症例ではhyalinlzati（）nおよびSertoli（mly　tvbutesが
多く認められた。常染色体異常症例ではSertoli　only　tubulesに近いものからspermatidを認めるもの
まで，さまざまな程度の精子発生障害が認められた。

　以上の結果よりt性染色体異常のみならず，常染色体異常も，精チ発生障害の原因となり得るものと考
えられた。
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V－31 不妊を主訴として来院したXX　maleの一例

富山医科薬科大学泌尿器科

　　里見定信，笹川五十次，風間泰蔵，片山　喬

　XX　maleは染色体構成が，46，　XXで両側精巣を持ち，表現型が男子であり，外陰部は完全な男性型で

あるものをいう。この多くは，不妊を主訴として受診した患者のなかから発見されることが多い。また
その成因としては，さまざまの説があるが確定的なものはない。

　最近われわれは，不妊を主訴とした46，XX　maleの一例を経験したので，自験例を含めた本邦過去36
例にっいての文献的考察を加え報告する。患者は30才の既婚者で，男性不妊を主訴に来院した。外陰部
は正常男性所見で，精巣は両側陰嚢内に触知するが，両側とも3mlと小さかった。血清LHは，45mIU
lmt，　FSHは36　rnlUI　mlと高値を示し，テストステロンは1．6　ngl　mlと低値を示した。LH－RH試験では，

血清LH値は，負荷前60　mlUlml，負荷後30分199　mlUtmlで，血清FSH値は，負荷前47　mlUt　rn且，負荷後

30分74mlUlmlと反応軽度不良で性腺不全型であった。性染色体分析は，46，　XXであった。精液検査で
は，無精子症を示した。

　さらにHCG試験，精巣生検，精管精嚢造影，　H－Y抗原検索を施行し，検討を加えた。

V－32
無精子症患者における染色体脆弱部位の検索及び染色体異常

O角谷秀典，始関吉生，高原正信，石井弘之，布施秀樹，島崎淳
　（千葉大。泌）

　関　直彦，永野俊雄（千葉大・二解）

【目的】無精子症と遺伝性染色体脆弱部位・染色体異常との関連にっいて検討した。

【対象kよび方法】　対象は昭和62年7月よb昭和63年6月まで，千葉大学付属病院および旭中央病院泌
尿器科を受診した無精子症患者33例である。特発性および精索静脈瘤を伴ったものを対象とし，クライ

ンフェルター症候群などの性腺不全症・閉塞性無精子症などは除外した。遺伝性染色体脆弱部位の検索は，

Takahashiらの方法に従い，1）葉酸欠乏，2）DistamycinA添加，3）Brd　U添加，4）対象区の4
種類の培地で末梢リンパ球培養を行ない染色体標本を作製した。各培養系について中期像を50個観察し，

細胞あたりの出現率が4％以上を脆弱部位とした。さらにG－trypsin分染法，　Q分染法を用いて分析
した。

【結果】33例中4例（12．1％）に脆弱部位をみとめた。Fra（8）（q24）及びFra（17）（p12）2例，　Fra（17）

（P12）1例，　Fra（11）（P15）1例である。　Fra（17）（P12）は3例ともDistamycinA誘導性であった。染

色体異常は33例中4例（12．1％）にみられ，46Xde1Y2例，46Xmarker　1例，46　XYr（21）1例であ
った。脆弱部位検出例と染色体異常例は異なる症例であり，これらの症例のうち睾丸生検施行例で特異

な所見はみられなかった。

【結論】特発性男子不妊症・精索静脈瘤による無精子症40例において，遺伝性染色体脆弱部位を12．1％

に，染色体異常を12．・1％にみとめた。脆弱部位のうちFra（17）（p12）を有するものを3例にみとめ無精

子症との関連が示唆された。
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V－33 Mixed　gonada！dysgenes　i　sの2例

　1．東京大学　2．あそか病院

o篠原　充，北原　研，原　　慎，嚢和川滋，阿曽佳郎！，福谷恵子1

　一側性腺が畢丸で，他側性腺が無形成を示すmixed　gonada！dysgenes　i　s（MCD）は稀な疾患である。我々は

1977年以降2症例を経験したので報告する。【症例1】lJ．S。（3歳，戸籍上女子）家族歴：特になし。既往歴

：生来難聴で，VSDが存在する。現病歴：満期正常産。出生時外性器異常を指摘され近医受診。染色体分析にて

46，　XYのため当科を紹介された。初診時現症：身長89・cm，体重13k9，膝関節の変形を認めた（外反膝ではない）。

知能低下を認め，軽度の陰核肥大を認めた。検査結果：hCG5000単位投与にて良好な反応を認め，畢丸の存在が

推定された。LH－RH（100μ3）テストではFSH前値の異常高値を認め，　LH・FSHの反応は過剰であった。

経過：昭和54年11月13日試験開腹。迅速診断の結果（右；睾九，左；無形成）両側性腺摘出術施行した。外性器

の異常は軽度のため現在経過観察中である。【症例2】T、S．（5歳，戸籍上男子）　家族歴：既往歴：特になし

現病歴：生下時より外性器の異常に気ずかれ，近医にて染色体検査を受け男子と診断された。精査，治療を希望し当

科を受診した。初診時現症：身長106　cm，体重17k2二分陰嚢を認め右側に（）．　8　me大の性腺を触れた。検査結果：染

色体分析は46，X，t（15，Y）｛46，X，t（15；Y）（pl1；qll）｝であった。両親は，父46，XY　母46，XXと正常で

あった。hCGテストおよびLH－RHテストでそれぞれ良好な反応を認めた。経過：昭和61年6月12日試験開腹。

迅速診断の結果，右畢丸を固定し，左無形成の性腺を摘出した。同時に行った尿道造影にて子宮および卵管様の構造

を認めた。

　二症例はその性腺の組織学的検索よりMGDと診断した。本症の多くは45，X／46，　XY型の染色体型を持ち，一

側は45，XTumer症候群と同様の無形成性腺を示し，他側は正常男子と同じ睾丸を持つ。一方，少なからずの症

例がこれ以外の核型を示し，それらの症例において性腺の非対称性を生む原囚が考えられなければならない。今後

DNAプローベなどによる構造異常の検索が必要であろう。

V．34 当院の過去7年間における挙児希望患者の

　　　　　染色体異常頻度について

西恵会・西川婦人科内科クリニック

　　婦人科　　○中村享史　下山勝己　栗林裕之　西川　潔

　不妊症患者並びに流産患者に於ける染色体検査は、近年比較的多くの検討がなされるようになってき
たが、不妊症、流産と染色体異常との関係については、未だ不明な点が多い。また、明らかな流産以前
の着床不全については、詳細な検討が成されていないのが現状である。
　今回我々は、1981年から1987年までの7年間に於ける当院の挙児希望患者のうち、染色体検
査を行った938例について検討を加えた。対象として、この主たる不妊原因が、①無精子症　②乏精
子症　③重症無排卵症、並びに　④反復自然流産患者　⑤着床不全と思われる症状を繰り返す患者につ
いて検討を行った。染色体検査は、末梢血リンパ球培養を用いた分染法（G－Band法）Yクロマチ
ンテスト（Q－Band法）及び口腔粘膜によるXクロマチンテストを行った。その結果　①無精子症
患者では、クラインフェルター症候群は39例（mos46XY／47XXY　1例を含む）、4例に46XXmaleを認め
その他、逆位及び転座を含めた計61例について染色体異常を認めた。②乏精子症においては、逆位5
例、転座5例、その他計17例に異常を認めた。③貢症無排卵症患者で染色体異常を認めた6例のうち
約半数は、mos45XO／46XXq＋を含めたターナー症候群であった。④反復自然流産患者では、女性側の異常
5例、男性側の異常4例を認めた。⑤反復着床不全と思われる者では男性側3例、女性側3例に異常を
認めた。

　以上のことから、貢症不妊症患者、特に無精子症及び童症無排卵症患者における性染色体異常の頻度
は高く、染色体検査の重要性が示唆された。また反復自然流産患者はいうにおよばず、着床不全と思わ
れる症状を反復している患者の染色体検査も積極的に行うべき必要性が、強く示唆された。
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V－35 ブタ透明帯の4つの構成糖蛋白質群に対する抗血清の作製
とその受精阻害作用について

／

r

i

兵庫医科大学産婦人科教室
O長谷川昭子、福田　洋、石崎浩之、

　巽　利昭、香山浩二、礒島晋三

　ブタ透明帯（ZP）はヒトZPと抗原性を共有し、またZPに対する抗体には強い受精阻害作用があることか
ら、ブタZPを用いて避妊ワクチンの研究が進んでいる。ブタZPは等電点とSDSによる二次元電気泳動で
4つの糖蛋白質群（ZPI，ZP2，　ZP3．ZP4）に分離されるが、いずれの成分に対する抗血清が最も強くヒトZP

と交差反応し、またヒト精子のZPへの結合を阻害するか未だ報告がない。演者らは4つの分子群を各々
単離し抗血清を作製し、ブタおよびヒトZPとの反応性並びにヒトの受精阻害作用について検討した。

［方法］ZPLZP2，ZP3は各々分子量領域が重なるため二次元電気泳動によらねば分画できないので、泳
動ゲルから、蛋白質パターンをごく一部ニトロセルロース膜にプロットし、金コロイド染色後、そのパ
ターンに従ってZPI．ZP2，ZP3を抽出した。　ZP4については他の成分と分子量領域が大きく異なるので、

一
次元SDS－PAGEにより分離した。各々の糖蛋白質10μgを完全フロイントアジュバントと共にBALB／cマ

ウスに免疫し、その後数回の追加免疫を行ない、各成分に対する抗血清を作製した。

［結果］産生された抗血清の力価は、ブタ卵を用いた間接蛍光抗体法で、抗ZP1抗血清が1：10，　OOO、抗

ZP2抗血清が1：S．OOe、抗ZP3抗血清が1：10，000、抗ZP4血清が1二10，000であった。またいずれの抗血清

もヒトZPと強く反応した。　Western　blotによる対応抗原分析ではすべての抗血清で免疫原として用いた

分画に対し最も強く反応したがまた同時に他の楯蛋白質群に対しても反応し、相互に共通抗原が存在す

ることが明らかになった。ヒトZPへの精子結合に及ぼす影響では、抗ZPIと抗ZP3抗血清が最も強い阻
害作用を示し、抗ZP4抗血清では中等度の阻害作用が認められたが、抗ZP2抗血清では阻害作用は認め

られなかった。

t

ト

し V－36
家兎における経U避妊薬投与による脂質代謝の変化

：：

帝京大学医学部産婦人科学教室

○坂本隆子，荻野雅弘，山本樹生，神戸川明，小林拓郎沖永荘一，荒井清

：

目的：経口避妊薬（0．C．）が脂質代謝に影響を与えることは知られているが，その変化は0．C．成分で

あるエストロゲンとプロゲステロンの種類と含有比によるところが大きい．そこでEE，とnorgestrel
を含むpillとEExとdesogestrelから成るpillの2種類の0．C．を家兎に投与し．脂質代謝の変化につい

て検討した，

方法：実験には体重3kg前後のNew　Zealand　white種，雌を用いた．各群4羽ずつの家兎にヒト常用
景の50倍相当量のO．C．を21日間投与し，投与前後のtriglyccride（TG），total　cholestcro1（TC），

phospholipid（PL），total　lipid（TL）．post－hcparin　lipolytic　activity（PHLA），リボ蛋白分画

の変化を調べた，血漿脂質の測定はオートアナライザーを用い，PHLA測定は人工基質法によって，リボ

蛋白分画はアガロースゲル電気泳動法によって行った．
結果：EE，＋norgestrel投与群ではTG，　PL，TLの有意な増加が認められたが，　PHLAには有意な変化はなか

った．EE，＋dcsogestrel投与群はいずれの項目おいても有意な変化は見られなかった，

結論：以上のことよりEE，＋desogestrcl投与は脂質代謝に影響が少ないと思われたが，　EE2＋

norgestrc1投与ではTGの増加が認められ，これはPHLAの減少が認められないことから，　VLDL異化の低

下よりむしろ合成の充進によるものと推察された．
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V－37 サルにおける銅付加IUDの安全性一第2報
　一血液学的、組織学的検討一

1

京都大学霊長類研究所 ○清水慶子、西川貴士、野崎真澄、

　大島　清

　われわれは、すでに、銅付加IUDはニホンザルにおいて、子宮内膜の軽微な炎症性変化および挿入
直後の血清銅の上昇をもたらすが、血中エストロゲン、プロゲステロン動態に異常はなく避妊効果が認

められることを報告しtaが、今回は、その炎症性変化および血液生化学値について再検討を行ったので
報告する。

　あらたに、6頭の成熟メスニホンザルを用い、3頭の子宮腔内に子宮切開により銅付加IUD（FD－
101、1／5モデル）を挿入、3カ月後に抜去し、残り3頭は同時に子宮切開術のみをほどこした。
術前1カ月より抜去後1カ月まで定期的に採血を行い、血液生化学所見、血球像、血中エストロゲン、プロ

ゲステロン動態を調べた。まte、抜去時に子宮摘出を行い、子宮内膜に及ぽす影響を組織学的に検討し
た。

　血液学的にも組織学的にも銅付加IUDの影響によると思われる変化は見られなかった。

V－38
IUD使用の実態

芝パーククリニーク 村　　山 茂

研究目的’

もとに2－3の考察を行ったので報告したい。
．IUDの使用が許可されてから10数年が経過した。その使用の実態について最近の試料を
　　　　　　　　　　　　　　　　調査期間並に対象：昭和62年7月より昭和63年7月迄、

芝パーククリニークを訪れた婦人約1，200名を対象とした。

　調査方法：使用した避妊法其の他について予め問診表に記入せしめたものを、診察時再確認しこれを

統計的に処理した。内容はIUD使用の有無、期間、経過及び他の避妊法との関連性等についてである。
　成績　IUDの使用経験者は120例、約10％に認められた。（ピルは3％で少数であった。）その中
40才代の者は74例で半数以上を占めていた。現在も尚IUDを使用中の者は全使用経験者の吉に認めら

れた。年代別にこれを見ると3〔｝才台がその中の29％、40才台が65％、50才台が6％で40才台が圧倒的に

多く使用中であった。使用年数を見ると現在は除去している者に於ては平均して30才台1．9年、40才台

3．4年、50才台3．8年で全例の平均は3．3年であった。これに対し現在使用中の者では30才台3．6年、
40才台6．9年、50才台13年で全例の平均は6．3年と可成り長期であった。尚5年以上の使用が全例の青

に見られた。使用したIUDの多くは優生リングであった。本リングは長期利用の点では多くの利点を
有しており、このことが上述の成績と関連を有するものと思われる。　結論：IUDは現在尚利用率は
多くはないが、長期継続有効使用例が多く見られる点より、今後出産完了後の長期避妊の方法としてそ

の利用価値が再検討されるべきものと思う。



一
（示説発表）
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P1－1
ゴナドトロピン単独欠損症の一例

名古屋市立大学医学部産科婦人科学教室
○貝田清隆，生田克夫，万歳　稔，花田征治，八神喜昭
名古屋市立大学看護短期大学部　水野金一郎

　原発性無月経の原因のなかでも，Gonadotropin単独欠損症は稀な疾患であり，これまでにわずかの報告
をみるのみである。その多くは視床下部障害が原因で，中でも嗅覚異常を伴ったKallmann症候群のタイプが

多くを占めており，嗅覚が正常で視床下部障害が原因のGonadotropin単独欠損症は極めて珍しいと考えら

れている。我々は，原発性無月経の原因が視床下部障害によるGonadotropin単独欠損症と考えられた症例
を経験したので報告する。患者は現在26歳の未婚女性で，無月経を主訴として当科受診。身長166cm，体重

48．5kg。典型的な類官宙体型を認め，内外性器の発育は著しく不良で，小児様であった。嗅覚異常を認め
ず，染色体は46xxとIE常で，トノレコ鞍のX線検査は正常であった。　Progestin　test，　Estrogen－Progestin

testにより第2度無月経と診断した。前t中FSH，　LH、　Estradiol17一βの基礎値は低値であった。LH－　RHIOO

μ9静脈内投与による負荷試験では，Gonadotropin（Gns）は低反応であった。レギュラーインシュリン0，1，

IU／kgの静脈内投与で，　hGHの上昇，　ACTHの分泌充進を認めた。　TRH負荷試験では，rfit中TSH，　PRLの反

応パターンは正常であった。安静臥床，15分間隔で3時間の血中Gns値を浬IJ定したところ，　LHとFSHの両者

に，ちょうど120分の間隔で振幅の小さな二つのピークを認めたことから，視床下部のGn－RH分泌不全が示
唆された。LI－1－RH50μ9を60分問隔で3回静脈内に負荷し，この間15分間隔で血中Gns値を測定したところ
明らかな上昇を認め，下垂体のGns分泌予備能は正常に保たれているものと考えられた。またhMGの連続負
荷により血中Estradiol17　一　Bの明らかな上昇も認められた。以上の検査結果から，視床下部障害に起因する

Gonadotropin単独欠損症と診断した。本症例では，患者が未婚であるため月経発来と第2次性徴の発現を

目的として，現在Kaufmann療法即ちCyclic　Estrogen－Progestin療法を施行中である。

P1－2 同朋に認められtc　Gonadotropine欠損症と考えられる症例

金沢医科大学産科婦人科学教室

○桑原惣隆，高木弘明，村田　均，安沢紀夫

　若年婦人においてGonadotropine単独欠損症は極めて稀な疾患であり、特に一姉妹双方に本症を認
め友例を経験したので報告する。症例は21才と24才の姉妹で、共に原発性無月経のため来院した。家族
歴として両親は従兄妹結婚である。身長，体重，第二次性徴，外性器は正常で特に異常を認めない。内診
お・よび超音波断層像にて子宮は軽度に発育不全であるが、その他特記すべき異常所見は認められない。性
染色体は双方共に46XYである。内分泌学的検査にて姉の方ではFSH：〈1．9mi　u／Tn1　，L　H：3．1－5．7

mi　u／rn1，PRL：7．Ong／（m1，HGH：4．8ickg／h，1，TSH：2．1μg／nl　，ACTH：2．2pg／nlであった。

一方、妹の方はFSH：〈Lgmiu／h，1　，LH：3－3．7miu／’ml　’PRL；11　n　g／rm　1，HGHl4．8ノμg／nl，

TSH：2．9メ4g／li）1　，ACTH：7．3pg／h，1，17KS：8．611g／dayお・よび170HCS：3．2ng／dayであっ

た。姉妹双方にLH－RH　testおよびTwo　step　testを繰返したが無反応性を示した。　Gestagen
testに反応せず、　Kaufmannにて2－3kurより反応を示している。現在ーまで妹の方に対し、　HMG－

HCG療法を繰返し施行しているが血中Estrogen値測定，超音波断層法像にて卵胞発育の徴候を認めて
いない。本症例の病因としては①LH－RH生合成お・よび放出不全，②生物活性のないLH－RH分泌，

③下垂体にお・けるdelta　2　cellのFSH生合成不全（とくにρ一subunitの生合成不全）などが考えられ

家族性劣性遺伝性のものと思われる。



312（994）

Pl－3
Clomiphene単独投与法とclomiphene－ta皿oxifenl井用投与法の比較検討

　　　　愛媛大学医学部産科婦人科学教室

○北川博之、矢野浩史、杉並洋、松浦俊’F

Clo皿iphene抵抗性無排卵症に対するc1　ont　iphene－tamoxifen（CL－THX）併用療法の有効性を示唆する成績を

得、既に報告してきた。今回、この点を確認する確認する目的でCL及びCL一胴X投与のrandamized　cross

over　studyを実施した。　対象は12例の排卵障害患者に対してCL　lOOmg　x　5days　x　3cycles，および

（CL　50mg＋TMX　20mg）xsdays　xコcyclesの投与regimenを用いた。　B　B　Tによる排卵の推定、高温相

持続日数、妊娠の成立にっき推計学的検討を行った。なお可能な症例に対しては超音波断層法による主

席卵胞径の計測を施行し検討した。妊娠の成立した症例はその時点までの成績を検討に加えた。CL単独
では13／32周期（40．6％）に排卵を認めたのに対し、CL－TMX併用では22／30周期（73．3％）に排卵を認め、排卵

誘発率はCL－TMX併用療法において有意に高かった。またCL－TMX併用療法においてのみ排卵の認められた

症例が3症例存在した。排卵の認められた周期においての高温相持続日数はCL，　CL－TMXそれぞれ12，7＋

0。8日，13．4＋1．0日であり、有意の差はなかったがCL－TMX併川療法で延長する傾向が認められた。排

卵の認められた周期においての主席卵胞径はCL単独投与群で19．4＋2．2　mm，　CL－TMX併用投与群で25．7

＋Lg　mmであり、CL－TMX併川投与法により主席卵胞径の増大が認められた。妊娠の成立はCL単独投与法

で1例、CL－TMX併用投与法で2例に認められ、排卵周期に対する妊娠率はそれぞれ7．7％，9．醜であった。

TMXは従来より黄体機能不全の改善、頚管粘液の改善に有効であると報告されているが、今回CL－TMX併川

投与法により良好な排卵誘発効果が得られると考えられた。特にCL単独投与に抵抗性の排卵障害婦人に

おいてはCL－－TMX併用投与法を試みてみる価値があると思われた。

P1－4
クロミッド併用HMG律動療法にて妊娠した
視床下部一下垂体性無排卵症の一例

日本医科大学　産婦人科学教室

○外山和秀，家永　聡，可世木久幸，五十嵐俊夫，大村　浩，荒木　勤

　HMG律動療法によりPCOの困難な無排卵症の改善例が多数報告されている。今回，我々はHMG
律動療法単独では無効であった続発性視床下部一下垂体性無排卵症に対しClomiphene　Citrate（CLD）

併用にて妊娠させ得たので報告する。【症例】33才0－0－1－0，26才にて妊娠2ケ月自然流産後7年

間不妊。1982年3月初診時LH－RHTest　Hyper　Good，　CLDにも反応を示したがその後徐々にCLD
無効となった。1983－1986年にかけてHMG・・一　HCG療法，　Kaufmann療法，当帰萄薬散療法を次々くり

返すも排卵しなかった。この間，E2は20P9／認以下，　LH，　FSHも低値であった。1984年に施行した

LH－RH　TestはPoor　Responceであり，1986年に施行したLH基礎変動（15分毎1．5hrに渡るLH
測定）も全検体共感度以下の低値を示し，　LHの自然律動消失が確認された。以上より続発性視床下部

一 下垂体性無排卵症と診断し，1987年1月からHMG律動療法を開始した。　HMG　1501U／Day　90分毎
にDay　3→16まで連続投与により，超音波上排卵は確認されるも血tlコ　E，サージは著名ではなかった。

HMG単独律動療法は2クールにて中止し，　CLD併用HMG律動療法とした。　HMG投与方法はこれま
でと同様とし，Day3→7及びDay　l2→15までCLD　IOO　・－150　Mg／Day投与をした。　この結果，　HMG

律動療法＋CLD第iクールではE2サージは起きなかったが第2，第3クールで徐々にE2サージを伴な
う排卵となった。第3クールDay　lOのE2200　P9／認，　Day　16　E21100　Py／㎡であった。第3クールDay

15の卵胞は平均値18朋を越すものが2コあった。そこで第3クールDay　161c　HCG　10‘IU投与し，　Day　17

にAIHを行こなった・Day　19からはゲスタノン15㎎／DayにてLuteal　SupPortを行なった。この結果，
AIH後BBTは高温を持続し，　Day42にUCG80001U以上となり妊娠が確認された。　【考察】本症例は強度の視

床下部一下垂体性無排卵症であった。律動療法による頻回刺激にて視床下部がCLDに反EE；する程度に機能回復を来たした。
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P1－5
LH－RHテスト117例の検討

東北大学産婦人科

○吉田仁秋，新川　ヲ｝，戸沢秀夫，大井嗣和，渋谷守重，深谷孝夫，
　星合　昊，矢嶋　聴

　LH－RHテストは，従来，3点測定による判定が用いられているが，前値，30分値の2点による判定
でも同様の結果が得られる事が知られている。今回我々は，当科外来患者に施行したLH－RHテストに
ついて，この点を検討した。対象患者の診断は，不妊症，無月経，習慣性流産，高プロラクチン血症等

であった。117例のLH－RHテストをLH，　FSHの前値により，各々，低値群，正常値群，高値群の3
群に分け，30分値，60分値の前値に対する変動率を計算し，統計的検討を行った。

　LHはLH－RH負荷に対しほぼ同様の変動を示し，30分値で最大変動，60分値で30分値よりはやや低
値を示すものが多かった。LH低値群（10　mlU／m1未満）は27例で，30分値に於いて，平均519％の変
動率を示した。LH正常値群（10以上30mlU／ml未満）は79例，　LH高値群（30mIU／ml以上）は11例で，
各々465％，503％であった。

　FSHについてはLHと異なり，60分値で最大変動を示すものが多く見られたが，その反応性は，　LH
の反応性と解離する事は少なかった。低値群（5mlU／ml未満）4例，正常値群（5以上20mIU／ml未
満）llO例，高値群（20mlU／ml以上）4例の各群とも，60分値の変動率は，平均159～214％，30分値
の変動率は156～207％と平均値でみると，30分値に於いても60分1直に於けると同様の判定が，可能と思
われた。以上の結果から，以下の事が示唆された。

1）LH－RHテストは，前値，30分値の2点測定による判定が・∫能である。
2）1．Hの反応は前値にかかわらず，30分値でほぽ500％の増加が認められる。
3）LHの反応は前値の高いものは，前値のみで，ある程度反応性を推定出来る。

4）FSHはLHと同様の反応をする事が多く，その反応はLHに比べ低反応である。

Pl－6 1euprolide微量懸濁分散型注射剤（TAP－144－SR）投与時の下垂体一卵巣機能

九州大学医学部婦人科学産科学教室

　0松口　博之・中村　元一・吉満　陽孝・石　　明寛
　　佐野　正敏・浜田　政雄・中野　仁雄

［目的］LH－RHを連続投与すると、下垂体のdown　regulationにより性腺機能が抑制されるe　TAP－144－

SR（以後TAP）はLH－RH誘導体のleuprolideを、マイクロカブセル内に封入した製剤で、一回の皮下投

与により4週間以上にわたり1e叩rolideが徐々に放出される。子宮内膜症に対する臨床応用は試みられ

ているが、性腺機能に対する影響については詳細な報告は成されていない。そこで、我々はTAP投与中
の下垂体一卵巣機能について検討を加えた。　［対象と方法］対象は、正常排卵周期をもち血中LH．FSH値

が正常な子宮内膜症患者6名で、月経開始5日目よりTAP　l．88mg（3例）又は、　3．75mg〔3例）を、4

週毎に計6回皮下投与した。全例に基礎体温を測定させ、採血を初回投与前、投与後1，2，3週目、
以後TAP投与前、最終投与後4，6，8，10週目に行ない、　LH，FSH．PRL．GH，E、．P，T，　T．．Cortisolを測定

した。さらに投与後3時間までのLH．FSH．PRLの変化についても毎回測定した。［結果］TAP投与中、　BB

T上全例で排卵は抑制された。血中E。は、1～2週目に250～1150pg／mlまで上昇したが、全例3週目
までに消退出血が見られ、以後30pg／ml以下に低下した。血中FSHは、初回投与後1～2時間より上昇
が認められたが、1週目には10mlU／ml以下に低下しており、以後も低値を示したn血中LHは、初回投与

30分後より既に上昇が認められ、1週目も30～53mlU／mlと高値を示し、2週目以降は基礎値レベルを維

持した。最終投与後6～8週目より、血中E。．FSHは上昇し、8～15週の間に全例排卵が回復した。　TAP
初回投与時認められたLH．FSHの上昇は、2回目以降は全く認められなくなった。他のホルモンに対する
影響、投与量の違いによる差異は認められなかったe　［結論］TAP4週間毎の投与により、一過性のE，
分泌充進の後、性腺機能は完全に抑制された。これは下垂体におけるLH，FSHの一過性の上昇に引き続く
FSH分泌能の低下、　LH－RHに対する反応性の消失によるものであると考えらた。
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P1－7 L｝IRHanalog併用による1）　CO症例排卵誘発の検討

　横浜市大　産婦人科
○柳沢隆　植村次雄　中村良恵　吉邨泰弘　織茂毅　飛鳥井邦雄　水［弘司

〈目的〉高1、Hを示すPCOに対し、　LHRHanalog（LHRHa）での内因性ゴナドトロピン
抑制による排卵誘発効果を見る目的で、今回我々はLHRHaであるNafarelin　acetate【6－D－3－（2－

naphtyl）alanine】GnRHによるnasal　sprayの有用性にっいて検討した。
〈方法〉当院不妊外来通院中のPCO症例9例にっいて月経開始3日目よりLIIRHa（200μg×2／

day）を連日投与し、3週間目よりHMG－HCG療法を行った。各症例についてLHRHa投与前、
HMG開始前、　HCG投与時に血中ゴナドトロピン、　E2にっいて測定し、卵胞発育は頸管粘液、超音

波、E2にて観察した。なおLHRHaを併用せず同様の排卵誘発を施行したPCO症例を対照群とし
た。

〈結果＞LHRHa投与にてE〆値は16．3±11．6pg／mlと投与前（44．1±23．2）に比して有意に
（p＜O．Ol）抑制されたがLH値にっいては有意差は認められなかった。またHMG投与量及び投与期間は

LHRHa投与群（L群）で18．1±4．3　amples　（対照群；12．4±3．7；p〈0．Ol　）、8．8±L2日　（対

照群；7．6±1．7；p〈0．05）と有意に増加した。排卵誘発中の主席卵胞の超音波による観察ではL群で

HMG投与5日目より認められ（対照群；4日目）卵胞径は5日目にL群LO±0．3cm　（対照群；1．3±
0．1）、7日目にはL3±L3　（対照群；1．8±O．5　）と有意に（P〈O、05）小さかった。妊娠数は2〆g例

（対照群；9／34）、OHSS発生率は11．IZ　（対照群；14．6沿であった。

〈結論〉我々は以前消退出血10－20日前よりLHRHaを投与した症例にっいても検討したが、今回は
より以上のE　，・値の抑制が得られた。月経周期3日目より3週間L臼RHaを投与する本法は下垂体の

desensitizationにより効果が認められ、　P　COに対する有用な治療法として今後の検討が期待される。

P1－8 無排卵周期に対するRepeated　Gn－RI－I　Stimulation｝こよる

ヒトト垂体G（・nad・tr・1）in合成・放出予備能とster。id　hormoneの関係

新潟大学医学部産科婦人科学教室

○荒川　　修，織田　和哉，谷　　啓光，佐藤　芳昭，竹内　正七

〔目的〕最近，内分泌学的にPolycystic　ovarian〔liseaseを視床下部一一下垂体一卵巣間の相互作用を調

べることによって特徴づける試みがなされている。慢性機能性無排9「］状態からだんだん本症候群が完成

されて行くとも考えられる。そこで無排卵周期の各時期における各種steroid　hormonesが下垂体分泌

能（△1）下垂体合成能（△2），に及ぼす影響を検討した。

〔方法〕当科不妊内分泌外来を受診した排卵障害患者32例（体T減少性無月経11例，排卵障害例6例，
排卵障害十eS　Testosterone血症例15例）と正常周期の10例に亦1してf合成LH－RHを60分毎に2回負

荷するRepeated　Gn－RH　Stimulationを施行し，　EL　E2，　LIL　FSH，　A　ndrostenedione，

Dehydroepiandrosterone，をRfAで測定し検討した。
〔結果〕体重減少性無月経群ではE2低値，　LH，　FSH低値，△1／△2　ratio　1以一t：の分泌能優位な例

が多数例を含めた。排卵障害群はE2低値，　LIL　FSHill常・△1／△2ratio　l以一ヒの分泌能優位な

例が多数例を占めた。排卵障害＋高Testosterone　r（n症1＃はE2低値～正常値，高LIL正常FSH，

△1／△2ratio　Z以上の分泌能優位な例が多数例を占めた。1E常周期（卵胞旬1）群ではE2正常値，

LH，　FSH正常，△1／△2ratio　1以下の合成能優位な例が多数例を占めた。排卵期ではE2高fitJ，LH
高値，FSH正常，△1／△2ratio　l以上の分泌能優位な例が多数例を占めた。
〔考察〕体重減少性無月経群，排卵障審群，排卵障害＋高1’estosterone　If【1升1｛群，正常周期排卵IV］　G＃は

分泌能優位であり，正常周期卵胞期群のみ合成能優位であった。排卵障賓＋高1’estosterone　lil！症群は，

正常周期排卵期群に類似した下垂体反応を示すがその絶対値において低値であった。しかも無排卵期の

長い症例で典型的であり，慢性機能性無排卵状態はPCOの一成因と考えられた。



（997）315

P1－9 排卵障害例における甲状腺剤の視床下部一下垂体一性腺機能に及ぼす影響

　大阪医科大学産婦人科学教室
O佐伯理男、奥田喜代司、好川元庸、後山尚久
　猪木千春、坪倉省吾、福田吉彦、杉本修、

（目的）排卵障害例では軽度の甲状腺機能の低下がみられ、甲状腺剤の投与が有効であるとの報告がみ
られる。しかし、排卵障害例における甲状腺剤の視床下部一下垂体一性腺機能に及ぼす影響にっいては
十分明らかにされているとはいえない。そこで、排卵障害例に甲状腺剤を投与し、投与前後の視床下部

一 下垂体一性腺機能について検討したので報告するa
（対象および方法）Hyperprolactinemiaおよびhypergonadotropinemiaを除く排卵障害例の10例（稀発

月経：3例，第1度無月経：3例．第2度無月経：4例）を対象とし、甲状腺剤〔tyradin　S　25ug／day）投
与前および投与2週間後にLH－RHJヒestおよびTRH　testを施行し、血中LH．　FSH，　prolactin（PRL）値の

反応をみた。また投与前および投与4週後に15分間隔で3時間採血し、gonadotropinの律動性分泌を検
討した。血中LH，　FSH，　prolactin．　TSH，　estradi。1（E。｝．T3．　T。をRIAで測定した。

（結果）Tyradin　S　25ug／dayの14日間の投与により血中LHの基礎値は10例中8例が上昇し、　LH－RH投与

後の△LH値も増加した。　TRII投与後の△PRL値は全例において低下した。また本剤投与の4週間投与前
後のgonadotropinの律動性分泌をみると、10例中9例においてLHの基礎値、　LII　puiseの振幅および頻度

の上昇がみられた。しかし、本剤の4週間の投与で排卵が誘発された症例はなく、血中E。値も一定の傾

向はみられなかった。

（考察）排卵障害例の一部で甲状腺剤が視床下部一下垂体に作用し、gonadotropinの分泌を賦活させる

作用があることが明らかとなったが、卵巣機能についてはより長期的な検討が必要である。

P1－10 Is　ol　ated　FSH　defi　ci　en　cyの男子例について

藤沢市民病院泌尿器科　　広川　信、山崎　彰、増田光伸、奥野哲男

　　　　　　　　　　　　松下和彦（中検病理）、
　　　　　　　　　　　　朝倉茂夫（朝倉泌尿器科医院）

　FSHが低値で、他の下垂体に異常を認めないIsolated　FSH　deficiencyの1青年例について臨床
的観察をおこなったので報告する。

　症例：22才男子（大学4年生）
今迄に精通の経験がないので来院する。性欲は殆んどなく、マスターべ一ションの経験はない。早朝の勃

起現象を週に1～2度くらい自覚している。身長167cm、体重69kg、外性器の発達は正常で知能も正常
である。46XY、トルコ鞍正常像。精液検査：aspermia、睾丸の大きさ（長径）：左睾丸42mm、右睾丸

46mm、睾丸の硬度は良好である。
　ホルモンの測定結果：FSH　1．7m　IU！me、　LH　4．9mlU！me、　Testosterone4．8ng／m2、　PRL、ACTH、　TSH

GHなど正常域、　LH－RHテストはFSHの反応3．4mIU！me、　LHの反応は79．1mlU／meである。　HCG負荷テ

スト：Testosterone　9．76nglme、　TRHテストとインシュリン負荷テストは正常反応を示した。畢丸生

検像：Leydig細胞はmature　typeで、　sperrnatogenesisに軽度の障害をみとめ・精細管の径は全体に

や、小型である。
　Isolated　FSH　deficiencyの報告例は稀れであるa自験例は、外性器の発達と睾丸の大きさに異常が

なく、テストステロン値も正常であるが、射精障害を病態としている。またLH－RHの連続負荷テスト

にもFSHは反応を示していない症例である。
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P1－11
子宮筋腫に対するGnRH　agonist投与の有川性に関する研究

九州大学医学部婦人科学産科学教室

0吉満陽孝、中村元一、演田政雄、佐野正敏、石明寛、松口博之、

　森下哲哉、中野仁雄

（目的）子宮筋腫はestrogen依存性の良性腫瘍であるが、その治療としては主に外科的治療が行われて

いる。一方、GnRH　agonistは長期連続投与により、下垂体のGnRH　receptorのdown　regulationを引き起
こし、その結果として卵巣でaliestrogen産生を抑制することが知られている。本研究ではこの作用に着

目し、子宮筋腫に対するGnRH　agonist投与の有用性にっいて検討した。（方法）九州大学医学部附属病

院産婦人科を受診した25才から鎚才までの子宮筋腫患者12例を対象に、GnRH　agonist（Buserelin），600

，u、9～1，200μ9！日を、16～30週間鼻腔内へ投与した。10例は既婚、2例は未婚で、主訴は過多月経、腰

痛、月経痛、下腹部腫瘤感などであり、既婚の2例に挙児希望があった。子宮および筋腫の大きさの評
価には超音波断層法を用い、それぞれ直交する3方向を測定して、回転楕円体と仮定してその容積を推
定し、投与前後で比較した。’また投与中のestradio1（E2）をRIAにて測定し、比較検討した。（結果）

4例は600μg／日、4例は900μg／日、4例は1，200μg／日で投与を開始した。しかし600μg群は、投
与後も子宮の縮小が見られなかったり、不正出血のために、全例12～16週後より900～1，200μg／日に増
量したため、その後はそれぞれ900μgの例として検討に加えた。その結果、投与中のE21直は、900μg群
（N＝4）と1，200μg群（N・6）において600μg群（N・4）に比べ有意に低く（Pく0．05）、投与前後の子宮および

筋腫の推定容積は900μg群と1，200μg群において有意な縮小を認めた（P〈0．05）が、600μg群では差を認

めなかった。投与後は3例に筋腫核出術を行い、他は、投与終了後に閉経となった3例を含め症状も軽
減し、経過観察中である。（考察）GnRH　agonistは、900μg／［1以1：投与した場合に子宮筋腫の縮小効

果を認め、臨床応用への有用性が示唆された。

Pl－12

妊娠初期脱落膜におけるProlactin分泌調節機構に関する検討

　三重大学医学部産科婦人科学教室
○中義尚，中淳，西山真人，矢納研二，山本稔彦，杉山陽一．

【目的】Prolactin（PRL）は脱落膜から分泌され，妊卵の着床・妊娠の維持にとって何らかの重要な役割

を演じているものと考えられる．そこで我々は，このPRL分泌の調節因子について，妊娠初期脱落膜分離
培養系を用いて検討し，若干の興味ある知見を得たので報告する．【方法】人工妊娠中絶術施行の際に，
患者の同意の下に無菌的に脱落膜を採取し，Collagenase（2・5mg／ml）－DNase（20μ9／ml）処理を行うことに

より，脱落膜細胞浮遊液を調製した．①一定時間培養を行った後，i）cAMP産生を促進するForskolin（最
終濃度：0．1～20μH），ii）Ca2＋・phospholipid－dependent　proしein　kinase（Proしeinkinase　C）を賦活化す

るPhorbo112－myristate　l3－acetate（PMA，最終濃度：1～IOOnM），およびiii）Epidermal　growth　factor

（EGF，最終濃度：1～100ng／ml）を添加した．なお，培養上清分画中に分泌されるPRL量はEIAにより測
定した．②蛋白燐酸化反応にっいては，Feuersteinの方法に準じ，二次元電気泳動法（一・次元：IEF－pH

3．5－10，二次元：12％SDS－PAGE）を行った後，Autoradiographyにて検討した．　【結果】conしrol群に比し

て，①Forskolin添加群では，容量依存性にPRLの分泌が促進した（PくO．Ol）．②PMA添加群では容量依存
性のPRL分泌抑制を認めた（p＜O．OO1〕．③EGF添加群では容量依存性のPRLの分泌抑制を認めた（p＜O．01）

④二次元電気泳動法，autoradiographyにより，特異的蛋白の燐酸化がForskolin，　PMA，およびEGFにより

惹起されることがわかった．　【考察，結論】脱落膜細胞からのPRL産生の調節に，　cAMP－dependenしpro－

tein　kinase，　Protein　kinase　CおよびEGFがそれぞれ関与している可能性が示唆された，
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Pl－14 正常prolactin　（PRL）血症性黄体機能不全患者におけるPRL分泌能と
bromocriptineの効果にっいての研究

　横浜市大　産婦人科

O飛鳥井邦雄　町田稔文　植村次雄　水口弘司

　正常PRL（PRL＜20ng／m　l）血症性黄体機能不全’（1、1）患者に対するbromocriptine
（Br）の効果を検討するため以下の研究を施行した。①LI患者24名の卵胞期にTRH　test（500
μg筋注）を施行したところ、血中PRL基礎値は14．9±3．3　ng／ml（H±sD）と正常婦人（lo．5±4．5，

N・150）に比べ有意（p〈0．01）に高値を示したく同様にTRH投与30分後のPRL値は119．8±60．0と正
常婦人（89．7±35．5，N・90）に比べ有意（pく0．05）に上昇を示した。24名中5名は160以上を示す潜在性

高PRL血症者（OHP）であった。②LI患者18名の対照周期とBr（2．5－5．0皿g／day）投与周期の

黄体期中期に隔日に3回血中progesterone（P）値を測定し、その合計値を比較した。18名中4名
はOHP患者であった。全体でみると合計P値は対照周期で36．1±12．1ng／m1．　Br投与周期で39．6

±13．3と上昇を認めた。症例別ではBr投与周期で妊娠した者、P値が上昇した者を有効群とすると、

有効例は13／18（72Z）であった。③LI患者31名（TRH　test正常群19名、　OHP群12名）に
Br5皿g／dayを3周期投与し、投与前3周期との基礎体温上の平均黄体期日数を比較検討した。　Br投

与による黄体期日数はTRH　test正常群で10．7±1．2daysから11．3±1．1へと、　OHP群で11．3
±1．3から12．5±1．iへと両群とも有意（p〈0．01）に黄体期の延長を認めた。Br投与後3周期以内の妊

娠例または黄体期日数が1．5日以上延長した場合を有効とすると、有効例は13／18（5BX）であった（9
例が妊娠）。

　以上より正常PRL血症性LI患者は正常婦人に比べPRLの基礎値が高く、分泌能も充進している
ことが明かとなった。また血中P値と基礎体温によって黄体機能を判定すると、Brはその過半数に有

効性を認めることより、正常PRL血症性LI患者に対する有力な治療法と考えられた。

P1－13 微量Bromocriptine投与による妊娠促進効果の検討

国立名古屋病院産婦人科

　○戸谷　良造、三輪　　是、黒木　尚之、山田　隆祥、鈴置　洋三

　Bromocriptineの排卵、妊娠促進効果は広く認められ、高prolactin血症のみならず、正常prolactin血

症にも投与され、妊娠促進効果が報告されている。しかし市販されているBromocriptineは1錠2．5mg
であり、1日1錠投与ではprolactinは過剰抑制となり、かえって妊娠の成立に抑制的効果となったので

はないかと推察される症例を経験した。我々は本剤発売以前より、本剤の肛門坐薬を作成し、これが経
口剤とほぼ同程度のprolactin抑制作用を有し、且、経口剤に比し副作用が極めて少ないことを報告して
きた。以後、主として肛門坐薬を使用して現在tc．至っている。

　今回、従来の1錠2．5mg錠の1／4量に当たる1錠0．625mg　Bromocriptine含有の肛門坐薬を作成し、正
常、並びVe　borderline　hyper・pro！actinemiaの不妊婦人に本剤を投与し妊娠促進効果を検討した。32例中

12例（37．5％）の妊娠例を得た。そのうち1例は胎児心拍の出現を見ず、流産におわった。3例は挙児して

いるが、8例は妊娠中である。正常prolactin血症婦人の1錠0．625mg　Bromocriptine投与時の血中
prolactin値は、　投与前値に比し有意な減少を認めなかった。しかし微量のBromocriptine投与は、外
来診察時採血のprolactin値には変動が見られなくても、早朝のprolactin　peak値を僅かに抑制してい
る可能性が推察される。正常、あるいはborderline　hyper・prolacinerniaの症例には、2．5mgのBromo・

criptine投与が過剰投与となり、より少量のBromocriptine投与が至適量となると考えられる。
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P1－15
正常プロラクチン血性卵巣機能不全に対するプロモクリプチン療法の経験

国立京都病院産婦人科
　　　　　○中村陸一

　昭和57年10月～62年9月の間にプロモクリプチン（以FBCPと略）を投与して治療した、正
常プロラクチン（以下PRLと略）血性卵巣機能不全26例のうち、無効琳5例（19．2％）、有効群

11例（42．5％）、著効群10例（38。3％）の投与前後のPRL。FSfl．LH．E2。Progesteron
（以下PRGと路）を比較検討した。
　対象の平均年齢は無効29．4才、有効27．9才、著効26，3才、平均BCP投与量は無効　1093㎎
有効1052㎎、著効508㎎で、平均投与期間は無効227．6口、有効218，5日、著効113．2日
である。

　投与前後のPRL値は無効＆o±6．0→2．　0±0．7ng／nl（以下単位略）、有効11．5±4．4→
6．9±6，8、著効12．6±3．9→8．2±5．9　3群とも投与後ie低下するが、前後値とも無効群が最も
低値で、有効、著効群の順で高値であった。

　投与前後のFSHの平均値は投与後に3群とも上昇するが、無効群で差が最も大きく有効群で8．57
→9．90mlU／mlと差が小さい。LHの平均値は無効群で最も大ぎく、著効群で5．2mlU／ml
上昇するが、有効群ではむしろ約7mlU低下している。
　卵巣ステロイドのE2は投与後無効群で低下、有効、皆効群でヒ昇し、　PRGも無効群では著しく、

著効群も傾に低下するが、有効群は4ng／ml．ヒ昇していた。

P1－16
腹腔鏡検査で診断されたFitz－Ilugh－Curtis症候群の2例

十和田市立中央病院産婦人科　　○土岐　利彦，陳　　偉業

東北大学医学部産婦人科 星合　　昊

　症例1は21歳の未婚女性，0妊0産。昭和62年9月下旬より不正性器出lfl1と下腹部痛があり，近くの
産婦人科で治療を受けていた。10月10口右上腹部の激痛が出現し，急性腹症として当院内科に入院となっ
た。超音波検査上，肝・胆・膵には異常を認めず，軽度の白1（lt球増多症のみで肝機能も正常だったが，

不正性器出1伽があったため，当科に紹介された。内診上，子宮および両側附属器に軽度の圧痛を認め，

頸管内にはEIA法でクラミジアが陽性であり，血中クラミジア抗体価（lgG）も1280倍と高仙であっ
た。10月16目全麻’ドで腹腔鏡検査を施行したところ，肝イ1葉前面下部の1］F被膜に，限局性の炎症セD肉変

と大網の癒着を認め，子宮漿膜面と両側卵管にも広汎な炎症所見を認めた。術後OFLX投与で症状は
消失し，クラミジアも陰性化した。

　症例2は35歳主婦，5妊3産。昭和63年3月llコ旬から不正性器出血と右上11夏部痛があり，3月17日当
院内科を受診，鎮痙剤投与後終痛は一旦軽減したが，翌朝右上腹部の激Illiと嘔気が出現し入院となった。

超音波検査では，肝・胆・膵には異常所見を認めず，検査成績では，CRP5．6（3＋），GOT86，G
PT93，ESR55であった。不正性器出1【llがあったため当科に紹介されたが，内診上，骨盤内臓器全体
に高度の圧痛を認め，帯下は血性であった。頸管内にはEIA法でクラミジアが陽性であり，　lhl中クラ
ミジア抗体価はIgG　2560倍，　IgM　20倍であった。4月8日全麻下で腹腔鏡検査を施行したところ，肝右
葉前面の被膜と対側腹壁に，典型的な　“violin－string”状の癒｛1を広汎に認めた。骨盤内では，子宮漿

膜面全体と右附属器に炎症所見を認め，左附属器は子宮内膜症様であった。術後OFLXを投与したと
ころ症状は全く消失し，クラミジアも陰性化した。これらの2例はいずれも，クラミジア感染による，
骨盤腹膜炎と肝周囲炎の合併で，いわゆるFitz－Hugh－Curtis症候群に相当するものと思われる。
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P1－17
不妊症患者における腹腔鏡所見の検討

スズキ病院産婦人科　吉田　享子　森　良一郎　今泉　英明

　　　　　　　　　田中　良則　森　　　滋　鈴木　雅洲

　目的：近年・不妊症の検査並びに治療において腹腔鏡1apar。scoPyの意義は高く評価され

ており・laParoscOpyも一一般的検査となりつつある。今回、我々は不妊症患者のlapa－
rOsCOPy所見について検討を加え、興味ある結果を得たので報告する。

対象・昭和62年6月から昭＊U63年5月までの1年間に当院にてlapar。sc・py検査を施
行した269例を対数とした。年令は23才から43才で、原発性不妊173例、続発性不妊96例で
あった。

　結果：①269例中・1aparbscopy実施不能だった症例は1例のみであったが、23例に
腹腔内癒着のため・子宮、卵管、卵巣の1部の観察が不可能であった。②全体の23％にあたる63例

には異常が認められなかった。③37例（13．7％）にEndometoriosisを認め　、R
－ AFS分類によれば、StageI　19例、StageII　6例、StageM　6例、Sta－
geW　6例であった・④卵管の通過性に関しては、インジコカルミンテストを施行したが、両側通過

不能38例、片側通過不能30例（右閉塞14例、左閉塞16例）であった。⑤1aparosco－
py検査において、術中術後に障害をおこした症例は1例も認めなかった。

　結論：工aparoscopyはきわめて安全で不妊症の検査並びに治療において不可欠なものと考
えられた・近年、GIFT、　PROST、　IVFが広くおこなわれるようになりつつあるが、　GIFT

PROSTあるいはIVFの適応を決定する上においてもlaParoscoPyは重要である導を再
確認した。

P1－18 画像診断からみたChlamydia　trachomatis感染症（挙児希望例を中心にして）

国立横浜東病院　産婦人科，千葉大X－

○上杉健哲，山賀明弘，田嶋達矢，高野　昇，田中尚武一XL

〔目的〕Chlamydia　trachomatis（以下CT）が婦人科感染症として注目され始めたのは1980年前後であ

るが，最近我が国でもSTDとして問題視され，検討が進められてきた。しかしその実態は，な　te不明

確である。今回当院に誇ける挙児希望例を中心としてCT感染の実態並びにこれら症例の画像診断，

HSG，超音波診断等についての検討を行ったので報告する。
〔対象並びに方法〕過去2年間に不妊を主訴として当科を受診した123例中CT検索，　HSG，超音波
診断あるいは腹腔鏡検査等施行，経過観察し得た43例，およびCT感染によると考えられた下腹部痛
（急性腹症を含む）で加療した15例の挙児希望例を検討対象とした。CT検索法については，血清学
的診断法（Micro－IF），直接塗抹法（Miero　Trak法），　EIA法（Chlamydiazyme）によb検索を行っ

た。臨床上必要と認めた陽性例Kは，抗生剤投与，経過観察の上，HSG施行，必要に応じ腹腔鏡検査
も加え検討した。

〔成績〕血清学的診断法では不妊症43例中29例67．4％と高率に陽性を示したが，IgG抗体価64倍
以上陽性は7例16．3％，塗抹法，EIA法では，　3例7．0％の陽性率であった。　CT陰性14例では】
例に異常所見がみられるのみであったが，IgG64倍以上陽性7例では3例，いずれも塗抹，　EIA法と
も陰性であったが，HSG像に異常所見が観察された。な訟塗抹Za　t　EIA法陽性3例の中1例V（　HSG

に異常像が認められたQ下腹部痛で加療を必要とした例では15例中9例にHSG像に異常，また超音波
像にも癒着の存在を疑わせる所St・あるいは子宮後方，〃ラス窩に不整な。ch。　f，ee　spaceが融さ

れた。CT感染症に特有と云えるHSG像は得られなかったが，　HSG像の分析結果からみてCTによ
る病態は頸管炎から卵管周囲，骨盤腹膜eq　rその後卵管炎，子宮実質炎へと波及するとの印象を得た。
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P1－19 抗精子抗体による性器管内精子輸送障害について

兵庫医科大学産科婦人科学教室

O柴原浩章、小林真一郎、繁田実
平省三、香山浩二、礒島晋三

精子不動化抗体は不妊婦人の2～3％、原因不明不妊婦人の約15％に検出され、その不妊原因としての

重要性が指摘されている。これら精子不動化抗体による女性不妊の発生機序には、　（1）頚管粘液から
子宮及び卵管など、女性性器における精子の通過障害、（2）capacitationやacrosome　reactionも含

めたspeml　egg　interaction一いわゆる受精障害、（3）受精後の胚発生及び子宮内膜への着床の障害

が考えられている。すでに我々は女性性器における精子の通過障害の中で、頚管粘液への精子通過性が

精子不動化抗体で障害されることについては報告したが、子宮から卵管の精子通過についてはまだ明ら

かではない。今回我々は、当科において両側卵管閉鎖ではない102名の不妊症患者（うち、精子不動化

抗体陽性患者12名を含む）に対しAIH＆Laparoscopyを施行し、子宮腔内から卵管及び腹腔内での、精子

不動化抗体による精子輸送障害についての分析を行なった。方法は、まず腹腔鏡検査の数時間前に夫精

液0．5mlを注入し、腹鏡検査施行の際ダグラス窩に貯留する腹水を採取し、直ちに顕微鏡下に血球算定

盤を用いて活動精子数を計算した。一定の精液基準（精子数20xlO6／ml以上、運動率50％以上）を満た

した群で検討した結果、精子不動化抗体陽性婦人では活動精子の回収率は8．3％（1／12例）であり、対照

の抗体陰性群の回収率24．3％（18／74例）に比べ低値であり、精子免疫による不妊機序の1つとして、精

子不動化抗体による子宮から卵管にかけての精子輸送障害が強く示唆される結果が得られたので報告す

る。

P1－20 超音波採卵法の安全性の検討

一 卵胞穿刺24時間後の腹腔内観察127件の分析一

東海大学医学部産婦人科

○小林善宗、井上正人、本田育子、津田朋男、淡路英雄、松山毅彦、藤井明和

　体外受精を用いた不妊治療の分野で、超音波ガイド採卵が急速に普及してきた。とくに最近の経腔プ

ロープの開発は、採卵法に画期的な変化をもたらし、経腔採卵の簡便性・確実性はきわめて有用である。

超音波採卵を用いた外来ベースでの体外受精胚移植も可能であり、我々も本年6月より外来採卵胚移植
を試みている。今回、超音波外来採卵の際重要な問題となる安全性について、卵胞穿刺24時間後の腹腔

内観察所見より検討した。　【対象・方法】対象はS61～S63．3の期間に、難治性不妊108例に対し
て行った127回の体外受精卵卵管内移植（IVF－ETR）で、超音波ガイドにて採卵し（経皮経膀胱法20
回、経腔法107回）、媒精後約18時間で、体外受精卵を針状腹腔鏡を川いて卵管内に移植した。この際、

腹腔内観察所見（卵胞穿刺約24時間後）から、腹腔内出血（吸引腹水駄で検討）、卵巣穿刺部の血腫発

生、卵巣以下の穿刺出血跡の存在、さらに血腫発生の影響をそのIVF－ETR治療の予後との関連で検討

した。　【結果】対象のIVF－ETRで39例が妊娠したが、採卵法別では、①経皮経膀胱法で8例（40．0
％）、②経腔法で31例（29．0％）の妊娠であった。採卵法別の卵胞穿刺数、吸引腹水diは、①で4．9士2．9
（M．士S．D．）回、47．4士36．　3　me、②で6．1士3．2回、38．9士2Zsmeであり、卵胞穿刺数と腹水lll［問、採卵法

別の腹水量間に差はなかった。ほぼ全例が血性腹水であったが、自然排卵後の非穿刺対照例の腹水量

（29例、33．4士6．Sme）と比較しても、腹腔内出血が決して多くないことが判った。卵巣血腫は、全体で

43例（33．9％）に発生したが、採卵法別に差はなく、予後は18例（41．9％）の妊娠で影響はなかった。　卵

巣以外の穿刺出血跡は、全体で膀胱壁3例、広間膜後葉3例、卵管閥囲4例にすぎず、その予後も良好
であった。　【結論】卵1泡穿刺後の腹腔内観察所見により、超音波採卵の安全性を確認した。外来採卵

後の帰宅は十分可能である。
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P1－21 経膣プローブを用いた超音披断層法による卵管疎通性の評価

L

旭川医科大学産婦人科

　○水上明保、高f目久士、玉手健一、
　　千石一雄、石川睦男、清水哲也

〔目的〕卵管通過性の評価法として、従来より通気法、通水法、子宮卵管造影法（以下HSGと略す）、

あるいは開腹手術や腹腔鏡による通色素試験などが行われてきた。しかし、これらの検査法は生体への
侵襲やX線被爆など多くの問題点を有している。そこで我々は、経腹的超音波断層法による通水法を報

告してきたが、今回経膣プローブを川いた超音波断層法による通水法での卵管疎通性の評価が可能か否
かに関し検討を試みた。　〔方法〕当科外来においてHSGをおこなった35例に対し、経膣的にバルーンカ

テーテルを子宮内に挿入しバルーンを膨らませたのち、経膣プローブを挿入し、カテーテルより抗生物質

加滅菌生理食塩水20～40m1を注入’して通水を行い、子宮腔内、両側卵巣周囲、ダグラス窩への液体貯留
像の有無により卵管の疎通性を判定し、その結果をHSGと比較検討した。　〔成績〕（1｝超音波法のHSG
との一致率は91％（32／35）、超音波法で卵管閉塞ありと判断し、HSGで閉塞なしと判断したものを偽

陽性率とすると3％（1／35）、超音波法で卵管閉遮なしと判断し、HSGで閉塞ありと判断したものを
偽陰性率とすると6％（2／35）であった。（2）左右差の評価が可能であったのは80％（28／35）であっ
た。　〔結論〕経膣プローブを用いた超音波断層法は子宮内腔、ダグラス窩への液体貯留像の観察が経腹

法に比べて容易であり、かつ明瞭な画像が得られた。また卵巣岡囲への液体の貯留像からその卵管疎通
性の左右差の評価がある程度可能である事が示唆された。しかもHSGとの高い合致率を示しており、経

膣プローブを用いた超音波断層法による卵管疎通性検査法は、実地臨床上有用性が大きいことを確認し
えた。

P1－22 不妊症婦人に対する腹腔鏡検査，超占波観察下通水検査，子宮卵管造影検査に

おける卵管通過性の比較

京都府立医科大学産婦人科学教室

　○北川一郎，大野洋介，細田修司，田村秀子，岡田弘二

　昭和62年4月より昭和63年6月までの間に63名の不妊症婦人に対して腹腔鏡検査を行なった。検査前
の不妊原因の内訳は原因不明不妊20例，卵管因子15例，乏精子症11例，子宮内膜症10例，その他の7
例であった。

　腹腔鏡検査による卵管通過性は，両側卵管通過36例，片側卵管通過12例，両側卵管不通過15例であ
った。また卵管周囲癒着を有するものが27例認められた。このように腹腔鏡検査によって卵管因子によ
る不妊症と考えられる症例が新たに発見された。また実際に子宮内膜症を有するものは7例でこれは検
査前の診断より少ない結果となった。

　さらに腹腔鏡検査と子宮卵管造影検査（HSG）および超音波観察下通水検査の成績を比較すると卵管不

通過のfalse　positive　rateはHSGにおいて36％，超音波観察下通水検査においては38％と各々高いfalse
positive　rateを示している。しかしながらfalse　negative　rateは1－ISGにおいて11％，超音波観察下通水検

査25％と特にHSGにおいて低率であった。
　このように腹腔鏡検査は卵管通過性を正確に判定できるだけでなく卵管周囲癒着の発見に有用であり，

また子宮内膜症の診断に欠くことのできない検査と考えられる。当科においては現在不妊期間4年以上
の不妊症患者に対して積極的に腹腔鏡検査を奨めている。
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P1－23 腹腔鏡検査施行例における卵管通気法，子宮卵管造影所見の検討

北里大学医学部産婦人科

大和市立病院産婦人科

○飯野譲二，石川雅一，中原優人，渋谷邦子，

　中居光生，新井正夫
　川内博人

　卵管の機能的，形態的診断に繁用されている卵管通気法（以下通気），子宮卵管造影（以下HSG）の
診断上の有用性について，腹腔鏡検査を施行した症例を対象として，検討した。

　対象は昭和57年から，本年6月末までに腹腔鏡を施行した不妊患者】77例である。このうち69例は．
second　lookもしくはthird　look　laparoscopy℃　これらを除いた108例について通気曲線，および

HSGによる卵管通過性，卵管采周囲癒着（以下PFA）の有無と，腹腔鏡所見とを比較，検討した。
　通気が正常型であった45例のうち，31例（68．9％）では腹腔鏡でも異常を認めなかったが，14例（31．1

％）には，一側もしくは両側の卵管周囲癒着がみられた。通気が異常曲線を呈した42例のうちでは，25

例（59．5％）に腹腔鏡で癒着が存在し，17例（40．　5％）は異常所見はなかった。
　次に，卵管疎通性についてHSGと腹腔鏡を比較した。HSGで両側通過とした69例のうち，腹腔鏡
下の色素通水で両側とも通過性を認めたものは67例（97．1％）で，2例（2．・9％）は一側のみ通過であっ

た。HSGで一側通過とした21例では，腹腔鏡で一側通過13例（61．9％），両側閉鎖1例（4．8％），両側

通過7例（33．　3　90）だった。HSGで両側閉鎖と判定した17例のうち，腹腔鏡でも両側閉鎖であウたの

は12例（70．6％）で，4例（29、4％）は一側の通過性が認められた。
　HSGでPFAe）とした86卵管のうち，腹腔鏡でPFA㈹であったのは30卵管（34．9％），　PFA←）は56卵管
（65．　1　9e）だった。　HSGでPFA←〉とした74卵管のうち，腹腔鏡でもPFA←）は62卵管（83．8％）．　PFAeう

は12卵管（16．2％）で，これらを総合すると，PFAに関するHSGの正診率は92／160（57・5％）であった。

　以上から，①通気が正常な場合の信頼性は比較的高いこと，②卵管通過性に関するHSGの正診率は
高率であること，③HSGのPFAの正診率は約60％程度であることがわかった。

Pl－24 バルーン・カテーテルを用いた子宮卵管造影法の試み

山形県立河北病院産婦人科 ○酒井　伸嘉　　中原　健次

　艮谷川剛志　　小田　隆晴

　子宮卵管造影法は、1914年Rubinによって創案された方法である・その後、注入器具・造影剤・X線装

置の三者の進歩改良によって、現在では極めて優れた影像が得られるようになり・婦人科疾患の診断に
は欠かすことのできない検査法となっている。従来、われわれの病院では、注入器具として外子宮口鉗

圧型（吉田式）注入器を使用していたが、今回、それに代わるものとしてバルーン・カテーテルを用い

て子宮卵管造影法を試みてみたので報告する。
　注入器具として新たに用いたものは、小児用バルーン・フォーレ（8F）である。このカテーテルを
外子宮口より子宮内腔に挿入した後、1．5～2．Omeの滅菌食塩水でバルーンをふくらませて固定した。

造影剤は従来どおりヨード38w／w％のリピオドールを用いた。
　現在（昭和63年7月）までにバルーン・カテーテルによる子宮卵管造影法は26例を試みた。対象はす

べて不妊症患者で、平均年齢は29．3歳（23～39歳）であった。このうち2例（8％）が検査不能であっ
た。造影により、正常な所見を得たものは11例（46％）、卵管の狭窄が認められたものは8例（33％）、

卵管の閉塞が認められたものは8例（13例）であった。また、本検査後5例（21％）が妊娠している。

　バルーン・カテーテルを用いた子宮卵管造影法は、鉗圧型注入器の場合と比較して、①器具の接着が

容易なため、検査が短時間できる。②器具の接着時の疹痛がない。③造影剤の腔への漏出が少ない。
④検査後、子宮頸部からの出血がない。⑤より強い加圧が可能である。などの長所がある反面、①子宮下

部および頸管の所見が不明瞭である。②子宮口の狭窄や変形した例ではカテーテルの挿入が困難である。
③子宮口の開大した例ではカテーテルが自然抜去してしまう、などの短所があるように思われる。しか

し、不妊症のように卵管の通過性を調べる目的で使用するならば、充分有力な方法であると考える。
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P1－25 当科不妊外来における妊娠例の排卵期および黄体期のホルモン動態の検討

岡山大学医学部産科婦人科学教室
゜片山隆章，新谷恵司，多賀茂樹，名越一介，林　伸旨，占部　清，

　吉田信隆，関場　香

　我々は，正常排卵周期を有する原因不明不妊に対して経口排卵誘発剤を投与し，良好な成績を収めて
きた。ところが，経口排卵誘発剤使用時の妊娠周期の排卵期および黄体期のホルモン動態は，無治療で

のそれと比べてどのような違いがあるのかについては解明されていなかった。そこで，無治療および各
種排卵誘発剤使用時の妊娠周期ホルモン動態を探り，治療法決定の目的で，今回の検討を行った。対象
は当科不妊外来にて昭和61年1月より62年12月までに妊娠した症例のうち，基礎体温が判定可能であり，
排卵期または黄体期にestradio1《E　2），progesterone｛P）を測定し，高プロラクチン血症等の合併症を

認めないもの167例とした。このうち妊娠周期にE2，　Pを測定したものは67例で，その治療内容は，
無治療iのもの19例，sexovidを投与したもの14例，　clomidを投与したもの29例，HMGを投与したもの5
例であった。それぞれの排卵期E2は無治療群で180pg／m】，　sexovid群で214，　clomid群で486，　HMG
群で2055であり，黄体期6日から8日までのE2，　Pはそれぞれ無治療群で152pg／ml，11．lngi（nl，　sexovid

群で278，17．6，clomid群で426，37．5，　HMG群で2443，120．7であった。　つまり，妊娠周期の排卵期E2，

黄体期E2，　Pは，無治療群で最も低く，　sexovid群，　clomid群，　HMG群となるに従って高かった。

　次に，clomidにより妊娠した症例の無治療周期に測定したホルモン値を，無治療にて妊娠した症例

の妊娠周期ホルモン値と比較したところ，排卵期E2はclomid妊娠群で低かった。また，HMGにより妊娠
した症例の，clomid投与周期に測定したホルモン値を，clomidにて妊娠した症例の妊娠周期ホルモン値

と比較したところ，排卵期E2，黄体期E2，　P共にHMG妊娠群で低かった。　これらより，正常排卵を
有する症例でも，排卵期E2の低い症例はclomid投与が必要であり，また，　clomidにより排卵を認める

症例でも，排卵期E2，黄体期E2，　Pの低い症例はHMG投与が必要なのではないかと思われた。

P1－26
黄体期血中性ステロイド濃度とBBT，子宮内膜組織診の相関について

聖マリアンナ医大産婦人科
○岩田美智恵，石塚文平，平田浩一，近藤俊彦，渡辺研一，松本一彦，
　堀越裕史，与那嶺京子，浜田　宏

　黄体機能検査として最も直接的な指標となるのはtfit中プロゲステロン（P），エストラジオール（E2）値

測定だと思われる。しかし，その血中濃度正常域に関しては諸説があり，かならずしも一定しない。ま

た，Ifi1中P値にはかなりの経時的変化があると言われる。今回，我々は黄体期血中P値をBBT，子宮内
膜組織診（EMB）との相関において検討した。対象は当科不妊外来通院中の不妊患者で排卵誘発，　hCG

投与等を行っていない121例である。121例の平均（±SD）高温相持続［1数（HP）は13．3±0．9日であっ

た。すなわち，HPll日以下はこのグループの正常域をはずれる事が示された。黄体中期平均P値は，
11日以下の群で5．9±5．2ng／ndと12日以上の群の22．3±5．4ng／nfに比し有意（P＜0．01）に低かった。
中期P値とHPの問には有意（r　＝・　O．　684，　P〈O．　05）な正の相関が認められた。また，初期，中期Pの和

とHPにも有意（r＝O．644，P＜O．　05）な正の相関が認められた。これら回帰直線よりBBT　l1日以
下は中期P12．1ng／認以下，初期，中期Pの和18ng／認以下に相当した。　E　2値はHPといかなる相関も
示さなかった。血L中E2／Pモル濃度比はHPと有意（r＝＝－O．642，　P＜O、05）な負の相関を示した。　HP11

日以下はEb／P比（x1000）16．7以上に相当した。次いでNoyesの「］付診の正常例5例，異常例2例にっ

き，午前IO時より4時間，15分毎に採rtltしP値の経時的変化を検討した。その結梨，　P値は最大10　ng／

me前後の振幅の変動を示したが，正常例では12　ng／認以下にはほとんど低下せず，異常例では振幅が小
さく，10ng／雇以上の時点は皆無であった。以上，　BBT，　EMBとの相関においては黄体中期P値は中

期12ng／認以上，初期，中期の和18ng／㎡以上，　E2／P比（x1000）16．7以下をiE常域と言い得ること

が示された。
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P1－27
月経前症候群（PMS）の2例

鹿児島大学医学部産婦人科学教室

O堂地　勉，竹内一浩，永田行博

　月経前症候群（PMS）の成因は未だ明らかでなく治療法も確立されていない。われわれは垂症のPMS

で日常生活が極度に障害された2例を経験し，それぞれパーロデル，クロミッドで症状の改善を見たの
で若干の考察を加え報告する。

　症例｛1｝は30歳，未婚，銀行員である。数年来月経開始2日前より全身倦怠感，いらいら，不安感，何

もしたくない，手足の浮腫，頭痛などの症状が鉦月出現し，必ず会社を2～3日休むというパターンを
繰り返していた。しかし月経開始2日目には急速に症状が改善を見るためPMSを疑われ当科紹介される。
高温相のLH8．7mlU／me，　FSH5．5mlU／me、PRL25．8ng／me，E2183．9pg／me，P7．7ng／m2，Aldo　64pg／mE

でありパーロデル2．5mg／日投与後次周期からは精神症状の著明な改善を見た。

　症例｛2）は15歳である。初経は12歳，高校1年の9月頃より月経開始7日前から，めまい，はきけなど

とともに，イライラ感，抑うつ感，集巾力低下，精神運動興粛の症状が出現し，ひどい時は家庭内で器
物損傷したり玄関で排尿したりするなどの異常行動がみられるようになる。同年10月精神科受診するも
月経開始2日目には精神症状が全く消失するという病像を繰り返すため，PMSを疑われ当科紹介される。
黄体期P値1．lnglmeと低値のためクロミフェン投与す。　BBTヒ黄体機能の改善を見，症状は軽減した。

　PMSの原因は，まだ明らかではないが，単一の原因とは考えられない。ここに示した黄体機能不全を

伴なうPMSの2症例でも異なる療法に反応した。　PMSにどのようにアプローチするかは病像のきめ細か
い観察が必須である。

Pl－28
乳癌手衛後の化学療法と卵巣機能

東京慈恵会医科大学産婦人科

o落合和徳，中林　豊，高橋幸男，平間義昭，寺島芳輝

〔目的〕本邦における乳癌の発生頻度は近年上昇の一途をたどっている。癌治療にあたっては，当然の

ことながら，従来より担癌個休の治療が優先され，穫族保存のための生殖機能は無視される傾向にあっ
た。特に乳癌治療においては卵巣摘出術が内分泌療法の一環として行hれていた経緯もあり，卵巣機能
はむしろない方が治療に対して有利であると考えちれてきたeしかし一方，乳癌検診の普及にともない
早期癌が性成熟婦人にも多く発見されるようになり，術後に妊娠，出産を塑む婦人も増加してきた。と
ころが術後に施行される癌化学療法による卵巣機能への影響も無視しえないものであり，癌の根治性と

生殖機能を含めた広義のQualityof　Iireとはあたかも相反するかのように思hれる。そこで我々は，
乳癌手術後の性機能に対する意識調査と，術後の卵巣機能に対する検索を行い若干の知見を得たので報
告する。

〔対象・方法〕1982年かちの5年間に，当院外科で乳癌と診断され定乳切を受け，その後化学療法（主

にCMF療法）を施行した患者は計125名であり，その年令分布は20代4名，30代21名，40代42名，50
代35名，60代16名，70代6名，80代1名であった。このうち20～40代で術前整順な月経のあったものか

ら無作為に25名を抽出し，アンケート調査と，BBT，ホルモン測定を施行した。
〔結果〕25名中未産婦は8名で，このうち術後化療終了後挙児を希望するものは6名であったe一方，
既産婦ほ挙児は希望しないものの，全員卵巣機能の維持を望んでいた。術後化療中に月経の再開をみた

ものは19名であり，再開までの平均期聞は60日であった。しかしながち，当初の数周期は全員無排卵性

周期であり，化療中又は化療後に排卵性周期を回復したものは観察期固最長4年のうちわずか5名であ
った。また6名は無月経のままであり，術後化学療法が卵巣機能を障害することが示された。
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P1－29
ヒト正常月経周期および正常妊娠におけるEGF動態の研究

慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室

○楠伊吹，牧野恒久，中田浩一，酒井淳，杉　俊隆，飯塚理八

　近年発見された数多くの成長因子の中で、Epidermal　Growth　Factor（EGF）は、中～外胚葉性臓器

および体液に分布していることが認められ、その臓器分布とともに生理作用の解明が注目されている。
本研究では、正常月経周期の各時期、卵胞期、排卵期、黄体期（n＝24）および正常妊娠経過（n・＝33）を

対象に血中EGFを測定した。測定はRadioimmunoassayで行い、　EGFおよび抗EGF血清（Lot　E－0208）

は家兎より得たものを使用した610dinationは、クロラミソT変法により行い、抗体の最終希釈濃度は
640000倍で測定限界は1pS／mlより100　ng／mlまでの標準曲線を得た。

　正常月経周期における血中EGFは卵胞期を100とすると排卵期58、黄体期123であった。また、正常
妊娠経過において1st－trimesterを100とすると2nd－trimesterが89、3rd－trimesterは74であった。

　本研究では特異的EGFのRIA系を用いて、正常性周期における血中EGFの変化を考察した。

P1－30 多嚢胞性卵巣症侯群（PCOD）　におけるインスリン値の検討

山梨医大産婦人科　○木下　俊彦　　吉田　孝二　端　晶彦　平田修司

　　　　　　　　　　今西　由紀夫　安水　洗彦　加藤　順三

PCODに高インスリン血症が合併することが知られるが、本邦においてはPCODの内分泌学的背景が欧
米と若干異なるにもかかわらずインスリン値に関する検討は少ない。今回、本邦PCOD例のインスリン
値を検討するために以下の研究を行なった。（対象・方法）当院産婦人科を受診した高LH値（≧25mlU
／ml）かっ正常FSH値（≦15mIU／ml）を有し、　LH－RHに対しLHが過剰反応を示した排卵障害婦
人10例（PCOD群）。内分泌学的に異常のない正常月経婦人5例を対象とした。両群に卵胞期初期に75g
糖負荷試験を施行し、負荷前、負荷後30分、60分、90分、120分、の各々の血糖値およびインスリン
値（IRI）を測定した。（成績〉①糖負荷前のインスリン値はPCOD群7．8±1．7μu／ml、対照群7．4±

0．5μu／mlであり有意差は認められなかった。②対照群ではインスリン値は30分値でピーク（107．8
±21．6μu／m1）となった。　PCOD群では30分値54．3±10．5μu／mlと有意に低値（P＜0．05）で
あり、ピークは120分値で明らかに遅延していた。PCOD群30分値の△IRI／△BSはO．99±0．35とイ
ンスリン反応の低下が認められた。しかし、耐糖能低下を示す例はみられなかった。③PCOD群、肥満
度＋20％以上を示した4例のインスリン基礎値は11，4±2．8μu／mlであり、他の6例の5．0±1．4μ
u／mlに比し有意に高値を示したが、対照群間には有意差はなかった。④AndrostenedioneはPCOD
群全体の80％において1．4ng／ml以上の高値であった。　DHEA－Sは75％が正常範囲内であり両androgen

ともインスリン値との相関性はなかった。⑤LH値、　LH／FSH、およびPRL値のいずれもインスリン値
との相関性はみられなかった。（結果）PCODにおいては肥満例を除いては高インスリン血症はかならず

しも合併せず、むしろインスリン反応の低下が認められた。PCODのインスリン値には肥満度が関係し
ている可能性が示唆された。
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P1－31 正常婦人ならびに多嚢胞卵巣症候群（PCOD）婦人におけるdopaminc（DA）負荷前後

のPRL，　LH，　FSll，　esしradi‘）1（E2）．およびprogesterone（P）濃度にっいて

北海道大学医学部産婦人科学教室
○林　正路、岩田憲明、計良光昭、中野正幸、及川　衛、吉田　博

　林　　宏、山本　律、桜木範明、田中俊誠藤本証一郎

【日的】正常婦人ならびにPCOD婦人におけるDA負荷中の血中PRL，　LH，　FSII，　E。，および1｝濃度の変動

を明らかにすることを本研究の日的とした。
【方法】対象は7名のPCOD婦人、および正常排卵周期を有する8名の婦人（contro　1）である。自然発

来月経、もしくは鼓体ホルモンによる消退出血の第3～5日目にDA（4μg／㎏加in）を点滴静注し、

10分間隔で80分間採血した。各種ホルモンは既に報告してある力法で測定した。
【結果】①PrU．の負荷前値はPCOD婦人とcontrol婦人との闘に差を認めなかった。　DA負荷中の減少率

はPCOD婦人の方がcontro1より有意に小さかった（p〈0．OD。②DA負荷中のLltの減少の程度はPCOD婦
人の方がcontro　1婦人より大きかった（PくO．05）。③DA負荷中の［。の減少の程度はPCOD婦人の方がcon－

tro1婦人より大きい傾向が認められた。④DA負荷中にPはPCOD婦人においてのみ増加した。
【結論】①正常婦人ならびにPCOD婦人においてDA負荷中にLHだけでなく1血中PRL，　E，レベルも減少す

ることを明らかにした。②DA負荷中の各種ホルモンの減少率はPCOD婦人と正常婦人で異なることが明

らかにされた。③PCOD婦人においてDAは視床下部一下揺体一卵巣系に特異的に作用しているものと思

われた。

P1－32 多嚢胞性卵巣症候群における副腎機能の検討

名古屋大学医学部分院産婦人科，名古屋大学医学部産婦人科＊

O木村敏男，近藤育代，中村潔史，林　隆行，大沢政巳，成田　収，
　石原　豊t小栗久典芳水谷哲也奪松沢克治f友田　豊＊

　月経異常，卵巣腫大，肥満，男性化徴候を症候的診断基準とする多嚢胞性卵巣症候群は施設によりそ

の診断基準が異なっている。我々は，不妊を主訴として当科を受診した思者にスクリーニングとして

tH－RHテストを行ない過去3年間のデータの検討より①LH（α）≧301U／ml②LH／FSH（O’）≧2．5③LH
（30’）≧1501U／mlのいずれも満たすものを高LH血症とすると、25例がこの条件を満たした。この群の76
％に月経異常，37．5％に超音波エコー上で多嚢胞性卵巣，10％に肥満，40％に多毛又は痙瘡を認めた。

また①Testosterone≧0．8㎎ノm1②Androstendione≧L5ng／ml③DHEA－S≧2000ng／mlのいずれかを
満たすものを高アンドロゲン血症とすると，この80％に月経異常，60％に超音波エコー上で多嚢胞性卵巣

を，12％に肥満，33％に多毛又は座瘡を認めた。　また高LH血症との合併は35％であった。
高アンドロゲン血症を示す症例のうち副腎をその主な産生部位とするDHEA－Sが3000ng／mlを越える5
例に対しDexamethasone抑制後，　ACTH負荷試験を行ない，1例は11β一hydroxylaseの活哲三が低く，
副腎の酵素異常がtriggerとなって月経異常，多嚢胞性卵巣．男性化徴候を来たしたものと思われた。

これらに対し，クロミッド，hMG　一　hCG，合成コルチゾールなどの治療を行ない84％に排卵を認め，ま

た61％に妊娠が成立した。
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P1－33 正常性周期および排卵障害患者の血中

ソマトメジンCの動態

東京女子医科大学産婦人科1＞　東京女子医科大学母子総合医療センター2）

〇三室卓久1〕，岩下光利2），安達知子1），篠崎百合子t）

　大平　篤1），渡辺正子1），武田佳彦1），坂元正一）

〔緒言〕成長因子の一つであるソマトメジンC（SmC）は、種々の臓器で産生されている。　S皿Cは性ステロ

イドによりその値が変化し、卵巣において重要な生理作用を持つことが知られている。今回我々は、正常

性周期teよび排卵障害患者での血中直接SmC動態を検討し、若干の知見を得たので報告する。
〔方法〕正常性周期症例の卵胞期、黄体期診よび視床下部性無月経、多嚢胞性卵巣症候群（pco）において、

EDTA採血を行い、血中直接s皿GをRエAキット（Nicols社製）で測定した。又、全症例で血中LH，　FSH，
PRLを測定し、　PCO症例では、それらに加えてtθθtostθrone（T），　androetenelione（A），　dθhydroepiand－

rostθronθ一sulfate（DHEA－S）も測定し、　SmC値との相関を検討したo

〔結果〕血中の直接SmC値は、正常性周期の卵胞期で0．707土O．106U／血1（n＝12，・mean±SE），黄体期O．863士O．129

U／m1（n＝15，皿ean土SE）と差が見られなかった。又、視床下部性無月経では、　O．588土O．088　U／血1（n＝8，皿ean±SE）

と黄体期の値に比べ有意に低値を示した。PCOの症例では、　SmC値は1．552±O．202U／ml（n＝6，　mθan士SE）と他

の5群に比較し有意（P＞O．OOI）に高値であった。全症例で検討すると、血中のLHとSmG値の間には正の相
関が見られ（r・　O．71，PくO．01）たが、　FSH値，　PRL値との間に有意な相関は見られなかった。又、　PCO症例に

おいてT，A，　DHEA－S値とS皿C値との間には相関は見られなかった。

〔結論，考案〕血中直接SmC値は視床下部性無月経で低く、PCOで高値であった。又、血中のLH値との
間に正の相関が見られた。SmCは卵巣の穎粒膜細胞でも産生され、穎粒膜細胞の増殖、分化に関与してい
るだけでなく内葵膜細胞のandrgenの分泌を刺激することも報告されている。さらに血中のLH，　FSHは穎

粒膜細胞からのSmCの産生を増加させるとされており、血中のSmCの起源に関しては不明であるが、　PCO
においてS皿G値が有意に高値であったことは、PGOの成因にSmGが関与している可能性が示唆される。

P1－34 実験的精巣障害に対する温経湯の障害抑制効果

慈恵医大　泌尿器科

白井　尚、町田豊平、小寺重行、池本　庸、御厨裕治

目的：サイクロホスファマイド（CPM）による実験的精巣障害における、　LH－RH分泌促進作用を有す

るとされる温経湯の精巣障害抑制作用を検討した。

対象および方法：雄性成熟マウスを10週まで飼育後、以下の4群に分け実験を行った。

1）　対照群には生食水0．45認を週1回、計3回腹腔内注射した。2）CPM群には週1回150m2／Kfで
計3回腹腔内注射した。3）CPM＋温経湯群は上記CPM処置と同時に3週間連続、温経湯を4g／Kg
連日経口投与Q4）温経湯単独投与群は温経湯のみを3週間、4g／Kgで連日径口投与。各群、処置終
了後、2週目、6週目に各々5頭ずつ曙殺し精巣を摘出した。一側の精巣はBouin液に固定、　PAS－
Hematoxyl　in染色し光顕的に観察した。精巣障害の効果判定には精巣重量、精細管直経、精細管内総細

胞数をもちいたQ
結果：精巣重量は対照群に比しCPM単独投与群では2週で28．1％，6週で78．4％と減少し、　CPM＋温
経湯群では2週39．2％，6週79，8％，温経湯単独投与群では2週88．0％，6週109．3％と変化した。精細

管直径は対照群に比しCPM単独投一与群では2週で60．3％，6週で88．4％，　CPM＋温経湯群では70．9％，

88．4％，温経湯単独投与群では99．4％，100．4％だった。精管内総細胞数は対照群に比しCPM単独投与群

では2週で24．8％、6週で64，4％，CPM十温経湯群では43．7％，96．6％、温経湯単独投与群では103．1％，

117．7％だったo

考案蔚よびまとめ：CPM単独投与群とCPM十温経湯群を比較すると精巣重1巳1：ならびに精細管直径は2　　’

週後でCPM＋温経湯投与群が障書軽慶で、精細管内総細胞数でも6週後で減少程度が少なかった。

以上より温経湯はCPMによる精巣障害を軽減すると推察された。
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Pl－35
男性不妊症に対する補中益気湯，コウジン末併用療法の経験

東北大学医学部泌尿器科

○佐藤和宏，前原郁夫，佐藤滋彰，高橋　勝，平松正義，折笠精一

　男性不妊症に対する薬物療法の1つとして近年漢方製剤が注目されている。光川らは以前補中益気湯

を当科不妊外来患者55例に使用し，精子濃度，精子運動能が約70％の症例で改善し13例（23．6％）で妊娠

成立をみた事を報告している。一方石神は乏精子症24例にニンジンを投与し17例（7Q8％）で精子濃度の
改善をみたと報告している。そこで今回我々は男性不妊症者に対し補中益気湯とオタネニンジンの根か
ら抽出されたコウジン末の併用療法を試みたのでその結果について報告する。

　対象は当科不妊外来を受診し，無精子症，膿精液症等を除外した32例である。まず前値として精液検
査を2回施行後，補中益気湯7．6　g，コウジン末3．Ogを1日h丘として12週間投与し，4週，8週，12週で
精液検査を施行した。又前及び12週後に血中LH，　FSH，　T，　PRL値，精漿中亜鉛，果糖及び耳血，生化学
を測定した。32例の精子濃度（×106／ml）別内訳は，1－一　10，4例，11～20，15例，21～40，8例，41以

上5例と精子濃度20×106／ml以下の乏精子症例が多かった。
　現在12週までの結果が得られたのは10例であり，前値と12週値の比較では精子濃度（×106／ml）平均35．0

一
平均426，総精子数（xlO6）92．4　一・147．　1，精子運動能（SMEI）64．0　一・　99　1と改善していた。　この内7例

は精子濃度の増加率が前値の50％以上と著明な改善がみられ，この傾向は投与4過後からみられるもの

が多かった。その他の症例も含め，精子濃度，精子運動能，ホルモン値，精漿中亜鉛，果糖等の推移を
推計学的処理を加え報告する予定である。

P1－36 ッムラ温経湯による特発性乏精子症の治療

東京慈恵会医科大学泌尿器科教室

　○池本　庸、町田豊平、小寺重行、御厨裕治、白井　尚

　特発性造精機能障害患者に対する漢方薬治療はその成績が比較的良好なことから注目されているが、これらの製

剤の作用メカニズムは今だ不明な点が多い。今回雌ラットにおいてLHRH分泌作用があるとされる漢方ッムラ温

経湯（TJ－106）を特発性乏精子症患者に投与してその成績を検討した。

対象及び方法：対象は精子数は400×106／fU　1以下の乏精子症、または運動率40％以下の精子無力症患者25例であ

る。これらにツムラの温経湯7．5身／日を原則として3ケ月投与した。投与前に2回、投与中は2ケ月に1回精液

検査を施行した。

結果：精液検査では精液量、精子運動率には投与前後で明らかな有意差はみられなかった。しかし精子数は治療前

平均19．3±15．　3×106／m1が治療後平均33．0±27．1×106／mlで有意差（pくO．・05）をもって増加が認められた。

一
方血中FSH，　LH，テストステロン値は治療前後で有意差はみられず、むしろその平均値はやや低下する傾向

にあった。また治療期間中の妊娠は5例（20％）で認められた。

考案及び結語：本剤は雌ラットにおけるinvitroの実験でLHRH分泌促進作用があるとされ、今日男子不妊症の
治療薬として一部で使用されているクロミフェンと似た薬理効果が考えられる。しかし今回の投与量、投与期間では血

中FSH、　LHの上昇傾向は認められず、治療後の改善症例に必ずしもFSH、　LHの上昇が認められなかったこ
とから、その雄性性腺系に対する薬理効果はさらに複雑なものであると考えられる。一方、今回の臨床試験では乏

精子症において明らかに精子数の増加が認められ、かつ妊娠成功率も高率であったことから、今後適正な投与量の

検討を行なえば、男子不妊症の内服治療剤として期待できるものと考えられた。
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P1－37 特発性男子不妊症に対する内分泌療法

千葉大学医学部泌尿器科学教室
0布施秀樹，始関吉生，高原正信，石井弘之，角谷秀典，島崎　淳

　目的：特発性男子不妊症の治療は，内分泌療法と非内分泌療法に大別される。昨年の本学会で前者に

属するクエン酸タモキシフェンの治療成績について報告した。今回，さらに本剤を投与した症例を重ね
るとともに，そのほかの内分泌療法剤についても合わせて検討したので報告する。

　対象および方法：1986年より1988年までに不妊を主訴とし，特発性男子不妊症と診断した患者を対
象とした。これらに対して①クエン酸タモキシフェン20　M9，連日投与②クエン酸ク・ミフェン25　M9，3

週内服，1週休薬③hCG1000単位およびhMG75単位の週2回投与を施行した。12週治療し，その前
後の精液所見，血中LH，　FSH，プ・ラクチン，テストステPンおよびエストラジオール値を測定し
た。精液所見の効果判定は飯塚らのそれに従った。著効および有効のものを改善とした。

　結果：クエン酸タモキシフェソを95例に投与した。精子濃度の改善率は35％，精子運動率のそれは21

％であった。血中テストステロン値の低いものに精液所見の改善をみたものが多かった。LHおよび
FSHの高値のものは，治療に反応しにくかった。プロラクチン値は，治療前後で変化なかったが，他

のホルモン値は，いずれも治療後，上昇した。クエン酸クロミフェンが投与された45例の精子濃度およ

び精子運動率の改善率は，それぞれ25％ならびに15％であった。投与前FSHの高いものは，精液所見
の改善率が低かった。hCGおよびhMG投与例15例では，精子濃度および精子運動率とも15％の改善率
であり，前2剤と比較し低率であった。血中テストステロン値は有意に上昇したが，その変動と治療効

果に関係がなかった。　結語：クエン酸タモキシフェンおよびクエン酸ク・ミフェンは治療前FSE【の
高いものは，治療に反応しにくかった。前者は血中テストステロン値の低いものに改善をみたものが多か

った。hCG，　hMG投与例は前2者に比し，改善率が低かった。

Pl－38 両側精巣生検に対する一考察

川崎医科大学泌尿器科学教室

○河原弘之，福永康作，田中啓幹

t

　男子不妊症の原因検索の1つとして無精子症や，高度乏精子症に対し両側精巣生検が良く行われてい

る．しかし，一般に特発性男子不妊症で精巣生検像に左右差がみられることは少ない様に考えられる．

今回，当科不妊外来を受診し，両側精巣生検を施行した症例を対象に検討を行った．

［対象］無精子症および高度乏精子症の患者で，両側精巣生検を行った94例を対象とした・
［方法］精巣生検はBouin液固定後，パラフィン包埋し，H－E染色にて鏡検した．精巣生検像は市川・

熊本分類，およびJohansθn　mθan　score　count（JMSO）を用いて分類した．

［結果］無精子症の43例には，Ser七〇li　cθ110nly　syndromeが20例，　Klinefθ1七er　syn－
dromeが2例，および特発性無精子症21例が含まれていた．上記両症候群の精巣組織所見に左右差は
みられなかった．特発性無精子症では19例に左右差はみられなかったが，2例に左右差が認められ1例
は右側停留精巣と左側精管欠損症を伴っており，1例は原因不明であった．精子数ID×1　06／ml以下
の高度乏精子症29例では2例が左右差を示したが，低下側の原因は精索捻転症と停留精巣であった．

［考按］両側精巣生検を行った94例のうち組織像に左右差がみられたのは4例（4．5％）であり，　3

例は低下側に基礎疾患がみられ，1例のみ原因不明であった．また，内分泌検査が正常であり精路通過

障害のない無精子症の場合，試験切開により精巣上体管での閉塞がみられることがある．これらのこと
より従来行っていた生検法では不十分であり，症例をよく検討の上，片側試験切開法がよいと考えられ
る．
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Pl－39
当院における腹腔鏡下手術の検討

東邦大学第一産婦人科　O小林信一，柳堀　厚，間崎和夫，森田峰人，
　大高　究，油田啓一，椎名一雄，小島栄占，伊藤元博，平川　舜，

　百瀬和夫

　産婦人科領域における腹腔鏡検査は，従来の不妊症の原因精査だけではなく各種疾患の診断や治療方針

の決定などに幅広く応用されている。また電子内視鏡やレーザーなどの機器の進歩は腹腔内での操作を簡

便にし，最近では検査目的としてだけではなく，多目的な腹腔鏡下手術の実施が増加してきている。当院

における最近5年間の腹腔鏡施行総数は506症例であり，総数に対する手術数の割合は1983年度の64例

中32例（50％）より，1987年度では157例中106例（68％）と18％上昇している。手術例中YAGレーザー

の使用率も8例（25％）から35例（33％）に増加している。従来は不妊症治療としての卵巣部分切除術が手

術数の約80％を占めていたが，1987年度では手術数106例中58例（55％）と次第にその割合は減少し，そ

れに対して癒着剥離術27例（25％），子宮内膜症焼灼17例（16％），卵巣腫瘍治療14例（13％），卵管開U

術9例（8％），子宮外妊娠治療8例（7％）などが増加している点，また同一症例に対して複数の処illヱが施

行されている点が注目される。さらに子宮外妊娠はその診断後に開腹手術が行われていたが，条件により

腹腔鏡下に治療する事が可能となり有効な治療成績を得ている。

　腹腔鏡下手術は開腹による操作に比べ，正確性や操作性には劣るが，術中出血は少量であり，術後の癒

着の問題や術後の患者のリスクを考慮すれば，今後さらにその適応の拡大が期待される。

P1－40 子宮奇形と不妊

筑波大学臨床医学系産婦人科

O西田正人，辻泰二，片瀬功芳，岩崎寛和

　子宮奇形が流産の原因になることはよく知られており，形成術により妊孕性は著しく改善され，生児

を得る率は80％以上にも達する。しかしながら，子宮奇形が不妊の原因となるか否かは明らかではな

い。我々は原発性不妊であって，子宮奇形以外に不妊原因が無い場合には勿論，他の不妊原因があって
もそれが治療可能である場合には積極的に形成術を施行してきた。今回はその結果について報告する。

【対象】対象は当院を受診した不妊患者のうち原発性不妊であって，しかも子宮奇形を有していた5例

である。手術施行時迄の不妊期間は2年4ヵ月から10年に分布して平均5年10ヵ月である。子宮奇形
は不全中隔子宮3例，単頸双角子宮1例，T－shaped　Uterus　1例である。術式は不全中隔子宮に対して
は我々が開発したJ。nes術式の変法をおこない，単頸双角子宮とT－shaped　Uterusに対してはStrass－

mann手術をおこなった。3例は他に不妊原因は無く，2例に排卵障害が認められた。
【成績】術後5例全例に合計7回の妊娠が成立し，現在妊娠中（妊娠31週）の1例を除く6妊娠はすぺ

て正期産となった。排卵障害のあった1例はSexovidを併用して妊娠したが，それ以外は全て自然妊娠

であった。術後妊娠迄の期間は術後3ヵ月の避妊期間を含めて5ヵ月1例，7ヵ月3例，3年1ヵ月1
例で平均12ヵ月であった。

【考察】子宮奇形が不妊の原因となることは比較的まれである。しかし，今回の我々の成績が示すよう

に，不妊であってしかも子宮奇形を有する患者に対しmetroplastyを行うと妊娠が成立することも事実

である。このことは子宮奇形が確実に不妊原因になりえることを示している。しかしながら，同じ形の

子宮奇形であっても流産になる場合と不妊になる場合があり，何故不妊になるのかその理由は明らかで
は無い。

1
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Pl－41
閉鎖的骨盤腔手術の止血手技

名古屋市　可世木病院　○可世木辰夫　加藤正三　可世木公美子　松原一太

名古屋第1日赤　　　　　可世木成明

　このビデオでは閉鎖的骨盤腔手術に際しての止血対策の内、特殊電気器具を使わない方法にっいて考

察した。

　普通骨盤腔では血管の走向は大体一定しているから．其の部は絶対避ける必要がある。前腹壁の血管

からの出血は、原因となったトロカールを側方に倒して、撹傷血管を止血するまで圧迫を続ける。或は

オキシセルガーゼタンポンを可溶性糸で結び、これを鏡筒用トロカールより腹腔に投じ、出血させたト

ロカールを通して糸を腹腔外に導いて、外部の固定材料（ガーゼ球）に結紮保定するe又出血点の両側

に細いトロカールを刺入し、一方から糸を投じ、他方から糸を引き出し、腹壁血管を結紮すればよい。

ルペルダン針を使用すれば糸の刺入と引き出しが容易にできる。

　大網膜の腹壁癒着は癒着の接点を探せば出血なく剥離ができる。手術搬痕部の癒着の場合はEthi

－ binderの買結びで大網の切断部を捕えて結紮する。Ethi－binderの糸はRoederの結
紮で罠結びが作られている。小さい切開、切除部分からの小出血は鉗子で挟んで止まるまで放置する。

確実には縫合止血をする。針には直針と曲針がある。直針は保持が容易であるが刺入に力を必要とする。

曲針はへの字に持てば使えないからノの字様に持つ必要がある。への字型に針を捕えたら2本の鉗子で

サの字型に持って、鉗子の柄を八字型にしごくと針はノの字型に上を向く。曲針は回転運動を変えると

針が進む。針は4－0の糸を短く切って使用する。腹中の結紮が困難なので、針を通した糸の両端を腹

外に持ち出してR。ederの結節を作り、これを輸送子で腹腔に導いてしめる方法がある。術者の改

変結節の作り方、結節輸送子等を供覧する。

P1－42 子宮筋腫核出術におけるGnRH　agonist術前投与の有効性にっいて

九州大学医学部婦人科学産科学教室

O中村元一、吉満陽孝、演田政雄、佐野正敏、石　明寛、松口博之、
　森下哲哉、中野仁雄

（目的）GnRH　agDnistは長期連続投与により、下垂体のGnRH　receptorのdoun　regulationを引き起こ

し、その結果として、卵巣でのestrogen産生を抑制することが知られており、外性子宮内膜症への応用

が試みられている。本研究ではこのestrogen抑制作用に着目し、子宮筋腫核出術における術前投与の有
効性にっき検討した。（対象）九州大学医学部付属病院産婦人科外来を受診した3名の子宮筋腫患者で

寧齢は、25、30、33才であり、未婚2人、既婚1人であった。主訴は、月経痛、不正性器出血、下腹部
膨満感、過多月経などであった。（方法）GnRH　agonist（Buserelin）600～1，200　”9／dayを23～25週間

鼻腔内へ投与し、投与終了直後に開腹し、筋腫核出術を施行した。2名の患者では投与前後に子宮卵管
造影法（HSのを行い、子宮の形状などを比較した。子宮の大きさは主に、超音波断層法を用いて計測し
た。それぞれに直交する3方向を測定し、回転楕円形と仮定して容積を推定し、投与前後で比較した。
また、投与前後での血中estradiol（E．）値をRIAにて測定し、比較した。（結果）投与前後の子宮の容
積はそれぞれ、1177．4→569．8cm’“、729．1→474。6c皿3、1766．1→904．3cm3であり、醜の危険率で有意な

減少を示した（paired　t－test）。投与前後のHSGの比較では、著明な内腔の縮小が見られた。開腹時の

筋腫の個数はそれぞれ、1、2、2個であり、出血量は150囮1、140m1、180皿1であった。血中E2値の平
均は投与前後でそれぞれ、240．7±84．9（H±SD）P9／ml、19．3±8．lp9／m1であり、有意に減少していた。

GnRH投与中の副作用としては、　hot　flush、悪心、肩凝りなどが見られたがいずれも軽度であり、特に

問題はなかった。（結論）GnRH投与により子宮は有意な縮小を示し、術創も短く、術中出血量も少量で
あった。副作川も経度で、GnRHは筋腫核出術の術前投与として有効な治療法であると思われた。
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P1－43 新しいAIH針「フレスポイト」を用いたAIHの臨床成績の検討

越谷市立病院産婦人科金子隆弘，田中　温，戸枝通保，長沢　敢，山本　勉

順天堂大学医学部産婦人科　高田道夫

〈目的＞AIHの妊娠率を向上するためには子宮腔内へのAIII針の挿入の際の技術的な問題が重要であ
る。しかしAIH針の挿入がうまくいかずに子宮腔内に注入できず，また出血を伴ったりする症例が少な
くないのが現状である。今回我々は，従来のAIH針に比べ柔軟性に富み，挿入が容易なフレスポイト
（北里サプライ社製）をAIH針として使用し，その臨床成績について検討したので報告する。
〈方法〉フレスポイトは塩化ビニールでできており，子宮腔にそって進入できる適度な柔軟性を有し，L
サイズ（7．0㎝）とMサイズ（5．Oc皿）の2種類があるが，おもにMサイズを使用した。AIH施行日は経膣
超音波検査による卵胞計測，LHカラーによる尿中LII濃度測定の結果決定した。良好精子の選別はパー
コール2層法を原則として使用した。1meのツベルクリソ注射筒に0．3～0．5・6の精子浮遊液を吸引し，外
子宮口より子宮腔に沿わせ，ツベルクリソ注射筒との装着部がみえなくなるまで挿入し，注入した。挿入
が困難な場合は，子宮膣部前唇にマルチソ鉗子をかけ手前に牽引し挿入した。
〈結果〉①フレスポイト使用群の妊娠率（1988．2～1988．6）は対周期当り5％（30／656周期）対患者当り
23％（30／130患者）で，従来のAIH使用群の妊娠率（1986，10～1988．1）は対周期当り5％（125／2498周期）

対患者当り18％（125／694患者）であり，フレスポイト使用群では，対患者当りの妊娠率が高値を示した。
②フレスポイト挿入に関し，不可能であった症例は2．4％（16／656），困難であった症例は7．　39・（48／656），

容易であった症例は90．3％（592／656）であった。③出血を認めた症例は全体の5．4％（36／656）にすぎなかっ

た。④フレスポイトの挿入が困難または不可能であった症例は，頸管が左右，前後に屈曲していたり極度
な前屈か後屈を示す症例に多く認められた。
〈結論〉新しいAIH針「フレスポイト」は，挿入が容易である，出血が少ない，使い捨てである，及び
廉価であるなどの臨床上の長所を有することが判った。

P1－44 不妊を訴えた精索静脈瘤症例に対する経皮的内精静脈塞栓術とその治療成績

高津中央病院　泌尿器科　○藤井徳照

昭和大学　　　泌尿器科　　吉田英機，永田篤文，渡辺政信，今村一男

　左精索静脈瘤は男性不妊症の原因として重視されている。その治療として最近では腎静脈への流入部で，ドプラ

ー を使用して内精静脈のみを結紮する方法や，経皮的に内精静脈を塞栓する方法などが行われている。我々も不妊

を訴えて来院した患者で左精索静脈瘤を認めた症例に対し，steel　coilによる経皮的内精静脈塞栓術を施行したの

で，その治療成績にっいて報告する。

【対象と方法】1986年4月から1988年3月までの間に，当科男性不妊外来を受診した症例で，左精索静脈瘤を

認めた13例（28歳から45歳）に対し，右大腿静脈よりセルディンガー法を用い経皮的に6FのJ型カテーテルを

左腎静脈内に挿入し，バルサルバ法を行ないつつ左腎静脈造影を行ない，左内精静脈を確認した。その後ガイ

ドワイヤーを拡張した内精静脈内へ進め，さらにガイドワイヤーに沿ってカテーテルを挿入し，10～20meの造

影剤を3～4　me／secで注入し左内精静脈造影を行なった。内精静脈の内径を測定した後，塞栓部位とsteel

coilの大きさを決定し，1～3か所に塞栓を施行した。

【結果】経皮的塞栓術を施行した13例中1例で術後6週目に再発を認めた。この再発例はcoilの大きさの選択

の誤りであり，再塞栓術を施行し約6か月後の現在再々発を認めていない。全例入院期間は2日間で，術後の

血腫形成や疹痛を訴えた症例はなかった。全例3か月以⊥（4か月から2年3か月）経過観察を行い得，8例
（61．5％）で精液所見の著明な改善を認め，その中の4例で自然妊娠の成立を認めた。

【考察およびまとめ】経皮的内精静脈塞栓術は，局所麻酔下で施行出来るため入院期間が短く，かっ内精静脈

の造影所見から塞栓部位とcoi1の数や大きさを決め，直ちに塞栓術が施行出来，その治療成績も内精静脈の高

位結紮術に匹敵するため，不妊を訴えた左精索静脈瘤患者に対する治療法として有用であり，かつ第1選択と

して施行してみる価値は大いにあるとJZえる。



（1015）333

P1－45
顕微鏡下精索静脈瘤根治術の手術成績

帝京大学医学部附属市原病院泌尿器科

○柳　重行，始関吉生，山口邦雄，伊藤晴夫

A 　精索静脈瘤は男性不妊の原因として注目を集めており，手術法としては内精静脈高位結紮術が一般に

行われている。しかし，術後に静脈瘤の存続，再発を認めることがある。これは本症の発生機序として，

近位のみならず遠位クルミ割b現症が存在することが原因であり，両者に適応する方法として，我々は

顕微鏡下に新しい術式を開発し，すでに第31回本総会及び第51回日本泌尿器科学会東部総会で発表した。

今回は，本法による手術成績にっいて，特に男性不妊に対する治療成績を中心に報告する。

　対象：9～　41才の精索静脈瘤患者30例であり，男性不妊主訴患者20例，その他10例（思春期前3例を

含む）である。思春期前の1例は内精静脈結紮術後の静脈瘤存続例である。

　結果：1　精索静脈瘤根治術としての成績は，術後3カ月で30例中28例（93％）で静脈瘤は消失，6

　　　　　カ月後では全例消失した。ドップラー血流検査では術後3ヵ月で全例静脈逆流は消失した。

　　　　2．男性不妊主訴患者20例での精液所見は，精子濃度で60％の改善，運動率では55％の改善が

　　　　　認められた。

　　　　3．術後早期の陰獲浮腫が30例中5例（17％）に見られたが，3カ月以上後に静脈瘤の存続や

　　　　　精巣萎縮を来たした症例はなかった。

　結論：本法による精索静脈瘤根治成績は極めて良く，精液所見の改善も良好であったが，究極の目的

である妊娠に関しては，観察期間が短く結論が得られなかった。

P1－46
不妊外来における最近5年間の妊娠例に関する検討

長崎大学医学部産科婦人科学教室

○黄　宏駿、梶村秀雄、宮川　淳、石丸忠之、山辺　徹

　昭和58年から62年までの5年間に当科不妊外来を受診した原発不妊患者30ワ例のうち83例、続発
不妊患者109例のうち50例が妊娠し、これらの妊娠率は32．0％であった。そこで、妊娠の成立した計

153例について、臨床的に考察した。
　初診年令は原発不妊では27～29才、続発不妊では28～31才に集中し、原発および続発不妊とも、
その不妊期聞が1～3年の例に多くの妊娠成立が認められた。なお原発、続発不妊ともに機能性のもの

が多かった。高IPRL血症の例に対しては、甲状腺疾患や下垂体腺腫などを否定した上で、　CB－154投与

による治療が行われた。腹腔鏡検査で診断された子宮内膜症にはdanazol、黄体機能不全症にはhCG
またはprogestogenが投与された。排卵障害の治療には、　clomiphene、hM（｝－hCGなどの排卵誘発
剤が用いられた。男性因子による不妊には、swim　up法により運動精子のみを収集し、　AエHを積極的に

行った結果、62例のうち14例に妊娠の成立をみた。子宮因子としては不全子宮中隔が多く、mθtro－

plastyにより9例のうち5例が妊娠した。また卵管因子のうちPFAの症例に対しては、　micro－
surgeryを施行したが、妊娠の成立は18例のうち2例にすきなかった。一方、子宮卵管造影法後の妊

娠は施行後3ヵ月以内の例に多く、治療的な意義も大きいように思われた。
　これらの妊娠例のうちには、胎児水腫1例、子宮内胎児死亡2例、流産8例があり、現在、妊娠中の

5例を除いて、そのほかの117例ではすべて生児が得られた。なおこのうちには、clomiPhene治療に

よる品胎の1例が含まれている。
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P1－47 当科における5年間の不妊症統計

札幌医大産婦人科

○水沼正弘、渡辺広史、藤井美穂、遠藤俊明、山本　弘、幡　　洋、
　下谷保治、田中11B　一、橋本正淑

　当科不妊症外来を昭和57年から61年までの5年間に受診した1，033名にっいて臨床統計を行った。
　その結果、不妊症患者の全外来患者数に対する割合は6．6％であった。そのうち原発性不妊症は73

％で、続発生不妊症は27％であった。初診ll寺年齢は原発性不妊が25才～29才、続発性不妊では
30才～34才にピークがあった。初診時までの不妊期聞は原発1／llイ・妊で3～5年、続発性不妊では2

～ 3年にピークがあった。
　不妊原因は卵管因子、排卵因子、男性因子、子宮因子、機能t’［不妊に分類した。原発性不妊では卵管

因子（51．3％）、男性因子（37．9％）が多く、続発性不妊でも卵管因子（500％）が多かった。

　妊娠率は原発t（1｛不妊が31．9％、続発性不妊が36．7％と後荷の方が高かった。受診から妊娠までの

期間は1年未満が原発性、続発性不妊とも81％と最も多く、また妊娠例の98％は2年以内に妊娠し
た。

　流産率は8．2％であり一般妊婦の流産率と差がなかった。

　以上より問題となるのは妊娠例の98％が受診後2年以内の妊娠であり、長期通院者の妊娠例が極端
に少ない事である。このような難治不妊の症例に対する治療法を再検討する必嬰があると思われた。

轟

4

P1－48 リレーショナルデーターベースによる当科不妊外来における

患者管理及びその統計

京都府立医科大学産婦人科教室

0細田修司，大野洋介，田村秀子，北川一郎，岡田弘二

　当科不妊外来では昨年の第32回学術講演会において発表したように、不妊症患者の登録管理とマイク
ロコンピューターによるリレーショナルデーターべ一ス（R＝BASE　5000）によって行っている。今回，

昭和62年4月1日より昭和63年6月30日までに当外来を受診した不妊症患者325名について統計的解析
を行ったので報告する。受診患者325名中200名は初診患者で1ケ月平均13名の初診患者がこの期間中
受診した。原発性不妊，続発性不妊は各々210名，114名で，受診患者の平均年令は30才であった。主
な不妊原因の内訳は，排卵障害124名（38％），男性因子109名（34％），卵管因子74名（23％），黄体機
能不全22名（7％），子宮内膜症20名（6％），頸管因子10名（3％）であった。この期間に妊娠の成立した

患者は74名で，排卵誘発剤によるものが34例，特に治瞭を行っていない妊娠成立が25例に認められた。

他にAIHにて6例，通水療法で5例，　GIFTにより3例の妊娠が成立した。排卵誘発法別では，　HMG－
HCG療法15例，クロミッド療法11例，クロミッド・デカドロン療法3例，プロモクリプチン療法5例
であった。妊娠例の多くは排卵障害患者でこれらの患者の殆どは治療開始後1年以内に妊娠の成立を認
めている。また，AIHによる妊娠例6例のうち，4例がSwim　up精’f一によるAIHによって妊娠した。
通水療法による実施回数あたりの妊娠率は、AIHによる妊娠率よりはるかに高率であった。このように，

リレーショナルデーターベースを用いた不妊患者の管理は不妊原因および治療成績にっいて正確なデー
ターを即座に分析することができる。その結果，患者個々に対して，より有効な治療法の選択が可能と
なり治療成績の向」二に結びつくと考えられる。

4
1
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P1－49
HMG－HCG療法により妊娠に成功した9症例（10妊娠）に関する検討

長崎大学医学部産科婦人科学教室

0梶村秀雄、一瀬俊介、岡本純英、石丸忠之、山辺　徹

　HMG－一一HC（｝療法は重篤な排卵障害に対して優れた排卵誘発効果を有するが、必ずしも妊娠率が高いと
はいえない。そこで、HMG－HC　G療法を施行し、妊娠した症例について臨床的検討を行った。〔対象と

方法〕当科不妊外来で、昭和58年4月より昭和63年3月までの5年間にHMG－HC　G療法を施行した無
月経症例のうち、多嚢胞性卵巣症候群を除いた9症例（10妊娠）を対象とし、hCG切り替え時の卵胞

の大きさ、血中estradiolおよびprogesterone値、さらに、卵巣過剰刺激症候群（OHSS）発生の
有無などについて検討した。〔成績と結果〕月軽異常の程度は、第1度無月経4例、第2度無月経5例

であった。結婚年齢、初診年齢および妊娠年齢の平均値はそれぞれ25．3歳、28．ワ歳および30．ワ歳
であり、結婚から初診までの期間は平均3．3年、また結婚から初回妊娠までの期間は平均5．3年と、比

較的長い期間を要していた。上記9例に対し、HMG－HCG療法は計45周期に行われ、うち30周期に排
卵が認められ、排卵率は30／45周期（67％）であった。また、OHSSはすべて排卵周期に認められ、9
周期に発生し、発生率は9／45周期（20％）であった。ここで、OHSS非発生群では9／21周期（43％）、

またOHSS発生群では1／9周期（11％）に妊娠が成立した。なお、　OHSSの診断基準は超音波断層法を用

い卵巣の長径が5。ocmを越えたものをOHSSとみなした。妊娠はすべて正期産であり、流早産は認めな

かった。HCG切り替え時の最大卵胞授径および血中e8tradi。1値はそれぞれ15～23㎜、および68～
1，900pg／mlと、症例によりかなりの差があり、妊娠の成立とは一定の関係は認められなかった。ま

た、血中proges七erone値は0．50～1．llng／mlであり、premature　luteinizationの徴候は認
められなかった。以上より、少数例の成績ではあるが、妊娠率はOHSS非発生周期で高い傾向が認めら

れ、OHSSの発生は妊娠成立に対し不利に作用する可能性が示唆された。

1

P1－50 排卵障害婦人に対する各種排卵誘発法の比較検討

賛育会病院　産婦人科

○友成廉平，合阪幸三，吉松　淳，多和EU哲雄．国保健太郎，吉田浩介

　当科不妊外来に於いて排卵障害ありと診断された患者に対し，各種排卵誘発法を施行しその効果を検

討した。（方法）昭和59年7月より4年間に当科不妊外来を受診した394例のうち，種々の内分泌学的
検査，BBT．超音波断層法等により排卵障害の認められた147例を対象とした。内訳はprolactin（P

RL）関連疾患（高PRL血症．潜在性高PRL血症，乳漏症；以下PRD）107例．内分泌学的PCO
（FSH≦15ml　U／nd，1、H≧30m　IU／Fhze，　LH－RH負荷によりLHの過剰反応を示す）16例，黄体
機能不全14例，下垂体機能不全7例．卵巣性無排卵症3例であった。これらに対し，bromocripti　ne

（Br．）．clomiphen　citrate（Cl．），cyclophenyl（S．）、HMG－IICG療法を施行しその効果を
検討した。

（成績）①Br．投一与によりPRDの82．0％が排卵し31．5％に妊娠が成立し良好な成績を得た。又PCO
ではBr．投与で90．O％が排卵し70．O％に妊娠が成立した。黄体機能不全例にBr．投与するとやや成績

が悪く37．5％が排卵し12．5％が妊娠した。②Cl．を22名に投与したところ全例が排卵し6名（27．3

％）が妊娠した。③S．を30名に投与したところ29名（96．6％）が排卵し6名（20．0％）が妊娠し
た。④HMG－HCG療法を17名に施行し全例に排卵を認め5名（29．4％）が妊娠した。多胎は1例
認められた双胎のみであった。（結論）各種排卵誘発法を組み合わせることにより良好な排卵率が得ら
れ，147例中54例（36．7％）に妊娠が成立した。
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P1－51 術後癒着防止剤としての32％デキストラン70の効果

東京大学医学部産科婦人科教室

〇五味淵秀人・塩津英美・三橋直樹・水野正彦

　卵管周囲癒着は卵管性不妊のなかでも重要な問題であることは周知のことである。卵管周囲癒着の原
因は炎症，子宮内膜症，手術操作など多岐にわたる。このなかでも手術後の癒着はできる限り防止しな

ければならないものであり様々な対策がなされている。32％Dextran　70（キセラン・塩野義）の腹腔内
投与が有効であるとの報告は多く、われわれも基礎実験の後に臨床に用いている。本剤の癒着防1止効果
は多量の腹水を引き出すことによるhydr・fl・ating　effectであり，更に腹腔内に投与された本剤は吸収・

排泄が遅く長く腹腔内に残留す．るため長時問にわたり創部の他臓器との接触を阻止することで術後癒着
を防止することが主たるものとされている。近年、これ以外にも本剤の直接的効果として　fib・in・lytic

effectがあることが報告されまた新たな一面が示された。そこでわれわれは当科不妊外来受診中の患者
のうちmetroplasty，　microsurgical　tubat　ptastyなどを施行した症例で術後癒着防止を目的として閉腹時

に本剤200me腹腔内投与した11例より術後第1～5病日まで連日に腹水および血清を採取し，各検体中
の本剤の濃度とともに腹水中のplasmin・gen　activat・rの濃度を測定した。なお，濃度はanthr・ne吸光度

法で，plasminogen　activatorはELiSA法にて測定した。腹水中濃度は第1病日43．54士7．77mg！meであり，
その後漸減し第5病日には13，71±O．OSmg　／meとなった。血清中濃度は第1病1－10．88士0．25mg　／meであったが

以後ヒ昇し第4病日にピーク（3．89土1．01mgime）となった。一方，各腹水とも高濃度のplas　ni　in・gen　activat・r

を含有していた。以上より，腹腔内に投与された32％Dextran　70は少なくとも5倍以一Lの腹水を誘起さ
せる可能性があり癒着の初期形成期においてhydrofl。ating　effectを示していると考えられた。さらに，

貯留した腹水は高い線維素溶解能を有しており，これによる癒着防11二効果も持つことが推測された。

¶

P1－52 子宮筋腫合併不妊婦人における筋腫核出後の妊娠率に関する検討

富山県立中央病院産婦人科
O舟本　寛，佐竹紳一郎，村田雅文，丘村　誠，中野　隆，南　幹雄，
　舘野政也

　子宮筋腫は性成熟婦人において，最も多い疾患の一つであり，筋腫婦人の50～40％に不妊が存在す
るといわれている。そのため挙児希望患者において，子宮筋腫をみとめ，これが不妊の原因とみられる
場合には積極的に筋腫核出術が必要となる。今回，我々は不妊を主訴として来院し，内診，超音波診断
法，子宮卵管造影法，およびHyst，erofiberscopeなどで子宮筋腫と診断し，その後，筋腫核出術を施行し

た45例について検討を加えたので報告する。

　昭和55年4月より昭和63年5月までの10年間の間に，挙児希望患者で筋腫核出術を施行した症例は45
例であった。それらの手術時の平均年令は51．2±4．0才であり，平均不妊期間は5．4±4．2年であった。

45例中17例（57．8％）に19回の妊娠が成立した。19妊娠のうち自然流産1例，子宮外妊娠1例，早産
が2例で，満期産は15例であった。　また手術より初回妊娠までの期間は1年以内が9例，1年から3年
までがア例，5年以上が1例のみであり，平均14．　4±10．8カ月であった。

　分娩を行なった17妊娠のうち経膣分娩は5例であり，14例は帝王切開術を施行した。
　その他，筋腫の発生部位，妊娠成功例の合併症，新生児および胎盤所見についても検討したので報告
する。
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P1－53
卵巣機能不全不妊症の漢方療法

假野クリニック

○假野隆司

〈目的〉卵巣機能不全不妊症の「証」を決定し、現代の同症の原因を漢方医学的に考察することと、随
証療法による漢方薬の治療成績を検討すること。
〈対象と方法〉　実質不妊期間3年以上の432例を対象として、体形、自覚症状、腹診、便通で「証」
を決定するとともに、漢方薬別の治療成績を調べた。

〈結果〉「証」の分布が最も多かったのは加味迫遥散（195例，45．1％）で、次いで当帰萄薬散、桂

枝挟苓丸であった。加味迫遥散には重症例が、当帰萄薬散、桂枝探苓丸には軽症例が多かった。生児分
娩を確認した正常妊娠例において最も例数が多かったのは加味迫遥散（34例）であり、妊娠率が高か
ったのは当帰萄薬散（27，0％）であった。また、流産は温経湯、加味迫遥散で高率であった。さらに、

正常妊娠例の6L4％が卵胞機能賦活の目的で用いた薬物が漢方薬単独であった。
〈結論〉現代の卵巣機能不全不妊症の原因としてはストレスの心因性反応による中枢性の症例と、骨盤

内末梢循環不全（痕血）に起因する末梢性の症例が多い。また、「証」が合った漢方薬は同症に有効で
ある。

P1－54 男子不妊症に対するッムラ補中益気湯とカルナクリンとの比較臨床試験

富山医科薬科大学泌尿器科学教室

　○風間泰蔵，笹川五十次，寺田為義，里見定信，片山　喬

　カリジノゲナーゼ製剤であるカルナクリンの男子不妊症に対する有用性は既に知られており，精子運
動率に対する効果は高いとされているが，精子数増加効果にっいてはいまだ問題もある。補中益気湯も

既に男子不妊に有用との報告が見られているが，他剤との比較を行なった報告は無い。そこで，男性不
妊患者に対する有用性および安全性を検討する目的で，今回両剤を用いての比較試験を施行した。
（方法）対象は，富山医科薬科大学医学部付属病院泌尿器科を受診した不妊主訴男子患者のうち，精子

数10～40x106／m1の特発性減精子症42例である。患者は封筒法により，ッムラ補中益気湯1日3回，1
回2．5g，食前経口投与もしくはカルナクリン1日3回，1回150単位のいずれかを投与された。　臨床評
価は，投与開始時およびその12週後の精液検査により行なった。
（結果）投与12週後において，両薬剤投与群ともに，精子数，精子運動率，総運動精子数および総正常

精子数の全ての項目で改善傾向が認められた。また補中益気湯群では，いずれにおいてもカルナクリン
を上回る有効率が得られ，特に総正常精子数では有意差をもって有効との結果であった。副作用は全く

認められず補中益気湯の臨床的な有用性が示唆された。

　以上のほか，24週，36週と投与できた症例の成績および一部の症例で測定した精漿中prostagrandin

E1の推移に関しても検討を加え，報告する予定である。
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P2－1
卵丘、放射冠細胞付着形態による卵子成熟度分類の検討

東邦大学第一・一・一産科婦入科学教室

O久保　春海、臼井　彰、安部　裕司、島田美津江

＜目的＞IVF－ETに用いられるconしr。ll　ovarian　hypersしimulaしion（C〔〕H）は1’A然周期の卵胞成熟機構と異

なり過剰刺激による卵胞一卵子間の発育速度にasynchr。nyを生じさせる。このため、採卵された卵子の

成熟過程はGV州2まで種々である。現在、卵子の成熟度判定法に用いられている卵丘細胞（C．C．）、放射

冠細胞（C．R．）層のmucificati。nによる拡散状態からの判定が実際に卵子の成熟とpara1」elであるかどう

かを今回の研究目的として検討した。＜方法＞　IVF－ET症例20例を対象として月経瑚期3日目（D3）より

clo皿id　100mg／dayX5日間投与、　D7よりHMG1501Uを連日筋注しながら、血巾E，、　LHと卵胞径（MFD）を測

定した。E2300pg／皿1／follic】e、　HFD　18mm以上が最低2ヶになった時点でHMGを中止し、36～48時間後

にHCG　IO，OOOPt一位を筋注、その36時聞後に採卵操作を行った。5ヶ以上の卵子が回収された場合、その

余剰卵子は患者夫婦の許可を得て研究対象とした。すなはち、じ．C．，C．R．成然形態から3群（1；mature

，皿；intennediate，　lll；immature）に分類した。その後、直ちにi、【1群に対し0．1％llya／。nidase処理

を行い、皿群はマイクロピペットにてC．C．、　C．R．細胞を剥離して卵子成熟度を検討した。っぎに1群6

時間．ll群12時間、　m群48時聞前培養し、その後に前記同様処置法にて卵子の前培養による成熟度を検
討した。また卵胞内卵子のllCG注後の成熟過程をCrj－Cl〕1（ICR）系雌マウスを川いて、電顕的に比較検討

した。〈成績〉採卵直後では1、H群と判定したものは、30．6％（ll／36）のみH2期であり、残りはGVBD
：44．4％（16／36）、GV：25．0％（9／36）であった。前培養後ではM2：74．2％（26／35）、　GVBD：17．1％（6／35）、　G

V：8．7％（3／35）であった。また、Ifi群は採卵直後ではすべてGV期であり、前培養後M2に達したのは68．9

％（51／74）であったa〈結論〉以上のことより外形と卵子成熟度のasynchronyが示唆された。

P2－2 卵胞液量と卵成熟度の関係にっいての検討

越谷市立病院産婦人科

順天堂大学医学部産婦人科
順天堂大学医学部共同病理研究室

O戸枝通保，田中　温，金子隆弘

　長沢敢，山本勉
　高田道夫

　中謁直巳

〔目的〕GIFT，　IVF・ETにおける妊娠率の向上には成熟した卵の採取が重要な鍵となる。このためには卵

採取前にその成然度を推測する事が要求される。今回我々は卵胞の大きさに注目し，卵胞液量より卵胞

の大きさを分類し得られた卵の成然度との関係を検討した．　〔方法〕1986．3～1988．7の聞に採卵目的に

て卵胞穿刺を行った183例882卵胞についてその卵胞液量と得られた卵の成熟度の関係を検討した。卵胞
液量については2ml未満を小卵胞，2ml～8mlを中卵胞，8m1を越えるものを大卵胞とした。また卵の成熟度
は主にCllmulus－Ceronaの所見より成熟度の高い）iPtにG1～Gsの5段階及び退行卵（DEG）に分類した。さら

にGIFTに用いなかった卵の一部について固定染色後，成熟分裂像の検集を行った。なお成熟分裂の段階
はGerminal　vesicleからPrometaphase　1　（A）、Metaphase　IからPrometaphase　I1（B），Metaphase　Il

（C）に分類した。　〔結果〕①882卵胞の内訳は，小卵胞106個（12．O％），中卵胞738個（83．7％），大卵胞

38個（4．3％）であった。また採取された卵の成熟度を見るとGi　439個（49．　8％），　G2323個（36．　6％），G3

以下88個（10．O％），DEG　32個（3．6％）であった。②卵胞の大きさごとに得られた卵の成熟度を見ると小

卵胞ではGi　18．　9％（2e／ls6）、G250．暁（s3／106）、G3以下28．3％（30／1e6），　DllG　2．8％（3／1　e6），中卵胞

ではG155．1％（a“7／73e），G234．3％（253／738），G3以下7．　O％（52／738），DEG　3．5％（26／738），大卵胞で

はG131．6％（12／38），G244．7％（17／38），G3以下15．8％（6／3B），　DEG　7．　9％（3／38）であり，巾卵胞で成

熟卵の得られる率が最も高かった。またG，の卵のうち92．7％（4e7／43g）が中卵胞より得られたものであ

った。③成熟分裂像の検來においては，Cの段階，即ちMetaphase　llを呈する卵の割合は小，中，大それ
ぞれの卵胞において，15．9X（3／Is）、88．9％（24／27），62．5％（f／8）と中卵胞において最も高かった。　〔

結論〕以上の結果より成熟卵胞を高率に得るためには至適な卵胞の大きさが存在する事が明かとなった。
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P2－3 排卵現象における凝固系の意義
一 antithr。mbin　mを用いての検討一

O岩政仁　松浦講平　　田島朝信　　岡村均

　　熊本大学医学部産科学婦人科学教室

目的：排卵時の卵胞破裂直前に卵胞頂部の毛細血管では血栓形成が起こり、この部位における血行障害

が示唆される。この現象が結合組織や卵胞基底部における平滑筋の収縮といった変化と協調して卵胞破
裂が誘起されると考えられている。今回凝固系が排卵現象にいかに関与しているかを知る目的で、血液
凝固系の抑制囚子であるantithrornbin田（AT皿）とheparinを用い以下の実験をおこなった。

方法：22日令のWistar　strain　fe而ale　ratを使用しpregnant　mare　serum　g。nad。tr。pin（酬SG）10

i．u．を皮下投与し、その48時間後にhuman　ch。ri。nic　g。nad。tr。pin（hc6）5i．u．を皮下投与して過排

卵刺激を施行、hCG投与24時間後に卵管内卵子数の算定を行い排卵数とした。投与薬剤と同量の生理食
塩水を投与した群をcontr。1群とし、以下の群との排卵数の比較を行った。

1）ATm　30、100、300　U／kgをトC6投与0および6時間後に経静脈投与をおこなった。2）heparin　2500　U／

bodyを生理食塩水に希釈し経静脈投与を行った。3）抗凝固作用の増強効果を得るためにAT　III　300　U／kg

をheparin加生理食塩水（heparinとして2500∪）とともに経静脈的投与を行った。2）3）における薬剤投与

はhCG投与4および6時間後とした。

成績：AT皿単独投与群においては30、100、300　U／kgのいかなる投与量においても、またhCG投与0および

6時間後のいずれの投与時間においても、c。ntr。1群と比べて排卵数に有意差は認められなかった。　hepa

nin単独投与群においては排卵数と有意な差は認められなかった。　ATm＋トeparin投与群においては、4

および6時間後投与群において有意な排卵数の減少が認められた。腹腔内に出血は認められなかった。

考案；排卵現象において血液凝固系が関与していることが判1明した。

P2－4
灌流卵巣のヒスタミン放出に関する倹討

慶懸義塾大学医学部産婦人科学教室

○北井啓勝，大庭三紀子，大村伸一郎，上野雅美，鈴木秋悦，飯塚理八

　卵巣内ヒスタミソ濃度はゴナドトロピン刺激後にラットでは増加し、またウサギでは抗ヒスタミン剤

により排卵が抑制されることが報告されている。さらに、ウサギ灌流卵巣では灌流液中に濃度1，10，
100　ng　／mlのヒスタミソを投与することにより、ゴナドトロピソ刺激無しに未熟卵の排卵が起こり、排卵

効率は各々11，40，46％となる。本報告では、HCG刺激時のウサギ灌流卵巣より灌流液へのヒスタミソ

放出について検討を加えた。3週間隔離飼育した成熟日本白色ウサギより卵巣を摘出し、アルブミン
0」％を含むM199培養液を用いて灌流した。灌流液は卵巣動脈内に入れたガラスカニ＝一レよりL5ml／

minで卵巣を循環させ、テフロソ小管に通した100％02ガスにより酸素化したのち、ポソプを経て再び
卵巣に戻した。卵巣容器中の灌流液を採取して、ヒスタミン濃度を直接RIA法を用いて測定した。　HCG

投与後の排卵効率は83％、排卵時間は6．9±L4時間となり、排卵卵の成熟率は100％、変性率は60％

であった。HCG投与2，4，6時間後の灌流液のヒスタミン濃度は、それぞれ0．74，0．67，0．69ng／ml
であった。対照として、使用前の灌流液のヒスタミン濃度は0．06ng／mlであり、HCGを投与せずに卵巣
を2，4，6時間灌流した後のヒスタミン濃度は0．54，0．54，0．51ng／mlとなり排卵および卵成熟はみら

れなかった。ヒスタミンはHCGを投与していない灌流卵巣からも放出されるがN　HCG投与により有意
ではないが放出量が増加した。灌流液中のヒスタミン濃度はHCG投与直後より上昇し、卵胞破裂時期
には高値のまま安定し、特に変動を示さなかった。この間卵巣の浮腫は徐々に増加し、排卵時に最大と

なった。ヒスタミソはゴナドトロピソ刺激直後より放出されており、卵巣の浮腫に関与する可能性があ
るが、卵胞破裂の直前には変動が見られず、破裂には別な因子が直接関与することが推定された。
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P2－5 マウス排卵におけるPAFの意義

旭川医大産婦人科

　○菊川美一、笠茂光範、千石一雄、
　　石川睦男、清水哲也

〔目的〕エーテル型リン脂質であるPAF（platelet　activating　facter）の排卵機構への意義を、　PAF拮抗

剤CV3988を使用し検討した。
〔方法〕9～12週令のICR雌マウスPMSGを51U腹腔内投与、48時間後にHCGを51U腹腔内投与Lて、

過排卵処理し、HCG投与15時間後に卵管内の排卵卵子数を測定し、これをcontrol群とした。①HCG投
与と同時に特異的PAF拮抗剤CV3988、又は生理食塩水を腹腔内に併用投与し、HCG投与15時間後の
排卵数を測定した。②HCG投与時を0時間後として、　O　hr，3hr，6hr，9hr後にCV　3988を200μgl
mouse腹腔内投与し排卵数を測定した。③HCGとCV　3988200μglmouseを併用投与したマウスに、PAF
（1－alky1－2－acetoy　1－　sn－glycero－3－phosphocholine）を同時に腹腔内投与し、排卵数を測定した。

〔成績〕control群の排卵数は38、9土5．9個であった。①CV　3988投与における排卵数は、20，200，600，
1000（μg／mouse）投与で、それぞれ32．6±5。1，19．・5±5．6，13．8±3．4，3．3士5．1（個）と200μg！

mouse量以上で有意（t検定、　p＜O．001）に排卵数は減少し、dose－dependentな排卵の抑制が見られ
た。②CV3988投与時間の差異による排卵数抑制には一定の傾向を認めなかった。③CV3988投与により
抑制された排卵はPAF投与により回復L、PAF　O．1．0．3，0．5，1．0（μglmQuse）でそれぞれ19．3±
2．7，32．9±8．6，36．0±8．　8，34．　2±2．4（個）となり、O．5iig／mouseで最大の回復を認めた。更に

3μg！mouseと増量すると排卵数は28．3±4．5個に誠少した。

〔結果〕PAFがマウス排卵機構に促進的に関与していることが示唆された。

P2－6 Etoposide，MTX療法の排卵周期に及ぼす影響

福井医科大学産科婦人科学教室
小辻　文和，麻生　武志，紙谷　尚之，O竹内　　譲，細川久美子，福野　直孝，

久住　健一，根上　　晃，経沢　　弥，吉田　好雄，富永　敏朗

　近年の化学療法の進歩により若年者の絨毛性疾患に対する妊孕性の温存が可能となりっっあるが，化

学療法の下垂体一卵巣系機能への影響は児への影響とともに興味深い。我々は3例の症例において化学

療法の排卵周期に及ぼす影響を観察する機会を得たのでその結果を報告する。

方法：絨毛癌，転移性奇胎，子宮外妊娠の3症例にEtoposide　120㎎／dayあるい19　M　T　X　20㎎／dayの

5日間投与を1コースとする化学療法を行なった。これらの症例での排卵周期再開後に施行した化学療

法の性周期に与える影響をBBTおよび各種ホルモン値の変化について観察した。
結果：絨毛癌症例では排卵周期再開後に計13回のEtopos　ide療法を施行した。この間13回の月経周期を

みたが1周期を除きいつれも2相性のBBTが観察された。卵胞期前期に投与された2凋川では無排卵
周期と低温相の延長（31日間）が，黄体期前期に投与した6周期でta　2周期に高温相の短縮（5日間，
7日間）を認めたが残る4周期で‘＃12－14日間の高温相が観察された。また黄体期後期に化学療法を施

行した3周期では高温相の短縮や延長を認めなかった。子宮外妊娠症例と転移性奇胎症例で‘91コース

のMTX投与後に消退出血を認めた。消退出血に続きさらに1コースのMTX投与を施行したが，22日
および40日間の低温相に続き11日同，10日間の高温相が観察された。

結論：BBTおよび内分泌環境の変化の分析の結果EtopOside　，　MT　Xの投与eゴ投与時期により視床下部
一 下垂体一卵巣系機能を修飾するものの重篤な影響は及ぼさないことが示唆された。
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P2－7
精漿中フマラーゼ（Fumarase）活性の研究

埼玉医科大学総合医療センター泌尿器科・内島　豊，吉田謙一郎，小林信幸，

　　　　　　　　　　　　　　斉藤　博，高橋美和子
春日部市立病院泌尿器科・根岸壮治

　フマラーゼ（EC4．2．1。2）はフマール酸とリソゴ酸の間の可逆的な水和と脱水を触媒する酵素であり，
エネルギー代謝で重要なTGAサイクルの酵素の一員である。この酵素は細菌，カビ，酵母，植物および
動物組織に広く分布し，細胞内でもミトコンドリアとcytosotic分画に存在することが知られている。
Crabbe（1976）は精液中フマラーゼ活性を測定し，酵素活性と運動率との間に有意の相関関係を認め，
本酵素活性の測定が不妊症の評価に有用であると指摘している。我々は精液中のフマラーゼ活性を測定
することにより，本酵素活性と精液の種々のパラメーター（精子濃度あるいは精子運動率）との関係を
検討することにより，男子不妊症でのフマラーゼの意義を明らかにすることを本実験の目的とした。
［方法ならびに結果］
　埼玉医科大学総合医療センター泌尿器科を不妊を主訴として受診した100症例について検討した。各
症例の精液量，精子濃度，精子運動率を測定後，3，000回転20分間精液を遠心分離し，得られた精漿を酵
素活性の測定まで一20℃で保存した。また精子は超音波破砕機にて破壊した後，遠心分離しその上清も
酵素試料とした。

　酵素活性の測定はStittの方法に準じて施行した。測定原理はフマラーゼによりL一リソゴ酸から脱
水されて産生されるフマール酸の濃度を吸光度240nmで測定した。基質濃度は50mMでpll　7．6のリン酸
bufferに溶解して使用した。
　精液および精漿中においてフマラーゼ活性は高い酵素活性を示し，精子内にも比較的高い酵素活性を
認めた。精漿中のフマラーゼ活性は精子濃度が高くなるにつれて，酵素活性は高くなる傾向を示し，精
子運動率も高くなるにつれて，同様に酵素活性は高くなる傾向を示した。また精子内フマラーゼ活性と
精子運動率との間にも同様の傾向を認めた。
　以上の成績から精液内フマラーゼ活性の測定は不妊症例の精液の評価に有用な手段となる可能性が示
唆された。

P2－8
精子運動性に及ぼす精93．の影響について

東北大学医学部泌尿器科学教室

○前原郁夫，高橋　勝，平松正義，佐藤滋彰，佐藤和宏，折笠精一

【目的】精漿（前立腺液，精嚢液）の精子運動性に及ぽす影響を検討するため，全精液及び洗浄精子に

対して，分割射精により採取した精漿を添加し経時的に運動姓の変化を観察した。

【方法】1）精液は妊孕性のある健常成人より用手法にて採取した。分割射精には6区画に分かれた容
器を用い，液化後に約lmeを目安として前・中・後分画に分けた。遠心にて精子・精漿を分離し，精子
はPhosphate　Buffered　Salineで2回洗浄して精子浮遊液を作成した。　2）a）全精液b）洗浄精子に対
して前・後分画の精漿を添加し，30分毎に精子運動能指数（SMEI：Sperm　Motile　Efficiency　Index）を測定
した。

【結果】a）全精液への前・後分画精漿の添加：前分画添加群のSMEIは全精漿を加えたコントロール
群とほぽ同じ値をとり，徐々にほぼ一定の割合で低下した。後分1山1を添加するとSMEIは直後にコント
ロール群の約60％まで低下したが，その後上昇し1時間後に最大仙を示した。この値は添加前の
SMEIよりもやや高値であった。　b）洗浄精子への前・後分画精漿の添加：PBSに浮遊させた洗浄精
子は直進運動性が低下し，SMEIは0になった。前分画精漿を加えると，直後にSMEIは上昇して最大
値を示し，以後徐々に低下した。後分画精漿の添加では，直後のSMEIは低かったが1時間後に最大値
を示し，以後低下したが前分画添加群よりも高値を維持した。これは実験a）と同じパターンであった。
【考察】前立腺液は精子の直進運動を促進する。精嚢液は精子運動性を一時的に抑制するが，その後徐
々に元進させ持続的に作用する。

　以上の結果に加え，連動能分析装置HTM　一　2030を用いた測定を行い検討中である。
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P2－9
ヒト精漿中の精子運動抑制因子の分離精製と特性

聖マリアンナ医大泌尿器科

　○岩本　晃明

　Gagnonは，哺乳類精漿中に精子運動抑制因子（seminal　plasma　motility　inhibitor以下SPMIと略

す）が存在することを報告している。今回，ヒト精漿よりのSI）Mlの分離精製と特性について報告する。
　bioassayは毛利・柳町らの除膜精子モデルを使って行った。精製方法：ヒト精漿を0．1mMDTTを含
んだ0．1Mトリス緩衝液（pH8）で透析し遠心後，その上清に0．1mMEDTA，0．5mM　PMSFそして2μ9／認Leu－

peptinを加え，　SP－Sephadex　C－25のカラムにかけ0～1MNaC1で溶出した。　活性を持った分画を集

め，5mMリン酸緩衝液（pH8）で透析後，　Hydroxylapatiteのカラムにかけ5～135mMリン酸緩衝液
で抽出した。その結果，2つのピークが得られ，後半の80mM濃度のピークに大部分のSPMIが存在し
ていた。この分画をSDS－PAGEにて観察すると1つのバンドが得られた。　SPMIは回収率24％，　pu－
rification　factor　290で精製分離を行い得た。　SPMIの分子！ltは18K～22Kであった。生化学的な特
性として9．1の等電点をもち，60℃以一1iの熱にも安定でpH5～10の問で非常に安定している。　SPMIは

ウシ精子より抽出されたdynein　ATPaseを抑制したことよりdynein　armの機能を障害することによっ

て除膜精子の運動をブロックすると考えられた。　SPMIの正常粘fの連動に対する影響を精r自動分析
機（Cell　Soft　System）で観察した。　SPMIは正常精子の運∫カをdose－dependentで抑fi；ilし，16SC｝O　llni　ts

／meで完全にブロックした。またvelocityそしてbeat／cross　trequencyも滅少させた。

　これらの結果からSPMlは精子無力症による不妊症の関与が示唆された。
（本研究はDr．　Gagnonとの共同研究であることを附記する）

P2－10 精子のウシ頸管粘液貰通試験と各種精液検査との比較

横浜市大　産婦人科
a八ツ橋良三　円田陽子　植村次雄　水口弘司

精子の頚管粘液貰通能は精子機能の1つの亜要な指標である。ウシ頚管粘液を川いての新しい検査法、
Peneしrakと各種精液検査とを比較検討した。（方法）精液は、当科不妊外来患者の配偶者50名より採取
した。Penetrak成績はウシ頚管粘液を入れた毛細管中を移動する精子の移動距離（PEN）で測定する。こ

のPenetrak成績と、精｝二濃度、運動率、奇形率及びヒューナーテスト成績との相関を調べた。　lligh　sp－

eed　videoを用いた精子運動解析による、精子運動速度、運動llEコ線性、精子頭部運動振幅、精子運動周

期との相関おも検討した。なお精液静置法による精y・回収前後でのPeneしrak成績の変化も調べた。

（結果）①精液検査とPenetrakとの相関は、精子濃度で相関係数0．56で打意（p〈0．05）の相関が認められ

た。Penetrak精子移動距離が30随m未満を不良群、30㎜i以上を良好群とすると、不良群では、精子濃度57
00±3019×　104／ml　Mean±SDであるのに対し、良好群では11478±5040xIOL’／rnLと良好群で有意（p＜0．0

5）に高値であった。運動率にっいては、不良群（34．8±23．3＄）より良好群（47．4±22．2％）で高い傾向が

認められ、奇形率は逆に良好群で減少する傾向が認められた。（・2．）ヒューナーテスト陽性群では、PEN

＝29．7±17．0，陰性群ではPEN二34．0±13．9であった。④ビデオを用いた精子運動解析では、不良群（PE

N＝22．5±6．5mm　Mean±SD）では、直線性4．92±0．58，頭部振幅1．83±O．24μ，運動周期12．9±2．511z

運動速度30．5±3．2μ／secであるのに対し、良好群（PEN＝50．4±13．3nIut）ではそれぞれ、4．8Z±Ll6，1．

96±O．7μ，ll．9±1．9μ／secであった。④スイムアップ前後でPENは36．5±1．4であったものが、19．2

±12．6となった。以上、Penetrakは精子濃度と相関が高いことが認められた。運動率についても関係が

示唆されたが、他の運動特性については、明らかな関係は認めなかった。スイムアップ後にPeneしrak成

績は低下したが、精子濃度の減少が、強く影響していると思われる。
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P2－11 精子機能検査法としてのPenetrak　testの検討

東京大学医学部産科婦人科学教室

0矢野　哲，堤　治，三橋直樹，武谷雄二，水野正彦

〔目的〕子宮頸管粘液中の精子の運動機能と妊孕性との間に高い相関のあることが知られているが，

Huhner　testなどにおいて頸管粘液の性状が不良なため正確な評価が困難な場合がある。今回我々は，
ヒト頸管粘液と性状の類似したウシ頸管粘液が充填されたflat　capillary　tube（Penetrak，　Serono社）によ

るin　vitro　sperm　penetration　testを施行し，精子機能検査法として臨床応用の可能性を検討した。

〔対象・方法〕昭和62年10月より63年3月までに不妊外来を受診した42例を対象とした。精液は25℃30分
間の液化後Makler　chamberにより一般精液検査を行い，さらにmultip且e　exposure　photography　method

（MEP法）により精子の運動速度を測定した。一方，　Penetrakは25℃にて融解後，2本を精液O．2me入り

のwellに立て90分後に精子の最大到達距離を顕微鏡下に計測した。また精液所見が異常（精子濃度40　x

loSlme未満または精子運動率60％未満）の28例中11例に，男性不妊症の治療薬として最近注目されてい
る高単位Kallikrein製剤（600K．　U．1日）を3ケ月以上経口投与し，投与前後のPenetrak　lll里を比較した。

〔結果〕Penetrak値と精子濃度，運動率，総運動精子数，粕’運劫速度との間には有意の相関が認められた

が，特に運動速度との相関が最も高かった（r＝O．67，pくO．OO1）。精液所見正常例と異常例のPenetrak値は各

々40．3士2．6nn（mean±S．E．M．，以下1司様）（n；14），26．4士2．5（n二28）でilhj者に有意差（pく0。005）が認められ

た。また妊娠例と非妊娠例のpenetrak値は各々40．6士2．8（n二11）．35．0｝2．9（n－3Dで両者に有意差（p＜O．01）が

認められた。妊娠11例のうち3例は運動率が低値であったが，Penetrak他は4　5．0±8．5と高値でAIHにより妊娠に至っ

た。Kallikrein製剤投与によりPenetrak値は24，1士32から33．lr1．9（p・！0．05）に改善した。

〔結論〕Penetrak　testは一般精液所見をよく反映し，特に精子運動能の評価法として運動率測定よりも客観的で，

MEP法よりも簡便であり，また男性不妊の治療効果の判定にも有川であると考えられる。

P2－12
乏精子症に対する八味地黄丸の投与効果

鹿児島大学医学部産婦人科学教室
O森　明人，堂地　勉，竹内一浩，福元清吾，山元慎一，永田行博

　乏精子症の治療には各種薬物療法，AIH，　GIFTなどがあるが，重症の乏精子症に対してはいずれも卓

越した効果があるとは言い難い。われわれは漢方薬である八味地黄丸を乏精子症患者に投与し，精液所

見，妊娠率等を検討したので報告する。
　対象は不妊症の原因が主に男性因子であると考えられる精子濃度40xIOfi／me以下，運動率50％以下の
乏精子症患者25例である。これら25例に八味地黄丸3．Ogノ日を連ll投与し妊娠に至った10例（妊娠群）と妊

娠に至らなかった15例（非妊娠群）に分け，年齢，原発続発不妊の有無，不妊期間，精液所見の変動等に

っいて比較検討した。精子濃度はMakler算定盤で測定した。
　妊娠群（n＝10）と非妊娠群（n＝15）の患者の年齢はそれぞれ30±4．1（歳），32±5．0（歳），原発不妊の占め

る割合はそれぞれ7／10例，12／12例，不妊期間はそれぞれ4±3，02（年），5±3．7（年）であった。妊娠群に

おいて八味地黄丸から妊娠成立までの投与期間は1ケ月から1年9ケ月，平均2．3±1．4（ケ月）であった。
妊娠群で妊娠直前の精子濃度が検査してあった6例で精子濃度は，14．3±6．2（×　10fi／　me）から47．6±25．5（x106

／me）に増加した。残り4例は16．5±6．8（x　1061　m£）で八味地黄丸を投与し妊娠した。

　乏精子症に対して八味地黄丸は多少なりとも有効であり，妊娠に至るものは投与後比較的短期間に妊

娠成立をみた。すなわち精子濃縮法，AIH，　GIFT，　IVF－ETに移行する前に4ケ月程度八味地黄丸を

投与することは意義のあることと言える。
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P2－13
Hypoosmetic　sweiling　testを用いた補中益気湯の精子機能に及ぼす影響に関する研究

島根医科大学医学部産科婦人科学教室

O高橋健太郎，内田昭弘，Antoine　Abc　Musa，吉野和男，北尾学

〈目的〉補中益気湯経口投与により精液駈見特に精子運動率及び運動精子濃度は上昇するとの報告がある。そ

こで今回、精子機能検査法の一つであるhyp。osmotic　svelling　tcst（HOST）を用いて、梢子に対する補中益気

湯の直接の影響にっいて検討したので報告する。

〈力法〉精子調整に用いた培養液は、細胞に対する方剤の直接作用を検討する実験系として開発された双子管

法により得た補中益気湯濃度安定液（補益va）ewhittingham’sT．とした。精液をs由皿up－wasMng法にて調整

し、回収精子について、精液検査とHOSTを施行した。次に精液と補益液を混和した混合液を作製し、1時間37℃、

COx　in　airにてincubationした後、精液検査とHOSTを施行した。また、この混合液にっいても、　swim　up－

vashing法を施行し、精液検査とHOSTにおいて同様に比較検討した。

〈結果〉混合液においては、原液に比較して精子運動率は上昇し、HosTにおける総網子膨化率及びg　typc精子

膨化率ともに高値を示した。精子原液のsvim　up－washing法による調整時の培養液をvhittingham’sT，と補益

液で比較した場合、精子運動率と運動精子濃度においては培養液間で、差は認められなかっが、llOSTにおいて

は、補益液の場合で総精子膨化率、gtypc精子膨化率ともに高値を示した。混合液をsvim　up－washingzaによ

り調整した場合も、縞子原液の場合と同様な結果であった。

〈結論〉精子に対して直接補中益気湯を作用させることにより、HOSTの結果は良好となり、補中益気湯が精子

機能、特に、縞子細胞膜機能に対して直接的に何らかの影響を及ほすことが示唆された。

P2－14
Sulphapyridine投与ラットにおける精子性状の評価

山口大学医学部泌尿器科教室

O林田　英嗣　　石津　和彦　　瀧原　博史　　酒徳　治三郎

緒言）潰瘍性大腸炎の治療薬であるSulphasalazine（以下SASPり投！」患者の不妊報告は1979年1、evi

の報告に始まり、演者らも1984年、SASP投与患者10名のsemen　quulityの可逆性を報告した（J．
Urol。132：682，1984）。文献ヒ、男子経rl避妊薬としての可能性も示1唆されているが、作川機序

及び標的器について確立した説はない。我々は第32回日本不女r学会において、SASPの代謝物である
sulphaprine　（以ドSP）投与ラットにおける造精障害とその［lll復についてすでに報告した。今度、　SP

投与ラットにおけろ精子性状の低下を検討したので報告する。

　対象及び方法）9週齢SD系ラットを使用し2群に分けた。［群をコントロール群、且群をSP投与
群とした。投与方法は、ゾンデによる強制経口投与とし、600　Vtg／々gを8週間連続投与とした。

　精子性状は、精子濃度、精子運動率及び押尾らの方法（日不妊会誌33．174．1988）に準じてPercol

密度勾配法にて評価した。妊孕性は胎児数及び妊娠率にて比較した。

結果）胎児数において1群（13．5±0．67）（Meam±SE）皿群（8．8士1．　13），妊娠率において1群

（90．　63±5．37）％E群（25．88±8．18）％とSP投与により妊孕性の有意の低下がみられた。
又、精子濃度において1群（53．67±5．21）×IO6／℃c，1群（30．37±2．24）×106／ヒc，とU群

の有意の低下をみた。Percol密度勾配法においては、1群（65．4±3．59）％，置群（50．05±5．25

％，［群において密度の高い精子の減少をみた。

　以上より、SP投与により精子性状に低下をきたすことが示唆され、これは、睾丸での造精障害とと

もに、精子の成熟過程においても障害があるものと考えられる。
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P2－15 男性不妊症に対するペントキシフィリン，塩酸ニカルジピン、プロモクリプチン

およびカルボシステインの治療成績

名古屋大学産婦人科，同分院産婦人科
○水谷哲也，中村潔史，石原　豊，小栗久典，松澤克治，近藤育代，

　林　隆行，木村敏男，大沢政巳，成田　収，友田　豊

　乏精子症をはじめ，男性不妊症には難治のことが多く，特に運動率の悪い症例には有効な薬がほとん

ど知られていない。
　今回我々は，3年間にわたり，精子数5000万／ml以下，又は運動率60％以下の患者を主対象として投薬

し，3ケ月以上内服可能であり又統計処理可能な86症例に関して検討を加えた。持続性脳微小循環改善

剤であるペントキシフィリン，血管拡張剤であるCa拮抗剤塩酸ニカルジピン，高PRL血症改善剤プロモ

クリプチン，去疾剤カルボシステインを各々1種ずつ用いた。
　精液量は，どの薬剤でも増加傾向を認めた。カルボシスティンは高粘度の精液を対象とした。

　精子数は，ペントキシフィリンで増加傾向を認めた。
　運動率は，塩酸ニカルジピンのほぼ全症例で増加した。ペントキシフィリンでも増加傾向を認めた。

　総精子数は，ペントキシフィリンで増加傾向を認めた。
　総運動精子数は，妊娠成立に有用なパラメーターといわれていますが，我々の妊娠例との関連は，明
らかではなかった。塩酸ニカルジピンで上昇傾向があり，ペントキシフィリンで有意に改善した。

　ペントキシフィリンにて，22例中7例に妊娠が成立した。塩酸ニカルジピンでは，34例中5例が妊娠
した。プロモクリプチンでは22例中2例が妊娠した。カルボシスティンでは10例中5例が妊娠した。
　精液所見の改善は，カルボシスティンを用いた高粘度精液において早期にあらわれ・又妊娠までの期

間も短かかった。ペントキシフィリンは，宵痛を訴えて3割以1二が内服中止となったが，妊娠率は高か

った。塩酸ニカルジピンは運動率を増加させた。

P2－16 乏精子症に対するカリジノゲナーゼ製剤投与の

精液所見に関する検討

東京女子医科大学産婦人科学教室，東京女子医科大学母子総合医療センター＊

○大平　篤　，安達知子　，篠崎百合子　，岩下光利噸

　武田佳彦　，坂元正一串

　乏精子症患者（精子数4000万／ml以下）25例にカリジノゲナーゼ製剤（カルナクリン錠450単位）を長

期連日投与し，精液所見を検討した・投与期間は，5ケ月以上（平均投与期間Zlケ月）として・症例によ
り，排卵誘発剤，AIH等を併用した。精液所見は，精液量，精子数，精子運動率，妊孕指数（Fθrtility
Indθx），精子奇形率について検討した。全例の精液量，運動率，妊孕指数は治療前後で改善傾向を示した

が有意差は，認めなかった。また，奇形率は変化がみられなかったQ精子数については，約3ケ月間の投
与により，1300万／血1程度の増加が認められ有意であった（p〈O．O　5）。　妊娠群と非妊娠群の間には精子数

の明らかな違いは認めなかったQ精子数むよび精子遅動率により群に分け，約5ケ月投与による精液所見

を検討した結果，精子数1000万／血1以下の群で，精子数，精子運動率，RI．に有意な上昇が見られたが
（各々p＜O．05，p〈O．O・1，　p＜0、001），精子数1000－－4000万／mlの群では有意な改善は見られなかったQ

また，精子運動率が60％以下の群では，精子数，精子運動率，RI．に有意な上昇が見られたが（pくO．O　5，

p＜O．OO1，　pくO．OO1），60％以上の群では精子数のみ有意な上昇が見られた（pくO．05）。

　以上の成績により乏精子症患者にカリジノゲナーゼ製剤の投与を行うと，精子数IDoa万／ml以下，ま

たは精子運動率60％以下の患者に特に著明な効果が認められた。
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P2－17 特発性男子不妊症のMethylcobalaminによる治療成績について

濁協医科大学　　泌尿器科

○田畑行義、荒井哲也、金子克美、鈴木　徹、高崎悦司

　今回われわれは特発性男子不妊症に対しMethylcobalaminによる治療を行なったので報告する。対照
は20例，平均年齢30．0才，平均不妊期間3．2年であり、初診時精液所見のうち精子濃度にてA群（40×10G

／ml以上），　B群（20～40×106／ml），　C群（10～20x106／ml），　D群（1～10×106／ml），　E群（0～

1×106／ml），　F群（0／mDに分類してみるとA群8例，　B群5例，　C群1例，　D群3例，　E群0例，
F群3例であった。

　Methy】cobalamin投与量は1日1500μgもしくは3000μgで投与期間は6週～48週であり、平均投与期
間は14．9週であった。1500μg投与群を1群（10例）とし3000μg投与群をII群（10例）と分類した。結果

は、寺田らの治療効果判定基準に従うと1群において精子濃度で20％，精子運動率で30％の有効率を示
し、II群にて精子濃度で40％，精子運動率で30％の有効率を得た。観察期間中妊娠成立例はみられなか
った。

　1・II群問の治療結果において精子濃度，精子運動率ともに差はみられなかった。

　以上につきさらに検討、考察をくわえる予定である。

P2－18 卵管液の（L化学的性状

藤田学園保健衛生大　産婦人科

○蛯原照男，吉村泰典，館山祐子，神谷貴之，丸山邦之，広田　穣，
　澤田畠夫，河上征治，福島　穣

　卵管には，生殖細胞の輸送と受精現象や受精卵の発育などの機能がみられる。卵管液の生化学的性状

の検討は，受精現象に伴う種々の要因を検索するうえで極めて有用な手段となりうる。

　今回我々は，日本白色家兎に腹腔内フラスコを装着することにより，経El的に卵管液を採取し，その
生化学的性状を検討した。術後1週間でhCG　IOOIU静注にて排卵を惹起し，　estrusおよびpseudopregnancy
時期における卵管液量，電解質，steroid（P，　E　2），prostaglandin（PGF2α，　PGE・）の推移を比較検討した。

卵管液墨は術後5－7日目に0．36土0．08mlまで低下，　hCG投与により1．38±0．40ml（day　O），1．72±0，39（dayl）

と有意な増加が認められ，その後漸減した。卵笥液Na／K（estrus，14　，4　±O　．54；pseudopregnancy，14．0±

0．56）およびCa／Mgは，　hCG投与により変化は認められなかったが，血清K値に比して2．5倍を呈してい
た。卵管液P値はhCG投与前値0．17±O．04nglmlより，day＋7　ic　1．74　±O．32　ng／mlと」二昇したが，血清P

値の増加に比し有意に低仙を示していた。卵管E2はhCG投’」により変化が認められなかった。卵筥液
PGF　2αは・hCG投与により有意な増加（day－1，0　．52±0．15；day　O，5．06±1．30：day＋1，7．74±1．54ng／ml）

を示したが，day＋7以降減少した。　PGE，もhCG投与tCより増加傾向を呈したが，有意差は認められな
かった。day　oにおけるPGF2α／PGE　2は，卵管液3．66±O．72，血清0．25±0．11であり，血清と卵管液との

PG分泌動態に差違が認められた。卵管のSEM所見ではhCG投二」により，endosalpinxのsecretory　cell
の膨隆が観察された。血浦中のPG　F2　．／PGE，，Na／K、　steroidと卵管液との差違およびsecretory　cellの
形態学的変化が認められたことより．卵のmicroenviroment‘こおけるsecre　tory　Cellの関与が示唆された。

これらの結果より，卵管液量の増加およびPGF2α分泌優位は，卵魑；の蠕動運動を介し，排卵卵子のpick

upや，卵の輸送に重要な役割を果たしていると考えられる。
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P2－19 性管系におけるニューロペプタイドとカテコールアミンの局在

帝京大学産婦人科

○深沢みゆき，味香勝也，土橋一慶，平田昌二，高野栄子，荒井　清，沖永荘一

〈目的〉受精卵の輸送に必要な卵管の嬬動や線毛運動あるいは子宮の収縮などには多数の因子が関与し
ていると思われる。本研究はこれら因子のうち，各種のペプタイドとモノアミン含有神経線維の卵管お

よび子宮における局在について免疫組織化学的方法を用いて検討した。〈方法〉雌Wistarラットを4
％パラフォルムアルデヒド液で大動脈に挿入したカテーテルによって灌流固定した。卵管および子宮組

織を後固定した後，クリオスタットで薄切した。免疫染色はAvidin－Biotin　Compl　ex　tこよる酵素抗体

法を用いた。染色に用いた抗体はsub・stance　P（SP），neuropeptide　Y（NPY），vasoactive　intestinal

polypeptide（VIP），　oxytocti　n（OX），cholecystokinin（CCK）などのポリペプタイドとカテコール

アミン合成酵素tyrosine　hydroxylase（TH）に対するウサギ抗血清である。〈成績〉卵管筋層には

SP，　NPY，TH抗体によって特異的に染色される数珠状の神経線維が認められる。また卵管や子宮の筋
層や筋層周囲の結合組織に分布する血管周囲にはSP，NPY，TH抗体によって染色される神経線維が多
数認められる。卵管内膜および内膜下層はOX，CCK，　VIP抗体によって染色される。　＜考察＞NPY
とVIPは性管系において平滑筋線維を弛緩させるといわれる。一方SPとβアドレナリン作動性線維は

平滑筋を収縮させる。βアドレナリン作動性線維は血管の収縮を惹起するがSPとVIPは血管を拡張
させて血流量を増加させる。また，NPYはTHと同一のノルアドレナリン作動性線維に局在する場合の
あることが知られている。今回の研究によって，卵管と子宮の平滑筋の収縮と血流の調節および線毛運

動などに多種類のペプタイドとカテコールアミンが関与している可能性が示唆された。

P2－20
マウス卵管上皮の周期性変化に関する走査型電子顕微鏡的観察

鳥取大学医学部産科婦人科学教室

O寺戸博文，関島秋男，岩部富夫，谷川正浩，大野原良昌，戸田稔子，

　和田　省，菊川章仁，見尾保幸，前田一雄

（目的）排卵誘発により性周期を同期化したマウスを用いて卵管峡部の無線毛細胞の周期的変化，とくに

表面像と細胞内構造について走査型電子顕微鏡を用いて連続的に観察した．

（方法）ICR系の成熟雌マウスに卵胞刺激ホルモンのPHSGを5単位その48時間後にヒト胎盤性卵巣刺激ホル

モンのHCGを5単位腹腔内に投与することにより排卵周期を同期化し，卵胞期前期，卵胞期後期，排卵期，黄

体期のマウスを準備した．各々の時期のマウスを還流固定の後，一側の卵管は内腔観察用に，他側卵管は

細胞内小器官観察用に処理した．（結果）卵胞期前期の卵管峡部の上皮は，大部分が徴絨毛を有し，分泌は

ほとんど認められなかった．この細胞の割断面を観祭するとゴルジ装置は3－4層の層板状を呈していた．

卵胞期後期になると内腔には微絨毛に加えて，たくさんの分泌小胞が認められるようになった．また割断

面には，ゴルジ装置の層板状構造に加え大小の空胞が目立つようになった．っぎに排卵期になると内腔に

は多量の粘液様物質が観察され，これが完全に表面を覆ったような像を呈した．またゴルジ装置に層板状

構造は殆ど認められず，蜂巣状の構造を呈する断面が観察された．さらに黄体期では内腔には粘液様の分

泌像は認められなくなり小胞の像も消失し，再び微絨毛が観察されるようになった．またゴルジ装置は蜂

巣状と層板状の断面構造を呈するものの両者が混在していた．（考察）1α係成熟雌マウスの卵管峡部上皮

は排卵期に特徴的な分泌像を呈し、精子の受精能獲得及び移動，受精卵の分割及び移動に重要な意味を

持っているものと考えられた．（結論）走査型電子顕微鏡を用いて卵管峡部上皮細胞の表面と割断面を同

時に観祭し，卵管の生理学的機能を解明する上で興味ある知見を得た．
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P2－21
ヒト卵管上皮の培養とマウス受精卵への影響に関する検討

慶懸義塾大学医学部産婦人科学教室

○大柴葉子，上野雅美，鈴木秋悦，飯塚理八

　近年、卵管性不妊に対し体外受精の応用が注目されているが、卵子環境としての卵管の役割に関する

基礎的な検討が妊娠率の向上に必要とおもわれる。
　われわれは、ヒト卵管上皮をin　Vttroで培養し、その後マウス受精卵と共培養してマウス受精卵にお
よぼす卵管上皮の影響を検討した。

　ヒト卵管は、正常性周期を有する経産婦の婦人科手術時摘川標本を用いた。卵管の内腔をひらき上皮

面を小切片に細切して、ウェル型培養胎（Falcon社）内で金属メッシュ上に、この切片を静置した。培養

液はMEM（十BSA）を使用し、5％CO2，37℃、湿度100％の条件とした。
　培養後の卵管上皮を経時的に観察し、上皮の線毛運動を確認すると同時に、光顕または電顕的に形態
学的観察をおこなった。

　マウス受精卵は、過排卵処理後交配させてhCG投与後2411！f間で摘出した卵管をフラッシュすることに
より得た。

　この受精卵をヒト培養卵管上皮と共培養して、受精卵の分割を観察した。

　われわれは先に本学会においてICRマウz受精卵のLn　vttr・での分割過程では2－cell　blockがおこる

ことを報告した。しかし今回ヒト卵管上皮とICRマウス受精卵とを共培養した場合、2－cell　blockが解除さ

れることが確認された。このことから受精卵の分割分化過程において、卵管上皮あるいは卵管液が重要
な役割を果たしていることが明らかとなり、卵子環境の生化学的分析をすすめている。

P2－22
子宮内膜・脱落膜のFX皿陽性細胞

東京大学産科婦人科学教室 ○’Ei川真木　三橋直樹　水野正彦

　　受精卵着床・胎盤形成は急速かっ大幅な組織構築の改変現飲であるが、この過程は創傷治

癒や生長などと同様、細胞聞埜質の合成・修飾・異化に携わる酵素群の支配を受けると考えら

れる。これらの酵素のひとつである血液凝固第Xm因子（Fxm）は妊娠維持に必須であり、
子宮内膜・脱落膜中には血漿中より高い活性が含まれているaABCコンプレックス法による
酵素抗体法を用いて、ヒト子宮内膜、脱落膜、着床部位における1“　X　IIIサブユニットaの分布

について検討した。

　　性周期の種々の時点の子宮内膜にはFX皿陽性細胞が存在し、周期の進行とともにFXm
陽性細胞は増加する傾向にあった。妊娠初期の脱落膜には、樹枝状の突起をもっFX　1”　PM性細

胞が多数出現し、染色性も非妊時より充進していたが、妊娠週数の進行とともにFXM陽性細
胞は基底脱落膜の上層部のみに限局するようになり、染色性も減弱する傾向があった。卵菅妊

娠では、着床部位の卵管内膜に多数のFX皿陽性細胞が出現し、他部位の卵管内膜と比較して
きわ立っていたeまた、卵管妊娠でも、子宮内膜には脱落膜変化にともなって正所性妊娠と1司

程度のFX皿陽性細胞出現が認められた。異所性妊娠でもFX田陽性細胞が誘導される点で、
子宮内膜は特異的な機構を備えていると考えられる。
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P2－23 マウス子宮内膜上皮細胞内におけるEGF様物質の局在

1）東京医科大学産婦人科学教室，　2）D　epartment　of　Pathology　and

Oncology　University　of　Kansas　Medical　center

1）鈴木康伸○，1）高t．Ll雅1巨，1）秋谷清，2）G．　W，　Wood

EGF（Epidermal　growth　factor）は，マウスのsubmandibular　glandから初めて分離された53個のアミ

ノ酸よりなるポリペプタイドである。その作用については不明な点が多いが，in　vivOで胃酸分泌を抑制
し，in　vitroではfibroblastの増殖を促進することなどが知られている。本研究では，子宮内EGF様物質

の局在を光顕，電顕レベルで検討した。

対象：生後7～8週の雌のBalb／Cマウス六匹をエーテル麻酔し，子宮を摘出した。　同様に生後2週
以降のBalb／Cマウスの腎臓を摘出した。
方法：①光顕　組織はPLP固定し，エタノールードライアイスにて凍結し，凍結切片を作成した。第一
次抗体にrabbit抗rat　EGF抗体，第二次抗体にgoat抗rabbit－HRPを使い，酵素抗体法の手順に従い行
なった。

②電顕　光顕と同じ組織を使用し，中根の方法に順じ行なった。
対照として，第一次rabbit抗rat　EGF抗体の代わりに非特異的rabbit抗体を凍結切片に加えた。

結果：マウス子宮内膜上皮細胞内に，このrabbit抗rat　EGF抗体とcross　reactionするEGF様物質が一
過性に存在することを認めた。この物質は交尾第1日目の子宮内膜上皮に認められ，2日目以降の上皮
細胞には認められなかった。光顕で内膜上皮細胞の核周辺に帯状に局在した反応物質は，電顕では上皮

細胞のゴルジ装置内に，また一部粗面小胞体に局在していることを確かめた。腎臓では，遠位尿細管上
皮細胞内の粗面小胞体，ゴルジ装置，小胞及び，aplcal，　basal両細胞膜に同物質の局在を認めた。

結論：マウス腎臓に局在するEGF様物質はエストラス第lr1Llの子宮内膜上皮細胞で産生されている可
能性が示唆された。

P2－24 子宮内膜培養システムの作製

福井医利大学産科婦人科学教室
根上　　晃，竹内　　譲，紙谷　尚之，小辻　文和，麻生　武志，富永　敏朗

「二

　成熟雌家兎子宮内膜を分離培養後，上皮細胞・間質細胞を透過性コラーゲン膜，高透過性コラーゲン

膜で培養し，正常子宮内膜に類似した組織構造を再構成し，既存のカルチャーシステムと比較検討した

ので報告する。

　家兎の子宮を摘出，小片化した内膜組織片をコラゲナーゼ，ステンレススチールメッシュ源過，トリ
プシン等を用いて純化した間質細胞，上皮細胞浮遊液を得た。分離，培養した間質細胞をplane　dish

（PD），collagen　coated　dish（CD），10w　permeable　co】】aqermembrane　dish（LPCMD），
high　permeable　co　1　1　age　n－membrane　dish（HPCMD）でまず培養し，その後に上皮細胞を培養した。

培養細胞19位相差顕微鏡により随時観察した。光顕資料：：，コラーゲン膜面に垂直方向の切片を作製し，

各種染色を行った。
　LPCMDやHPCMDで19間質細胞1；細長い細胞質をもち，紡錘状を示し，重なりあって増殖していた。

一 方，上皮細胞は間質細胞を被うように敷石状に配列し，単層であり，腺管様構造が見られ，一層の上

皮細胞～多層の間質細胞という発育の状態がみられた。コラーゲン膜e？t中央部が薄く，子宮内膜細胞の

コラゲナーゼ活性が強いことが示唆された。間質細胞eg不規則に配列し，正常子宮内膜と同様の形態を

示した。またいずれのPCMDでも問質細胞や上皮細胞の増殖1ゴ従来のカルチャーシステムより優れてい
た。透過性コラーゲン膜を用いた再構成子宮内膜の微細構造の検討から，今後再構成子宮内膜を用い，
受精卵をこの系にのせることによって，生殖生理学や着床の過程の理解に役立っものと思われた。
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P2－25
当科における体外受精・胚移植の成績

山形大学医学部産科婦人科学教室
○斉藤隆和，田中栄一，平山寿雄，佐藤文彦，斉藤英和，広井正彦

　我々は体外受精一胚移植を昭和58年1月より臨床応用し，昭和63年6月までに203人，400周期に治療
を試みた。今回この成績について考察したのでここに報告する。手術を施行した周期は355周期であり，
そのうち246周期（69％）に胚移植を行った。妊娠を認めた周期は35周期（9．9％／手術，14．2％／胚移植，

172％／体外受精の治療を受けた人）であった。年ごとの対手術あたりの妊娠率は，6．9％（昭和58年），
2．8％（59），2．3％（60），7．4％（61），12．0％（62），14．4°／・（63）と，最近3年間は上昇傾向にある。この主な

改良点は4点ある。第1にシリコン製の柔軟な胚移植用カテーテル（富士システムズ）を作成し，内膜
の損傷を少なくした。第2に経膣プローペによる卵胞モニタと血中LHのEIAによる測定によって短
時間に正確な値を得ることができた。第3に超音波下採卵により全身麻酔の影響や腹腔内注入ガスの影
響を削除した。第4にhMGのみにて卵胞発育刺激を行ない，　clomidの子宮内膜への影響を削除した。
この4点改良前の成績はモニター周期183，手術144，胚移植106，妊娠6であるのに対し，改良後はモニ

ター周期217，手術211，胚移植140，妊娠29と明らかに改良後の方が成績が良かった。そこで改良後の手
術211周期を卵（成熟卵2個以上群，1個以下群）と精子（数2，000万／虎以上かつ運動率40％以上群，そ

れ以外の群）の所見にて，卵が良・精子が良（A群），卵が不良・精子が良（B群），卵が良・精子が

不良（C群）卵が不良・精子が不良（D群）の4群に分けその成績を検討すると，胚移植率ではA群か
ら順に56／67，40／73，29／40，15／31であり，採卵良群が有意に高い胚移植率を示した。また妊娠率に
おいても，順に，19／67，3／73，7／40，0／31と採卵良群において有意に高い妊娠率を示した。このこ

とより，妊娠に大きな影響を及ぼすのは成熟卵の採卵数であることが示唆され，今後成熟卵の採卵数を
増加させる卵胞刺激方法の検討が必要と考えられた。

P2－26
r経膣超音波ガイド下採卵法の有用性について』

　兵庫医大　産婦人科
O子安保喜、池田義和、別所健史、

　繁田　実、平　省三、礒島晋三

体外受精一胚移植（IVF－ER）の採卵法として、腹腔鏡下採卵法以外にも、種々の方法が報告されてきた
。その中で、経膣超音波ガイド下採卵法は、開腹術を必要とせず、より容易な麻酔下で施行可能である

ため、手術侵襲が少なく、将来有力な採卵法と考えられているe今回、兵庫医科大学産婦人科において
、経膣超音波ガイド下に採卵を行なった29症例について．採卵率、受精率、妊娠率及び穿刺部の分布状

態にっいて検討したので報告する。当科では、19S8年3月より経膣超音波ガイド下採卵を開始し、同年
6月までに同法による採卵を施行した症例は、卵管性不妊15例、乏精子症4例、免疫性不妊4例、子宮

内膜症3例、原因不明不妊3例の計29症例29周期であったa使用した超音波断層装置は、TOSHIBA

SAL77－Aで専用の経膣ブローブ（5MHz）に17G．35cm長の穿刺針を装着し、16例は腰椎麻酔下に、13例
は鎮静剤及び局所麻酔下に採卵を行なった。採卵率は、周期当たりで見ると100％、卵胞数あたりで50％

で、経腹超音波ガイド下採卵法に比し、良好な成績を得た。受精率、分割率は、それぞれ66瓢96％と、

他の採卵法と比較し、差が認められなかった。妊娠例は29症例中3例で、10．3％であった。実際の経膣

採卵穿刺に際しては、出来得る限り穿刺した卵巣内で穿刺針の方向を変えることにより、膣壁への穿刺

回数を減らすよう努めた。穿刺部位の分布状態は、大部分、膣円蓋の3°、9’を中心に分布していた

が、稀に子宮膣部や、膣の側壁から穿刺した場合も見られた。穿刺後、腹腔内に急速な液体貯留を認め

た症例が1例あったが、輸血は必要とせず、その他の副作用と考えられる症状も軽微であった。従って

、今後、IVF－ERの採卵法として、経膣超音波ガイド下採卵法が主流となるものと考えられる。
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P2－27
体外受精・胚移植法における，妊娠例と非妊娠例との比較

京都大学医学部婦人科学産科学教室　　辰巳賢一，野田洋一，神崎秀陽，
　松本　央，圓山悠子，馬岡　陽，岸　淳二，江見信之，福田愛作，森　崇英
愛媛大学医学部産婦人科学教室　　矢野樹理

　教室における体外受精・胚移植法による妊娠例と非妊娠例を各方面から比較し，妊娠率向上のための
方策を検討した。

【対象および方法】昭和63年1月より5月の間に当科にて体外受精・胚移植法のために採卵を受けた37

名を対象とした。月経周期3日目よりHMG　1501Uを連日筋注，8日目より卵胞径を計測すると共に12時

間毎に採血し，RIA法によりEstradiolならびにProgesterone，　EIA法（E1motecLH，持田）によりLHの

測定を行った。主席卵胞径が18mmを越えた日にHMG投与を中止し，原則として最終HMG投与の52
時間後にhCGを投与，その36時間後に経腔採卵を行った。　hCG投与前にピーク値50　mlU／ml以上の内因

性LHサージが起こった場合には直ちにhCGを追加投与し，内因性LHサージ推定開始時刻の36時間後に
経腔採卵を行った。採卵の2～8時間後に媒精を行い，媒精14～20時間後に受精を判定，媒精40～50時
間後に胚移植を行った。胚移植後14日目の尿のテストパック（ダイナボット〉陽性例を妊娠とした。

【結果】妊娠群（n＝14）は非妊娠群（n；23）に比し，年齢が若く，採卵日の卵胞数，採取卵数，移植卵数

が多かった。卵の受精率，卵割率は，妊娠群の方が，非妊娠群より良好であった。LHピーク値は妊娠
群の方が著明に低かったが（p＜0．001），E2ピーク値，　E2ピーク値／卵胞数，胚移植時のE2／P比は両群間

に有意差を認めなかった。
【結論】卵巣刺激により多くの卵胞を発育させること，およびLHピーク値を抑えることが高い妊娠率

につながると考えられた。

P2－28 GIFT妊娠における多胎妊娠発生に関する臨床的検討

越谷市立病院産婦人科○田中温，戸枝通保、金子隆弘，長沢　敢，山本　勉

順天堂大学医学部共同病理研究室　中潟直己
順天堂大学医学部産婦人科　高田道夫

　目的：GIFTによる妊娠率を向上させるためには成熟度の高い卵子を複数個移植する必要があり，そ
の結果として多胎妊娠の頻度が高くなることはある程度は避けられない。しかしhigh　risk　pregnancyで
ある多胎妊娠の発生率を低下させることは，産科学上急務である。今回我々は12例の多胎妊娠の臨床成績
について検討し有用と思われる結果を得たので報告する。

　対象：1966．4～1988．5間に施行したGIFT201周期の中で発生した12例の多胎妊娠（双胎6例，品胎
4例，四胎2例）を対象とした。
　成績（単胎妊娠の成績）：①年令：妻34．1±2．8才（33．2±3．3才）．夫36．1士2，8才（34．3±3．3才），不妊期

間：9．0土2．1年（7．9土3．2年）②総卵胞数（¢18nn以上）：5．9±1．9（5．3土1．3），　G　1の卵子数：2．8土1．2

（2．6±1．3），G1＋G2の卵子数：5．3±L1（4．3±1．2），③C（→の卵子数3、5±1．5（2．9士1．6）④液化時精子

数：43．3±31．8xiO61me（48．5±32．2xiO　61me），液化時精子運動率：65．3±15．7％（46．7±20．・0％），培精時精

子運動率171．7±11．　69・（59．5±20．2％），⑤培精時精子数29，4±18．7xIO‘lme（28．4±25．3×10Vme），⑥卵子

前培養時間59土1．6hrs（5．8士2．2hrs），⑦Ceの卵子の数／総卵胞数＠18・・以上の総卵胞数）x100：65．8±

26．6（58．3士29．5），⑤卵管周囲癒着を認めた症例は1例。11例ではGIFT操作は容易であった。⑨多胎妊
娠の発生率：17％（12／70），⑩NewGIFT法の妊娠率：対周期35％（70／201周期），対患者39％（70／154患者），

流産率：16％（11／70），分娩数：29名，出生児数：38名（♂二23，♀】5）

　結論：多胎妊娠が発生しやすい臨床上の条件としては①採取された卵子の大半がceの卵子となる，②

液化時および培精時の精子運動率が良好である，③成熟した卵子（G，）の数が多数である，④総卵胞数は4

～8個，⑤卵管周囲に癒着は認められず，GIFT操作が容易である．などが認められた。
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P2－29
GIFT施行周期の内分泌的検討

O西村宏祐・本出賀裕・山本勢津子・河野哲郎・古木義弘・

松補講平・岡村均（熊本大学医学部産科婦人科学教室）

当科では昭和62年8月よりGIFTを行なっているが、現在までの成績を検討したので報告する。
対象及び方法）当科不妊外来で昭和62年8月以降に、GIFTの適応とした27例を対象とした。過排卵刺

激の方法はhMG－hCG療法を用いた。月経周期3日目よりHMGを2アンプル辿日投与し、以後適宜
増量した。卵胞発育のモニタリングとして、周期6日目より経縢超音波断層法による卵胞径および子宮

内膜の計測、早朝尿を用いたエストロゲンの測定、頸管粘液のcervica］scoreを施行した。さらに昭和

63年4月からは尿中および血中LHの迅速測定法も併用した。平均径16m皿以上の卵胞を2個以上、かつ
尿中E値100皿g／m1以上に達した時点でhCG5，000iuを投与し、34から36時間後に採卵を実施した。腹

腔鏡下に採卵を行い、穿刺卵胞液及びその洗浄液を実体顕微鏡ドに観察し、卵の有無およびその成熟度
の判定を行なった。1から4個の成熟卵を片側の卵管に10万運動精子とともに移植した。

結果）27周期にHMG－HCG療法を施行し、自然排卵1胤期・反応不良1周期・その他3周期、計5周
期（18．5％）は採卵を中止した。22周期にGIFTを施行したが、その適応は、子宮内膜症11例、男性因

子2例、機能性因子8例、その他（卵管・腹膜因子）5例であった。HMGの平均投与期間は9．1±28
日、平均投与量は1，732±681iuであった。　HcG投与日は平均月経周期の13．4±2、3日であり、腹腔鏡施

行日は平均144±2．3日（月経ll1，」期）であった。計80個（36±19個／GIFT）の卵が採収でき、59個の

卵（27±1．5個／GIFT）を精子とともに移植した。その結果、1名のChemical　Pregnancy（4．5％）、

1名の妊娠継続例（4．5％）が得られた。腹腔鏡施行時にOvulation　Stigmataを認めたものは5周期（227

％）であった。今回のGIFT施行周期におけるRetrospectiveに1「［L中E・P・LHの変動を検討した。

P2－30
ウシ体外受精・凍結保存胚の発生能に関する研究

京都大学　農学部　畜産学教室

○内海恭三　加藤博己　λ谷　明

　体外成熟後のウシ体外受精卵子は異種動物の卵管中や試験管中で初期発生して胚は胚盤胞期に達し、
移植後の宿主子宮で産子にまで発育することが明らかにされている。このような体外授精卵子の有効な
利用のためには胚の凍結保存法の開発が必要と思われる。本研究では、ウシ体外受精卵の凍結保存法と
凍結融解胚の発育能を調べた。ウシ卵子の体外成熟や体外授精は、従来より行われている研究室の方法
に従った。発育の良好なもののみを選択して得られた体外受精卵は試験管中か家兎卵管中で胚盤胞期に

まで発育させた。L4モル　グリセリンを6段階で加えたリンゲル・血清（2：1）液中で胚を37℃、1時間
平衡後、O．5mlプラスチックストロー中へ封入した。胚の凍結はすべてオートプリザー（OSK　FFP－190）

によって、以下のプログラムに従って冷却した。1℃／分で37℃から一5．5℃へ、－5．5℃で媒液を植氷し、

植氷後は0．3℃／分で一36℃（後期胚盤胞は0．3℃／分で一33℃へ、続いて0．1℃分で一36℃）まで冷却し

て、その後は、20℃／分で一196℃まで冷却した。37℃の温湯中へ直接投入することによって融解した胚

は、10分間隔の6段階でグリセリンを除去して1－2時間以内に同期化した受卵牛の子宮角へ注入された。
　凍結融解胚は、形態的観察または培養成績では、通常の受精卵の凍結成績と差はなく、　60－　90％と高

い生存率を示した。しかし、体外授精・体外培養胚は融解後の死減細胞が多く見られ、胞胚腔を形成し

ていても細胞数の減少が考えられる。体外受精・家兎卵管培養胚は、形態的には、凍結前と変化なく高
い生存性を示した。この卵管培養凍結融解胚は、宿主子宮で40－60％の発育能を示し、正常産子が得ら

れている。このようにウシ体外受精卵子は、凍結融解後も高い生存発生能を持っことが示されたが、凍
結に供しうる受精卵の生産率が供試卵子の10－20％であることが残された問題である。
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P2－31
家兎体外受精率と卵胞液誘起先体反応との相関にっいて

京都大学　農学部　畜産学教室
O細井美彦、三宅正史、内海恭三、入谷明

　　近年、種々の体外受精系の確立にともなって、精子の受精能獲得の程度、さらに個体差と受精系と

の相関の程度を客観的に表す指標が必要となってきた。そこで、我々は、家兎で、受精能を獲得した精
子のみが種々の動物種の卵胞液と反応して先体反応を起こすことが知られていることを用いて、異なっ
た条件下での体外受精時における精子の受精能力の推定が可能か否かを検討した。　材料と方法；精子
の処理：日本白色種の雄家兎より精巣上体精子を回収し、常法（Hosoi　et　a1．，1981）に従って、培養

液で2回洗浄した後、10時間前培養して受精能を獲得させた。この受精系での受精能獲得条件のうち、

培養液にっいてはBO液区、　m一KRB液区、　m－PBS液区の3種類を設けて比較した。実験1．過
排卵処理した家兎卵子5－10個をパラフィンオイル下の各培養液の0．4皿1スポット中（0．5－1．Ox106
精子／皿1）に導入して受精した。実験2，前培養終了後、各培養液で処理した粕子を1mlずっ対照区
と実験区に分け、対照区には、各培養液を、さらに実験区には、豚卵胞液を1ロ1ずっ加えた。　その後

30分悶培養した後、遠沈洗浄した。0．05ZのポリLリジンで処理したスライドグラス上に処理精子を塗
沫風乾して、ナフトールイェローYとエリスロシンBで先体を染色した。　結果；実験1の各培養液処
理の結果、体外受精率は、BO液区で91．4Z、　m－KRB液区で40．8Z、　m－PBS液区で3．6Z、と著
しい差がみられた。そして、実験2において卵胞液を添加した場合の先体反応誘起率は、各区とも運動
性を損なう事なく各々48．8X、28．6X、15．2Z　と著しい差を示した。このように受精率に見られた差が、

誘起された先体反応率に対応しているため、受精を行う事なく先体反応誘起法を用いて、簡便に受精能
能獲得精子率を推定する可能性があると考えられる。

P2－32
マウス受精卵（第1分割期）における染色体異常の出現率と性比

　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都宮大・農

　　　　　　　　　　　　　　　　　○吉沢　緑

【目的】マウス受精卵の第1分割中期の染色体を観察することにより、受精時の染色体異常の
出現率および性比を求めることを目的とした。【方法】2～3ケ月齢のjc1：ICR系未経産雌マ’

ウスにPMSGおよびhCGを51Uずつ48時間間隔で腹腔内注射し、過排卵を誘起した。同系の雄と

同居させ、交尾を確認できた雌をhCG注射27時間後に殺し、卵管灌流により卵を回収した。コ

ルセミド（O．lpg／mDを含むWhi七ten培地で5～6時間培養後、染色体標本を作製した。染色体

標本の作製は、既報（第79回日畜大会、1987）の方法で行なった。作製した染色体標本は、C

一 バンド染色し（Yoshizawa　e七aL1985）、検鏡に供し、染色体数を調べ、さらに性を判別し

た。【結果】回収した卵の総数は625個、このうち退行卵71個を除き、全ての卵を標本作製に

供したが、16個は逸失した。　538個のうち、受精卵（2個以上の前核またはゲノムを有する卵）

は499個で、受精率は92．8％であった。受精卵のうち443個（88．8％）で第1分割中期の染色体

像が得られ、56個（11．2X）は前核期であった。中期像を示す卵のうち、　428個において染色体

数の確認、分析が可能であり、分析率は96．6Xであった。15個（3．4X）の卵は分析不能であった。

正常な2倍体の卵は414個（93．5％）であり、3倍体卵2個（0．5％）、4倍体卵1個（O．2X）が観察

された。また、2n＋1の卵が4個（0．9％）、2n－1の卵が7個（1．6％）見いだされた。40本以上の染色

体をもつ卵について、C一バンド染色によりY染色体を同定し雌雄を判別した。中期像を示す

卵の88．9Xにあたる394個で性が判別され、雄178、雌216で、性比は45．2Xであった。
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P2－33
マウス体外受精後の胚発生に及ぼす添加タンパクの影響

烏取大学医学部産科婦人科学教室

O谷川正浩、杉本伴芳、岩部富夫、関島秋男、大野原良昌、寺戸博文、

　戸田稔子、和田　省、菊川章仁、見尾保幸、前田一雄

（目的）ヒト体外受精、胚移植のための至適培養環境の検討のため、マウス体外受精を使用し、培養液中

添加タンパクの受精、胚発生に及ぼす影響を検討した。

（方法）培養液はBUU液を用いタンパク供給源として、　B。vine　Serum　Albumin　Fracti。n　V（BSA）；1mg／皿1，

Hu皿an　Seru皿　Albumin　Fraction　V　　（HSA）；1皿g／皿1，Hu皿an　Seru皿（HS）；10＄，Fetal　Cord　Seru皿（FCS）；1056を

添加した。FI　hybridマウス（C57BL　X　CBA）を過排卵処理し、　llCG注射13時間後に卵を採取した。　Fl雄

マウスの精巣上体精子を採取し、lmgんl　BSAを添加したBW液にて2時間の前培養の後媒精した。各タン

パク添加培養液において2細胞胚．胚盤胞への発生率、変性率を比較検討した。受精率は、2細胞胚発生

率とした。

（結果）受精率、胚盤胞への発生率は、ともにBSA添加培養液で最も好成績を示し、変性率も最も低値で

あった。FCS添加培養液では受精率は比較的高値を示したが、胚盤胞発生率は低く、変性率は高値を示
した。

HSA，HS添加培養液では、　BSA添加培養液に比べ胚盤胞への発生率で低値を示し、変性率で高値を示した。

（結論）BSA添加培養液では、　HSA，HS，FCS添加培養液に比較し、受精率、およびその後の胚発生率におい

て良好な成績を得た。これらの結果から、添加タンパクの違いは、マウス体外受精実験系における、受

精、初期胚発生に深く関与している事が示唆された。

P2－34
雄性特異抗体によって性分別されたウシ胚の性染色体検査

京都大学　農学部　畜産学教室　○内海恭三、入谷　明

雪印受精卵移植研究所　　　　　　高倉　良、宇高健二

　　ラット近交系の新生児精巣を若雌ラットに免疫して得られた抗血清が、ラット胚の胞胚腔形成を抑
制し、その被抑制胚が雄産子になることから抗血清のラット胚に対する性分別能が示された。さらに同

血清がウシ胚を始め他種の胚の胞胚腔形成にも関係することを認めた。本研究では、ラット雄性特異抗
体によって胞胚腔形成から分別されたウシ胚の性を染色体検査によって調べた。

　　ラット新生児精巣を雌ラットに免疫して得られた抗血清を雌ラットと雌ウシ脾臓で吸収して実験に

供した。吸収抗血清のγグロブリン分画を修正BMOC－3液に調整した。過剰排卵処置・人工授精後
6．5日令のウシ後期桑実胚を子宮洗浄によって回収して調整培液中に曝した。6時間の内に抗体中で
腔形成を抑制され抗体解放後腔形成を継続する胚（雄？）と抗体の存否に関係なく腔形成を継続する胚

（雌？）とに分別した。分別胚を美甘らの方法に従って、コルセミド処理、固定、Gバンド染色によっ

てXYの性染色体を調べた。染色標本作成率は、90％であったが、胚当りの細胞数66－120の内、
中期核板は、1－7個（平均4個）で、その内Gバンドによるカリオタイビング可能胚は、70％に認
められた。雄と判定された腔形成抑制胚の内90％以上がXY性染色体を持ち、雌胚と判定された腔形
成胚の100％がXX性染色体を持っことが示された。このように、雄性特異（雄細胞でのみ活性が吸
収される）抗体が胞胚腔形成を抑制することによって雄胚を分別していることが明らかにされた。
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P2－35 過排卵誘起後のgranulosa　cellよりの黄体ホルモン
産生に関する考察

群馬大学産婦人科　　　　O山田清彦、五十嵐正雄
キPtル大学病院産婦人科（西独）L．Mettler

　ヒト体外受精胚移植（lVF－ET）においては　ゴナドトロビン製剤による過排卵誘起を行い多数の卵を得

る事が成功率を上げてきた。しかし経過中に充分な卵胞発育をみないうちにLH値の上昇を認める事も
あり、近年ではGnR”Analogue　による　下垂体のDown　RegulationやFSH製剤が使用されるように
なっている。今回の研究では1VF－ETの採卵時、過排卵刺激後の卵胞より得られたGranu　l　osa－Lutea畳
Cel1の　ln－Vitro　Cu1加reを用い、その黄体ホルモン産生様式と　胚卵刺激法及び妊娠率との関係を検
討した。Granulosa一しu七eal　Cellは卵胞液及びその洗浄液からPerco11により分離した。培養液と
して10鑑FCS－llam’sF－10を用い、培養液のみ（基礎産生）及び培養液中にHCGを加えたもの（刺激
産生）とで培養し、2日目、4日目、6日目に培養液を入れ替え、その中のProgesterone濃度をRIA
によって測定した。
　Progesterone産生様式は、以下の3型に分類できた。
　L基礎産生：6日目まで上昇が続く。　　　刺激産生：6日目まで上昇が続く。
ll．基礎産生：4日目まで上昇、その後下降。刺激産生：4日目まで上昇、その後ほぼ一一定。
llL基礎産生：一定の下降傾向。　　　　　　刺激産生：4日目まで上昇、その後下降。
　このように分類した産生様式と　その周期における過排卵誘起方法、妊娠率との関係をみたところ、
HMG刺激周期では　11型、　l　H型を示すものが多く、1型を示したものは11駕にすぎなかったのに対
し、FSH刺激周期では75％が1型を示した。また妊娠率は胚移植あたり1型40駕、11型35．7％、
IH型18．2鑑と111型で低い傾向を示した。

P2－36 頸管粘液分泌不全症の成因と治療に関する研究（第3報）

東京慈恵会医科大学産婦人科学教室

○許山浩司、楠原浩二、落合和彦、安江育代、寺島芳輝

〔目的〕従来、不妊における頸管粘液分泌不全症（以下CM分泌不全と略）の原因はestrogenの分泌
不全と考えられ、またその治療には主にestrogenの補充療法が行なわれてきたがその効果は決して満足

し得るものではない。そこで今回本症の成因と治療を検討したので報告する。

〔方法〕排卵期のCM量が0～0．1　me以下のCM分泌不全症65例（A群）とO，3me以上の分泌良好例46例
（B群・eontrol）に対し〔1）周期を通しLH、FSH、E2、　P4を定量、②排卵期に頸管腺をBiopsyし組
織学的に検討し、㈲治療法として①estrogen補充療法（主にpremarin1．25　me／day×5days）②hMG　l50－

225iu／day×3days③各種AIHすなわち（D自然排卵周期→通常AI　H，（ii）stimutated　cyc置e→通常AIH、

（“Dstimulated　cycle→三層Perc・11法又は80％単層Pereoll法にて行ない各治療法の効果を分析した。

〔成績〕｛1｝ホルモン分泌：①LH、FSH分泌はA、B群間に差がなかった。②E2：排卵2日前（Day－2）
のA群のE2は203．5±102．8　p2／me（B群は215．4±48、2　p9／me）であり、同様Day　一　1はA群：212．2±77．4

（B：220．7±ll2．3）payOA：240．7±159．1（B：216．9土123．5）と各日ともco　ntrolに比しA群は良好な

E2分泌を示した。（2）頸管腺組織診：A群10例の腺形態は①腺腔狭小な発育不全型4例、②腺分布が粗な
型2例、③正常腺4例に分類し得た。（3）治療：①premarin：9例中2例のみCMが増加し1例が妊娠し
た。②hMG：13例投与し、　E2は451．5±220．3　py　／meと上昇したが3例のみCMが増加したが妊娠例は

なかった。③AlHは合計27例・149周期に行ない、（i）自然排卵周期→通常AIHは24例・131周期でう
ち5例が妊娠し、（ii）stimulated　cycle→通常AIHは6例・12周期に行ない5例が妊娠し、（iii）stim－

ulated　cycle→Perco11　AIHは10例・15周期に行ない1例が妊娠にいたった。
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P2－37
intrauterine　insemination（1UI）の妊娠率向上への工夫

東京慈恵会医科大学産婦人科学教室
○岡本愛光、安江育代、許山浩司、川勝雅秀
　落合和彦、楠原浩二、寺島芳輝

八街病院＊

篠塚正一＊

〔目的〕intrauterine　insemination（IUDの有用性は既に多くの報告があるがその治療成績は必らずし
も満足し得るものではない。これに対し最近種々の改良が試みられ、我々もいくつかの工夫を加え妊娠率の向

上につとめている。そこで今回教室におけるIUIの成績について検討を行なった。

〔方法〕対象は当教室でIU1を行ないその予後が明らかな不妊c。uple202例の1017周期である。！U1
の適応は次の通りである。精子異常が97例・48．0％と最も多く、以下unexplained　infertiLity　35例・17．39。」

性交後試験陰性例29例・14．3％、頸管粘液分泌不全21例・10．4％、排卵障害14例・　6．9　9・．その他6例・2．9％

である。方法はこれらを以下の3群に分けその妊娠率を比較した。既ち〔1群〕自然排卵周期（n・nstimu［ated

cycle）十通常IUI　141例・736周期、〔置群〕clomid、clomid／hMG（十hCG）、hMG／hCGによるstimutated
cycle十通常1m　38例・210周期、〔湿群〕s　ti　rn　ulated　cyc］e十swimup、三NH　Percol　1、　80％Percol1による

sperm　preparated　1UIを行なった23例・71周期である。なおiii－’の方法で妊娠が成立しない例では〔1〕

→ 印〕群、〔皿〕→〔国〕群と両群にわたる例も一部含まれている。

〔成績〕①症例あたりの妊娠率：総症例数202例中IUIにて妊娠が成立した例は58例で、その妊娠率は28．7

％であった。②周期あたりの妊娠率：IUIの総回数は1017周期であり、周期あたりの妊娠率は5．7％であっ

た。③各群間の妊娠率の比較：〔1群〕の症例あたりの妊娠率は23．4％でるが、印群〕は60．5％と最も高率に

妊娠し．〔皿群〕は21．7％であった。これを各群のIUI実施周期あたりの妊娠率で比較すると、〔1群〕は4．5％

であったのに比し、〔n群〕は11．0％、〔皿群〕7．0％と〔1群〕より良好な成績を得た。

〔結論〕1UIによる妊娠率向上にはsti　mulated　cycleによる！UIが有用であり、かつこれに精液のprepara－

tionの工夫により一層の妊娠率の向上が期待し得るものと考えられた。

P2－38
C】omid，Tamoxifen併用による排卵・妊娠の治療成績

虎の門病院産婦人科
○曽　栄輝、沼口正英、宇野かおる、島山実子、丸　宏昭、田村　学、

　児島孝久、木村宗昭、堀口雅子、佐藤孝道

【目的】無排卵周期および第1度無月経にClomiphene（C）はもっとも用いられる排卵誘発剤の一っであるが、高

い排卵率の割に妊娠率は低く、頸管粘液の分泌不全や黄体機能不全がその原因とされる。一方、estrogen　recep－

torのagomist作用をもつtamo　xi　fen（T）は排卵誘発に有効とされるものの、排卵日は月経19～30日に広く分布

し一定しないため、臨床応用に到っていない。今回、われわれはC＋Tの併用療法を両者の欠陥を補うものとして

検討したので報告する。　【対象・方法】対象は男性不妊、卵管因子、子宮因子を除外した13例であった。方法は

消退性出血の5日目よりC（100mg）を5日間、3～5周期投与し、排卵が認められたにも拘らず妊娠に到らない症

例に対し、C（100　mg）とT（20mg）を併用投与した。両群の月経周期の低温期、高温期の持続日数、頸管粘液（CM）

prolactin（PRL）、黄体ホルモン（P、）、ならびに月経周期14口目のLH、　FSH、　E，を測定した。【成績】①C＋

T療法の13例中9例（69．2％）が妊娠した、②CM：C群3．8士O、4に対しC＋T群は6．6士2．1（n－10，　p〈0．05　M士

SE）で有意に増加した、③低温期日数：C群18．3土0．3に対し、　C＋T群15．2土0．4（n＝22，　p〈0．05）と有意に短

縮した、④高温期持続日数：C群11．5士1．1に比し、C＋T群13．2±2．0（n＝25，p〈0．01）と有意に延長した、⑤

高温期第3，　7，10日のP，値：C群6．2士1，3，7．5士1，8，6．0±2．4に対し、C＋T群9．5±1．0（n；16，　pくO．OS）、12．1

士1．5（n＝16，p〈0．Ol）、1L2士1．0（n＝16，p〈0，01）とそれぞれ有意に上昇した、⑥rt1L中PRL値：C群19．O　t3．5

ng／meに対しC＋T群6．3tO．2（n＝16，p〈O．01）と有意に低ドした、⑦LH、　FSH、　E2値は41．O　t18，1mlU／me、

12．5士2．O　mlU／m玖　78，2　ill3．Opg／m£に対し、　C＋T群70．2ヒ10．2（n二8，　p〈0．05）、18、3土2．1（n＝8，pく0．05）、

180．3士20．6（n＝8，p〈O．05）とそれぞれ有意に上昇した。

【結論】C＋T併用療法がCのCll独療法より優れていることが示唆された。これはEzの増加によるCMの改苫やP
RLの低下およびLHに対する感受性を高めることによる黄体機能の改善などによるものと考えられた。
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P2－39 マウス胸腺細胞に対するdanazolの作用　一progesteroneとの比較一

東京大学医学部産科婦人科学教室

○百枝幹雄、郭宗明、国府田きよ子、武谷雄二、水野正彦

（目的）最近，子宮内膜症における不妊機序のひとつとして免疫学的機序が指摘されている。一方、本
疾患に対するDanazo1療法の臨床的有用性は確認されているが、　Danazolの妊孕性向上に関する機序は不

明な部分が多い。今回、Danazolの免疫系への影響を解明する一端として、本剤の胸腺細胞の増殖に及ぼ

す効果を観察し、他のsteroid　hormoneと比較検討した。　（方法）C3H系幼若マウスの胸腺細胞を10％
FBS、　PHA　1μg／ml、　Interleukin－15mU／ml及び各種hormoneを加えたRPMI1640中で48時間培養後、さらに

3H－thymidineを加えて24時間培養し、胸腺細胞のDNA合成の指標として細胞内への3H－thymidineの取り込

みを測定した．また、progesteroneのreceptor　assayは311－R5020をligandとして37℃、2h　ineubationを

行い、cell　associated　radioactivityを計測した。　（成績）①danazo1は10’6M以上の濃度で胸腺細

胞のDNA合成を抑制し、10－6M、10－5Mで各々対照の18．4％、41．　4％の低下を認めた。②progesteroneは

lO’7M以上の濃度で用量反応性に胸腺細胞のDNA合成を抑制し、10－7M、　IO”6M、10－5Mで各々対照の

26．7敗39．0％、82．3％の低下を認めた。③胸腺細胞にはprogesterone　receptorが存在したが、　danazol

は3H－R5020のbindingを抑制しないことを確認した。④progesteroneのantagonistであるRU486は単独で

DNA合成を抑制し、しかもprogesteroneやdanazo1と同時添加してもこれらのDNA合成抑制作用に拮抗しな
いことより、胸腺細胞に対してはagOniStとして作用していると考えられた。⑤COrtiSOIは胸腺細胞に
対して10－8M、10－7M、10“6Mで各々対照の26．5％、76．2％、85．9％のDNA合成抑制作用を示した。

⑥estrogenとtestosteroneは、少なくとも10－6Mの濃度では胸腺細胞のDNA合成には影響しなかった。
（結論）danazolは胸腺細胞に対しprogesteroneよりは弱いが増殖抑制効果を示した。胸腺細胞に対する

danazo1の作用はprogesteroneやandrogen受容体を介していないことが推察される。

P2－40 黄体機能不全に於ける　エnhib±n分泌動態

群馬大学医学部産婦人科

○安藤一道、水沼英樹、長谷川喜久、宮本　薫、伊吹令人、五十嵐正雄

　目的£黄体機能不全（LPD）の内分泌学的特徴として、　PrOgθetθrone（P）分泌不全があげられるが、

工nhibin分泌動態については未だ十分に解明されていないo今回我々は、　LPDにおけるエnhibin分泌動
態について検討したので報告する。　方法：対象は、群馬大学医学部産婦人科を受診した不妊婦人の内、

黄体中期IP値がユO　ng／nt以下の値を示したll例である。方法は、一周期にわたb可及的隔日に午前ユ0

～12時までに採血し、血中LH、　FsH、　Eetrad⊥ol（E2）、　P、エnhibinをRIAにて測定し、血中
LHsurge日をDay　OとしてtS　Day－　14からDay十ユ4までを2日間隔で各平均値を算出した。　fi）、Corrtrrti1

は基礎体温表上異常なく、黄体中期P値が10ng／nf以上の6例ユ0周期としたQ　成績：LPDiユ例の
黄体期P値をみると、Day十5～十6、Day十’｝’～十8、　Day十9～十10で各Ae　N　6・97．土0・9、8’S9土1’Oq

6・76±O・85ng／認（mean±S・E。）とb　Contro1に比べ有意（pくO・0ユ～pくO・OOユ）の低値を示し

ていたがv血中E2値についてはb卵胞期。黄体期共にControiと有意差は認められなかった。血中Ihhit血
値をみると、Day－4nv－－3でO・56土O・　07pユ／㎡と、　Control｛0・29±O・IO／pX／認）に比ぺ有意（p

く0。05）に高くbDaア十3～十4，では0。89±0・07μ1／㎡と、　COntrol（1・28」：O。12pl／㎡）に比べ
有意（pくO・05）に低値を示したが、他の時期では有意差がなかった。卵胞期FSH／lnhibinをみると、

Controユと有意差は認められなかったが、低下傾向を認めた。卵胞期FSH値とエnhibin値の相関は認
められなかったが、黄体期P値とInhibin値には有意（pくO・OOI）の相関を認め、相関係数（r｝は

Control群でr・＝O・75、　LPD群でr＝O・72であった。一方、黄体期E2とInhibin値の相関は、　LPD
群ではr＝O。56（Pく0。0ユ）であったがts　COntro1では相関していなかった。　結論：LPDにおける血中

Inhibin分泌は、卵胞期では、　Controユに比べ若干高値を示し、黄体期では低値傾向を示した。

【
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P2－41 小柴胡湯の前投与によるDanazol肝機能障害の予防

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ東京大学医学部附属病院分院，秋田日赤病院産婦人科
柳沼　恣゜，藤盛亮寿’、竹内　亨，西井　修，岡村　隆

【目的】動物実験において小柴胡湯の前投与が薬物誘発性の肝機能障害を予防しうることが示されてい

る。そこで，これをDanazolについて試み，この結果を小柴胡湯とDanazolの併用，Danazol単独
投与の以前の結果と比較した。　【方法】小柴胡湯「ツムラ」1日7．59（分3食間）をDanazol投
与の前の1月経周期に連日投与し，次の周期からDanazol　1日400n9と小柴胡湯の同用量を連日16週

間投与した（15人）。Danazo1投与前と投与中2週毎に血清GOT，　GPTとLDH濃度を測定し
た。以前の研究におけるこれらの薬物は同用量で投与された。　【結果】Da　nazo1投与中，血清

GOT濃度の平均値は正常範囲内にあり，これはDa　nazo1と小柴胡湯の併用の時と同様であった。しか
し投与中，前者の濃度はすべ七後者よりも低く，特に8，10，12週におけるその差は有意であった。血

清GPT濃度はまた投与中正常範囲内にあり，これは正常値以上を示した併用の場合と異なる。　Danaz－
ol投与中，前者におけるその濃度の平均値は常に後者よりも低く，特に4週においてその差は有意で
あった。血清LDH濃度の平均値は，　Danazol投与中正常範囲内にあり，これは併用の場合と同様で
あった。

　Danazo1投与中，血清GOT，　GPT，　LDH濃度が正常値以上になった患者の頻度は，夫々O，　6．6，
6．6％であり，これらは小柴胡湯と1）anazolの併用あるいはDanazo1単独投与の場合よりも有意に低
値であった。Dallazol投与終了時に血清GOT，　GPT，　LDHの濃度が正常値以上であった患者は、
なく，一方併用の場合には，これらの頻度は夫々11．1，22．2，222％であり，GOTとGPTに関し有
意差が認められた。　【結論】小柴胡湯のDanazo］投与前の1月経周期の投与は，Danazol性肝障害
の予防に極めて有効である。

P2－42
子宮内膜症に対するBuserelin療法：Danazol療法との比較

愛媛大学医学部産科婦人科学教室
○香浦留美子、矢野浩史、杉並洋、松浦俊平

子宮内膜症に対する薬物療法として、今回我々はBuserelinとDanazolとを使用しその
治療効果などを比較検討したので報告する。対象は当科不妊外来を受診し、腹腔鏡により子宮内膜症と

診断された166例であった。17例に対しBuserelin　600－・900μg／dayを6か
月間（B群）、149例に対しDanazo1　400－600mg／dayを4－6か月間（D群）
投与した。治療後の妊娠はB群で7例（41．2％）、D群で35例（23．5％）であり、推計学的
にB群の妊娠率が高かった（P＜0．001）。妊娠例について検討したところ、いずれの群において
も治療終了後40週までに80％の症例が妊娠しており、その累積妊娠率パターンは両群間で有意差を
認めなかった。また、治療終了後の月経はいずれにおいても早期に再開しており両群間に差は認められ

なかった。症例によってはB群でhot　flushが、またD群で体重増加やGOT・GPTの上昇
などの副作用が認められたが、これらにより薬剤投与中止を余儀なくされた症例はなかった。いずれの

治療においても患者のコンプライアンスは良好であった。以上の成績より、Buserelinは子宮
内膜症に対する有効な治療薬であり、治療終了後にかなりの症例で妊娠の成立が期待できる。しかし、

その効果に関してはさらに症例数を積み重ねて判断をくだす必要があると思われる。
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P2－43 Gestrinoneの卵巣3β℃1－dehydrogenase活tvl三に対する阻害作用

大阪大学医学部産婦人科
○水谷隆洋，坂田正博，寺川直樹，谷澤　修

匡

【目的】子宮内膜症治療薬剤Gestrinoneの詳細な作用機序については未だ不明である。今回，
Gestrinoneの卵巣におけるエストロゲン生合成阻害作用の可能性を知るため，ステロイド生合成酵
素の一つである3β一〇1－dehydrogenase（3β一〇1）活性に及ぼす作用を検討した。

【方法と成績】in　vivoの系では，内因性ゴナドト・ピンの影響を除外するため，4週齢，　Wistar系雌

ラットの下垂体を摘除し，その1週後よりPMS　51Uを連日皮下投与するとともにGestrinone（G）
0．5mg／kg，　Danazol　100　mg／kg，　MPA　lO　mg／kgを，それぞれ2週間にわたって連日経口投与し

た。7週齢で屠殺し，［3H］pregnenolone　50　nM／0．2μCiを基質としてNAD存在下に卵巣ホモジ

ネートとインキュベートしたのち，pregnenoloneをジギトニンで沈殿させ、上清中のprogesterone
をカウントすることにより3βd活性を測定した。その結果，G投与群において3β一〇1活性（対照
0．26±O．023nmol／mg／min，　G群0．13±0．034　nmol／mg／min）は，有意に抑制されたが，　Danazol

とMPA投与群では不変であった。次にGの、3β一〇1活性に及ぼす作用をin　vitroの系において検
討した。ラット卵巣ホモジネートにG50　nMを添加し，［3H〕pregnenolone　50　nM／0．2μCiを基
質としてNAD存在下にインキュベートを行うと，活性｛対照O．27±0．013　nmol／mg／min，　G群0．11

±O．　007nmol／mg／min）は有意に低下した。

【結語】in　vivoとin　vitroの系における実験成績から，　Gestrinoneは卵巣3β　DIの酵素量を減少さ

せるとともに酵素に対しても直接阻害作用を有することが明らかとな’・た。同時に卵巣3βol活性
の阻害作用がGestrinoneの内膜症治療機序に関与している可能性が示唆された。

駐

P2－44 不妊症合併子宮内膜症初期病変に対する腹腔鏡下電気焼灼療法による治療

東海大学産婦人科学教室

○淡路英雄，小林善宗，井上正人，本田育子，海老沢恒次，藤井明和

i

匡

t

　子宮内膜症（以下内膜症と省略）と不妊症との間には密接な関係が存在する。つまり，不妊症患者の

50～75％に内膜症が合併し又その75％が初期の病変であり，初期病変であっても妊孕性は明らか

に低下する。内膜症合併不妊症患者の治療としては，Danazo1に代表される薬物療法や種々の開腹術
を併なう手術療法が行なわれており，いずれも高い妊娠率が得られており，広く普及している。しかし

最近の報告ではDanazol投与前後の腹腔鏡所見との比較で薬剤の：有効性への疑問や不妊症領域における
Mi　crosurger．yの概念の導入により開腹手術に伴なう術後骨盤の臓器などの癒着も問題視されており，
病変へのより直達的アプローチであり又術後癒着の心配も少ない内視鏡下手術療法は最近注目をあびて
いる治療法の一つである。今回我々は初期内膜症に対する治療法としての腹腔鏡下電気焼灼療法につい
て検討したので報告する。対象は，S．59．1月よりS．61．9月までに本院において腹腔鏡検査を行な
いR－AFS分類Stage　I，皿と診断された462症例である。電気焼灼は検査時にMonopolor電極を
second　penctureより挿入し凝固モードにて12Wの出力を与えて行なった。これら症例に対し最低1
年間の経過観察を行ない妊娠成立について検討した。症例の平均年令は32．1才，平均不妊期間は6年で

あった。妊娠例はstage　I（M　ini　ma1）131例に対し52例（39．7％），Stage　ll（Mild）60例

に対し19例（31．7％）であり。電気焼灼非施行例の妊娠例（Stage　I　62／174：3鼠6％，Stage皿
30／97：30．9％）と比較して各Stage間，施行例・非施行例の問に有意な差は認めなかったが，病変
が初期である程，又電気焼灼非施行例に比して施行例ほど妊娠率の高い傾向が認められた。以上報告し

検討する。

隔



360（1042）

（

P2－45 習慣流産に対する免疫療法の適応とその治療効果の判定法について。

　東京大学医学部産婦人科，同分院産婦人科＊，同輸血部＊＊

○藤井知行，高見沢勝＊＊，川名　尚＊，十字猛夫＊＊，水野正彦

　習慣流産に対する夫リンパ球皮内免疫療法は我国でもいくつかの施設て斐施されているが，その適応，方法は各

施設で異なってお｝），流産防1ヒ効果は70～80％と報告されている。特に，流産が2回のみ連続している患者を治療

の対象とするかどうかについては統一的な見解が得られていない。我々は流産が2回のみの患者については，まだ

偶然の流産を連続している可能性があると考えられることから，詔検査で異常か認められなかった場合には免疫療

法の対象とせず、経過観察としている。これまでに，超音波電子スキャン法でも一度も心拍が確認されないままの

流産（初期流産）のみを2同連続している原因不明原発性反復流産患ts　12例が妊娠し，2例が流産した（流産率17

％）。まだ症例数が十分とはいえないが，正常婦人の流産率が約10％ということを考えると，この流産率はそれほ

ど高いとはいえず，初期反復流産については，流産回数が2回の患者を免疫療法の対象とする必要性は少ないと考

えられる。また，治療を十分に行うためには，その治療効果を判定することが必要である。我々は，初期習慣流産

患者の夫リンパ球皮内免疫療法において，皮内免疫部位の遅延型アレルギー性皮膚反応を利用した効果判定法が，

これまで一般に実施されてきたMLRによる方法よりはるかに簡単で，しかも治療後妊娠の予後を十分に推定でき

る方法であると報告した。その後，症例数を増やして検討したが，皮膚反応が縮小してから妊娠した22例中，流産

したのは2例のみであった。流産率は9．1％であり，正常婦人の流産率とほとんど差が認められていない。以上よ

り，夫リンパ球内免疫療法は，初期反復流産については，流産回数が3回以上のものを対象とすれば十分であり，

また皮膚反応が縮小するまて治療を続けれぱよいと考えられた。

1

1

P2－46 反復流産に対する膿帯血単核球を川いた免疫療法の試み

旭川医科大学産婦人科学教室

○石川雅嗣、高田久士、林　博章、石川睦男、清水哲也

　原因不明の反復流産症例に対して夫単核球を用いた免疫療法が施行されるようになり、70～80％の成

功率が得られるようになった。Lかし夫単核球よりも第3者単核球のほうが成功率が高いとする報告も
ある。我々は成人Donor血よりも受け入れられやすいfi齊帯血を用いた第3者単核球免疫療法を反復流産

症例に対して施行したので報告する。
〔対象と方法〕原発性の反復流産患者（7名）に対して鵬帯lm　30　m1より分離した単核球（3000～7000万

個）を患者前腕皮内に接種した。腱｝帯血の感染症チェックに関しては①HBs抗原・梅毒血清反応・HTL

V－1皿が陰性であること、②IgM・GOT・GPTが正常範囲内であることを確認した。感染症の結果が出
るまでの間は、10％DMSOを含む培養液に膀帯IM単核球を調整し、－70℃にて凍結保存した。免疫療法
の効果はMLC－blocking　effectの有無により判定した。

〔結果〕免疫療法施行前のMLC－blocking　effectは全例陰性であったが、隣帯血免疫療法を2回施行す

ることにより、7例中6例が陽性となった。陰性であった1例も3回目の免疫療法を追加することによ
り陽性となった。隣帯血免疫療法を施行後、7例中2例が妊娠し、2例とも現在妊娠進行中である。
〔結論〕隣帯血単核球を用いた免疫療法は凍結保存を行うことにより、いっでも容易に施行できる方法

である。今後症例数を増やし有効性についてさらに検討して行きたいと考えている。

引

1

」
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P2－47
反復流産の免疫学的背景

国立大蔵病院　産婦人科　臨床研究部

O田中忠夫，周　宜興，天野信人，倉島富代，堤　紀夫，伊藤治英

t

　妊娠の維持には婦夫間のHLA抗原系の示す免疫応答調節機構が亜要な役割を担っており，原因不明の

流産を繰返す場合には，その免疫学的妊娠維持機構の破綻が推測されている。

　そこで，人為的に母体の免疫応答を操作する夫リンパ球による免疫療法を施行した症例を中心として，

流産発症に係わる免疫学的背景を検討した。
　対象は，（1）正常妊娠229例，（2）妊娠初期の自然流産60例，（3）原因不明の反復流産のため免疫療法を施

行した11例の3群である。
　microdroplet　lymphocyte　cytotαxicity　testを用いて検出した妊娠初期あるいは流産時の，母体血清
中に産生された抗HLA抗体の出現頻度は，（1）群：22．3％，（2）群：3，3％，（3）群：54．5％であり，流産を起

こした時点ではその出現頻童が有意に低いことが認められた。それに対して，免疫療法前は抗HLA抗体

を全く認めなかった（3）群において，免疫療法により（1）群以上に抗HLA抗体の産生を誘導し得，特に妊娠

を維持した症例のそれは，62．5％と高率であった

　また，リンパ球混合培養反応の抑制試験を用いて抗夫HLA－T細胞レセプターに対する母体自己の抗
イディオタイプ抗体を検出した。

　その結果，妊娠維持に成功した5例中4例に抗イディオタイプ抗体を認めたが，免疫療法にもかかわ
らずまた流産した2例にはその存在は認められなかった。
　したがって，流産，特に反復流産の場合，母体の胎児HLA抗原に対する免疫応答性が低く，それに伴
って抗イディオタイプ抗体などの免疫調節体の抑制機構がうまく働いていないことが示唆された。

臨

P2－48 iEプロラクチン（PRL）血性不妊症に対するBromocriptine（BRC）併用療法

一 妊娠例104例の転帰一

徳山中央病院　産婦人科

○山下　三郎，伊東　武久，矢壁　昭人，林　　公一，杉野　法広

　1986年1月～1988年1月までの期悶に正PRL血性不妊症例218例（内訳；遅延排卵性不妊症（D群）74例，
正常排卵周期性不妊症例（N群）50例，黄体機能不全症（LI群）13例，無排卵周期症（ANC群）47例，第1度

無月経症（ANI°群）25例，第皿度無月経症（AN2°群）9例）に対し，　first　choiceの治療法として，　BRC単

独療法（B法）を行ない，無効または，非妊娠の場合には）｛B法にクロミフェン（B－C法）または，クロミフ

ェン＋HMG（B－C－H法）の併用療法を行なった。この結果104例（妊娠率47．7％）の妊娠例を得た。今回

は妊娠時の治療法と妊娠の転帰について検討し，以下の結論を得た。1）自然流産5D群で4例，　AN1°
群で1例，ANC辟で2例，　N群で2例，　L　I群で1例の計10例（9．6％）に認めた。その治療法は，　B法に

て5例，B－C法で2例，　B－C－H法で3例であった。早産はD群で2例，　ANIe群で1例，　ANC群で1例の
計4例（3，8％）に認められた。妊娠時の治療法は，B法1例で，他の3例はB－C－H法であった。　2）多
胎妊娠及びその予後；双胎はD群3例，ANI“群1例，　ANC群4例，　N群1例の計9例（8．7％）であり，治
療法は，B法1例，　B－C法1例，　B－C－H法による7例であった。このうち1例は妊娠25週2日で早産し，
2児とも死亡した。また品胎はAN1°群で1例認められ，その治療法はB－C－H法であったが，妊娠24週
2日に早産し，児の予後は不良であった。3）分娩例の男女比は1：0．8で男子が多かった。その他，胞
状奇胎がD群でB法による1例，また，子宮外妊娠例がAN1°群でB－C－II法で1例認められた。新生児の
奇形では，N群でB法による妊娠例で先天性エプーソスが1例認められた。以L，　B法及び併川療法の
検討では，多胎妊娠率が自然排卵後の妊娠例に比して高いものの，流産率・早産率・奇形等については，

差を認めず，その高い妊娠率からも，有用な治療法であると思われる。
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P2－49 E2迅速測定法による切迫流産の予後判定

日本医科大学産婦人科学教室

○家永　聡，可世木久幸，外山和秀，五十嵐俊夫，大村　浩，荒木　勤

SRL　RI部　　高取修

【はじめに】従来切迫流産の予後判定の中心となる指標は尿中HCG値であった。しかし尿中HCG測定
のみでは切迫流産の予後判定に対して充分な対応が出来ないことはU常臨床上明らかである。一方，血

中ステロイド測定値が正常妊娠に比らべ流産例で明らかに低値を示すことも衆知である。迅速かつ簡便

な血中ステロイド測定の切迫流産予後判定に対する有用性を検討した。【方法】日本医科大学産婦人科

一般外来を受診した切迫流産例及び不妊外来受診中に妊娠した挙児希望の強い症例の計49例を対象とし

て血中エストラダイオール（E2）を迅速RIA測定法を用いて定量し　予後判定を行なった。E2測定に

用いたのはDPC社製のRIAキットである。なお，血中プロゲステロン（P），及び血中HCG（HCG）
も第1ラジオアイソトープ社及びミドリ十字社のキットで測定した。採血時には超音波検査（経腹又は

経膣プローブによる）を行ない可能な限りGS，　CRL，　FHBの有無等につき調べた。また，コントロ

ー ルとして正常妊娠例（76例）についても比較検討のため，E2，　P，　HCG，超音波検査を施行した。

【結果と考察】被検例49例中予後良好群は32例，予後不良群は16例であった。予後良好群のE2測定値ぱ
1．7±0，8（n9／me）であり，予後不良例のE2測定値はO．325±0」98（n9／me）であった（P〈0．01）また

は対象として測定した正常妊娠例のE2値はL914土1．405（n9／me）であり，予後不良群との問には有意

差（P〈0．01）を認めたが予後良好群との問には有意差を認めなかった。同様にP，HCGについても予
後良好群と不良群の間には有意差を認めたが，正常妊娠群と予後良好群の間には差は認められなかった。

更に極妊娠初期と言える妊娠5週以後正常妊娠例と予後不良群間に有意差（P〈O．05）を認めた。これら

の結果から，E2迅速RIA法による切迫流産予後判定は非常に有効であることがわかった。

1

P2－50 頸管膣震と妊娠

宮崎医科大学産科婦人科学教室
O宮川　勇生、大塚　晃生、森　憲正

　頸管膣痩を介して妊娠したと考えられる症例を報告する。

　症例は26才、経妊1回、経産O、昭和59年12月、妊娠22週、胎児死亡の診断で、ラミナリア挿入、

PGF2　，（で陣痛を誘発した。胎児は後腱円蓋部に裂傷を生じて、排出された。裂傷部は縫合され治癒し、

その後月経は外一f’宮口より排出していた。

　昭和60年6月、妊娠6週と診断され、妊娠経過は順調であった。昭和61年1月（妊娠3S週）、陣痛発来

とともに、外子宮口未開大のまま、既往の裂傷部が胎胞で5cmに急速に開大したため緊急帝王切開術で

34869の正常男児を娩出させた。分娩後5ヵ月から発来した月経は後腔円蓋部中央に形成された直径5mm
の頸管膣痩より排出していた。その後、子宮頸部はしだいに固くなIJ　s外子宮口は、　pin－hole　like、

消息子も挿入不能となった。

　昭和63年4月（第1子分娩後15n月）、再び妊娠8週と診断された。妊娠30週に安静のため入院し、昭
和62年11月（妊娠33週）、頸管膣痩が開大する前に帝王切闘術を行い3698gの正常男児を娩出させた。

　頸管腔棲は中期妊娠中絶に稀にみられる合併症である。頭管腕痩を生じると．その後の産婦人科の障

書として痛み、出血、頸管無力症，早産を生じる。また，これまで頸管腔痩の部位を介して正常児を分
娩した幾つかの報告がある。

　本症例の第2子妊娠に関しては、r・宮頸部は固く、外子宮口は癒着し消息S一も挿入不可能であったこ

とから、外子宮口を介しての妊娠は考え難く、後膣円蓋部の頭管腔縷を介して妊娠が成立したものと考

えられる。頸管腱棲が稀であることから、更にこのような症例の報告はなく極めて興味深い。
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P2－51 Rokitansky－Kuster－Hauser症候群10例の検討

　

筑波大学臨床医学系産婦人科

○鍋島雄一，本部正樹，斉藤正博，佐々木純一，西田正人，目崎　登，

　岩崎寛和

【目的】Rokitansky－Kusしer－Hauser症候群の病態を調査し，さらに有効な治療法を検討した。

【対象】昭和56年1月から昭和63年6月の間に，筑波大学附嘱病院産婦人科を初経未発来を主訴とし
て受診し，Rokitansky－Kuster－Hauser症候群と診断された10例を対象として調査した。
【成績】A．初診時の平均年齢は18．7歳（既婚者1例）であった。平均身長は154．1en，平均体重は57．l

kgとやや肥満傾向がみられた。なお，本症の家族内発症は認められなかった。　B．染色体検査は6例に

実施し，全例46XXであった。　C．腹腔鏡は4例に実施した。子宮所見は欠損1例，痕跡状3例であり，
附属器所見では片側卵管欠損1例，両側卵管および片側卵巣欠損1例を認めた。D．経静脈的腎孟撮影

は7例に実施し，左腎・尿管欠損1例，下垂腎1例を認めた。E．i基礎体温表では，8例は2相性，2
例は1相性であった。F．内分泌学的検索では，8例は正常であったが，2例はLH－RH負荷試験におい
て過剰反応を示した。G．生殖器以外の先天異常としては，鼠径ヘルニアと左腎・尿管欠損の合併1例，

鎖肛と二分脊椎の合併1例，鼠径ヘルニアのみ1例であった。H．7例には特に治療（造膣術）を実施せ

ず経過観察中であり，何らかの治療を行っている者は3例である。1例はエストロゲン軟膏を塗布しつ

つ圧迫療法を行ったが，必ずしも有効ではなかった。2例に対しては，我々の作成したコルポスタット
による圧迫療法を実施しており，膣管の拡大は有効に進行している。なお，性交を定期的に行っている

者は3例あり，いずれも膣管は約5　cm以上となっている。
【結論】A．本症では生殖器以外にも種々の奇形を合併し，また従来正常とされている卵巣・卵管にも

異常を認めることがある。B．造膣法としては，コルポスタットによる圧迫という保存的治療後に実際

に性交を行うことが有効であると考えられ，観血的造膣術の適応には慎重であるぺきと思われる。

P2－52 尿道下裂va　isける下垂体一性腺系の検討

　（停留睾丸合併の有無による差異）

北海道大学泌尿器科
　○今中香里，野々村克也，小柳知彦

　我々は思春期前期尿道下裂症例において下垂体一性腺系に異常がみられることを報告した。今回は更に停留睾丸合

併の有無により内分泌環境に違いがあるか否かを検討した。［対象］2～6歳の尿道下裂72例（遠位型40例，近位

型32例）で停留睾丸の合併は19例にみられ，遠位型＋停留睾丸は5例，近位型＋停留睾丸は14例であった。

［方法］LH－RH試験は合成LH－RHを2μg／k2静注，その前値，15分，30分，60分，90分，120分後の血中
FSH及びLHの変動をみた。　hCG試験はhCG　40001U／㎡を3日間連続筋注し，血中テストステロソ（T）値の変動

をみた。［結果］〈LH－RH試験〉尿道下裂のみの群（H群）（n－53）ではFSHの基礎値2．　4±1．5（m1U／’ml），

15分値8．6土4．1，30分値12．3±5．2，60分値15．10±10．3，90分値12．7士5．31120分値11．6±3．6で停留睾丸合併群

（C群）（n＝19）では各々3．1±2．3，9．9±5．0，16．2土9．2，17．3±8．8，15．9士7．6，15．6土7．1とC群で30分値（p＜O．05），

120分値（p＜0．Ol）で有意に高値を呈し，　peak値もH群14．4±58に対しC群18B士9」と有意（p＜O．05）に高か

った。LHはH群では基礎値5．1士2．3（mlU／m1），15分値20，3士＆7，30分値22．0士9，8，60分値22．0±1＆8，90分

値15．7士6．0，120分値13．2±4．9でC群では各々5．9士1．8，24．0±ll．3，29．8士19．6，27．2士16．1，214士10．6，18．4

±10．3でC群が30分値（p＜O．05），90分値（pく0．05），120分値（p＜O．01）で有意に高値を示し，peak値もH群

23．4士9．3に対し，C群31．4±19．7と有意に（p＜0．05）に高かった。〈hCG試験＞H群（n＝30）ではTの基礎値

22．8土16．3（ng／mD，24時間値87．9±56．6，48時間値219．0±129．5，72時間値353．6±180．5，　C群（n－17）では

各々19．0士14．5，94．0±75．2，174．9±116．4，261．0±146．3で両群間に有意差はなかった。なお，近位型下裂（32例）

に限ってH群18例，C群14例で両試験を比較検討したが共に両群間に有意差はなかった。［まとめ］C群はLH－

RH負荷後FSH，　LH値がH群に比べ高値を示した。しかし，近位型に限るとこれ自体が過剰反応を取る例が多いた

めか両群間で差異はなかった。

r
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P2－53
不妊症例に見ちれた　Ring－x　症例について

　名古屋市立城北病院　産婦人科
o
　小池　晧犬、辻村　隆介、森永　正文、平田　修、

　最近の不妊症の治療については、IVF．、GIFT、の臨床応用を含め急速の進歩を
している。　　　また1aparOSCQpyも不妊症の一般的検査に止どまらす治療的
使用が多くなっている。　　　染色体異常が疑われる症例では最初から染色体検査を行う。
　　症例はHSGでは子宮はすこし小さいこと以外とくに異常なく、たまたまlapa－
loscopyの検査にてstreak－gonadを認め染色休検査にて、46、X
ringX　と非常に希な症例であったので1aparoscopy所見を含めて報告す
る。

　症例は挙児希望で来院した27歳の不妊症患者。　　　月経は不順で量は少量、身長は
140Cln、体重は41kgであった。　HSGにては子宮は少し小さいが両側卵管は異
常なく、LH－RH　test　では　hyper－g（♪od、tll状腺機能はほぼ正常、
貧血なく、肝臓機能も異常なくNTIIrner様の外反肘と翼状頚は認めなかった。　染
色体検査では　45，X／46、X　riIlgX　であり　45X　と〃）mosaicで
あり、75％は　45X　であり、25％は　46，XringX　であった。　　この
　ringX　は希なものであり、染色体分析上ではring状であるが、大きなドーナ
ツ状のものから比較的小さな球状に近いものが見られた。　そのrlngXの大きさの比
率が必ずしも一定ではなかった。　laparoscopy所見は子宮はやや小さく、両
側卵巣は　streak　gonadであった。

1

　

」

P2－54 外性器異常を示した45，X／46　，XYq　・一／47，XYq－Yq一のモザイクの1例

広島大学医学部産科婦人科学教室

国立呉病院産婦人科

○宇都宮　慎，三春範夫，上田克憲，

　藤原　篤

　大浜紘三

　今回我々は、外性器異常を主訴とし、染色体分析の結果45，X／46，XYq－／47，XYq－Yq一という極

めてまれな染色体異常であることが判明した症例を経験したので報告する。

　症例は在胎39週で出生した新生児であり、出生時の体重は2620g，身良は47．5cmでSFDであった。
出生時、母26才、父31才で、同胞として4才の兄がいるが、特に異常は認めていない。外陰部は、陰
茎様のphallusと二分陰嚢を示していたが、陰嚢内には内容物を触知しなかった。尿道造影では、泌尿
生殖洞、膀胱、膣ならびに子宮腔が造影された。なお、外陰部以外には奇形は認められなかった。

　生後2ヵ月の時、両親の希望により女児として育てるため、陰核形成術、腔形成術を施行した。さら
に、内性器および性腺の確認のため開腹したところ、子宮の右側には精管様組織と畢丸を認め、また左

側には卵管が認められたが、左側の性腺は痕跡的であった。

　細胞遺伝学的検索の結果、末梢血リンパ球、皮膚組織ともに、45，X／46，XYq－／47，XYq－Yq一の

モザイク核型を示し、Q分染法ではすべてのY染色体で長腕の蛍光部分が欠失していた。モザイクの比
率はTリンパ球では94．3：4．3：1．4，Bリンパ球では94．2：2．9：2．9，さらに皮膚では90．3：6．5：3．2

とほぼ一定していた。なお父親の染色体分析では、Y染色体に異常を認めなかった。本例と同一の外性

器所見、染色体核型を示した1例が、Yanagisawaら（1974）によって報告されており、本症例は第2
例目と考えられる。

（Bリンパ球の染色体分析に協力いただいた、放影研・広島の阿波章夫、中野美満子の両氏に感謝いた
します。）
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P2－55
RU486による家兎の分娩誘発に関する検討

日本大学農獣医学部獣医生理学教室　O山海　直、小林由美子、高井尚治、細水　明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　金山喜一、遠藤　克、佐久間勇次

F

t

F

F

【目的】RU486（ルセル社、フランス）は、プロゲステロンの競合拮抗薬として、ヒトにおける経口避

妊・流産薬としての臨床応用が期待されており、獣医畜産領域においても同様にその応用が期待され

るものである。演者らは、RU486に関する一一連の検討を続けているが、今回は、　RU486が分娩調節、す

なわち分娩を誘発するための製剤として有効か否かにっいて検討を試みた。

【方法】供試家兎は、体重2．8～3．2㎏の日本白色種で、成熟雄と交配し、　その直後にhcG　75iuを静注

して妊娠を誘起した。その後、交配後11日目に開腹して着床胎児を認めたものにっいて、27および28

日目にRU486を投与した。　RU486は、ゴマ油に溶解して5㎎／headを皮下投与した。観察は、27日目に

投与したもののうち5例は1日1回、他の4例と28日目に投与した6例は経時的に分娩を観察した。
【結果】家兎の分娩を調節する目的でRU486を投与した結果、27日目に処置し、1日1回観察した5例

は、投与後2日目に全例に分娩が認められた。また、経時的に観察を試みたものでは、27日目に処置

した4例中3例において約40～50時間目に分娩が認められた。しかし、残りの1例は22時間目以前に

分娩が認められ、この個体は他と比べて産子数が非常に少なかった。28日目に処置したものでは、6

例中4例において約30－－40時間目に分娩が認められたが、他の2例では約20および50時間目に分娩を

認めた。これらの個体はいずれも産子数が少なかった。なお、産子は、正常分娩の産子に比べて幾分

小さかったが、その後の発育に影響は認められなかった。

　以上のように、多少の個体差は認められるが、RU486投与後一定時間内に分娩を誘発することがで

きた。このことは、ヒトおよび家畜において分娩調節に十分応用できる可能性を示唆するものである。

P2－56
RU486の各種投与方法における家兎を用いた有効投与量の比較検討

日本大学農獣医学部獣医生理学教室、東北大学農学部家畜繁殖学教室＊

　　O小林由美子、山海　直、高井尚治、細水　明、金山喜一

　　　遠藤　克、佐久間勇次、梅津元昭章、正木淳二寧

【目的】RU486（ルセル社、プランス）は、プロゲステロンと競合的に拮抗する作用を有しており、産婦

人科および獣医畜産領域においてその応用性が期待されている。演者らは、RU486に関する一連の検

討を続けており、投与方法によって有効投与量に差のあることを報告した。　今回は、皮下、筋肉内、

腹腔内、経口および静脈内投与における有効投与量を明らかにする目的で検討を試み、各種投与方法
について比較検討した。

【方法】供試家兎は、体重2．8～3．2㎏の日本白色種84例で、成熟雄と交配しその直後にhCG75iuを投与

した。家兎は、　交配後11日目に開腹して着床胎児、機能黄体を確認したのち、　RU486を投与した。

RU486の投与量は、0．5～30㎎を皮下、筋肉内、腹腔内、経口および静脈内にそれぞれ投与したeその

後、流早産の観察を続け、分娩予定日を過ぎた交配から35日目に開腹して、卵巣および胎児にっいて
検索した。

【結果】皮下、筋肉内、腹腔内および静脈内投与において、　供試した全例に妊娠の阻止が認められた

投与量は、それぞれ2．5、2．5、10および5㎎／headであった。また、経口投与においては、30mg／head

まで投与したが、妊娠の阻止は認められず正常分娩にいたった。

　以上のことから、妊娠阻止を目的としたRU486の投与において、　各種投与方法における有効投与量

は、皮下、筋肉内〉静脈内〉腹腔内〉経口の頑であり、皮下、筋肉内投与において最小投与量である

ことが明らかとなった。　これらのことから、RU486の効果は投与方法によって差が認められることが

示唆されたn
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P2－57
RU486の経II寺的胚移植による作用機序に関する検討

日本大学農獣医学部生理学教室、東北大学農学部家畜禦殖学教室廓

　　O細水　明、山海　直、小林由美子、高井尚治、金山喜一

　　　遠藤　克、佐久間勇次、梅津元昭＊、正木淳二“

【目的】演者らは、プロゲステロンの拮抗薬であるRU486（ルセル社、フランス）に関する一連の研究で、

交配と同時にRU486を投与した家兎においては着床が阻止され、また、　RU486を処置して同期化した家

兎に胚移植を試みても着床が認められないことを報告した。　さらに組織学的に検索した結果、RU486

の処理によって子宮内膜の着床性変化が遅延することが認められた（未発表）。今回は着床性変化の遅

延時間を明らかにする目的で、RU4S6投与家兎の同期化処理を経時的に検討して胚移植を試みた。

【方法】供試家兎は、体重2．8～3．2㎏の日本白色種で、recipientは精管結紮した雄を用いて交尾刺激

を与え、その直後にhCGとRU486を投与した。　RU486は、5mg／headを皮下投与した。その後、正常雄と

交配後84時間目にdon。rから回収したm。rulaあるいはblastocyst　stageの卵子を、　recipientの子宮上

部を穿孔して子宮内に移植した。　なお、RU486を投与したrecipientの同期化処理は、　d。n。rの交配か

らO、24、48、72および96時間前にそれぞれ行った。検索は、交配日から11日目の着床胎児数および

卵巣所見について行い、その後、分娩の有無、妊娠期間、産子数について観察を行った。

【結果】RU486投与家兎の同期化処理を経時的に検討した結果、　11日目の検索で着床を認めた個体は、

同期化を24時間前に行ったもので5例中2例、48時間で5例中3例、72時間で5例中4例であり、96
時間では着床を認めなかった。移植した卵子数に対する着床数は、24時間で36個中3個（8．3＄）、48時

間で29個中13個（44．8＄）、72時間で34個中16個（47．1＄）、96時間で28個中0個（0幻であった。

　以上のように、RU486を投与したrecjpient家兎の同期化時間が、　d。norの交配時より72時間早い試

験区でもっとも良好な成績であった。　これらのことは、RU486投与家兎における子宮の着床性変化が

48－72時間遅延していることを示唆するものである。

1



第33回日本不妊学会総会および

学術講演会　こ宿泊のご案内

　このたび首記学会に出席されます皆様方の便宜を図る為，宿泊のお世話を日本交通

公社京都支店にて取り扱わせていただくことになりました．通常の個人料金よりお得

な学会料金にて御案内させていただいております．この時期は観光シーズンでもあり

ますので，お早目にお申し込みいただきますよう御案内申しあげます．

1．宿泊期日　　　　　　昭和63年11月14日　（月）～17日　（水）

2．宿泊ホテル・料金（1泊，税金・サービス料込の料金です）

ランク
お一人様一泊料金

ホテル名
シングルルーム ツインルーム

地ド鉄駅までの徒歩所要時間

S 宝池プリンスホテル ・19，000円 11，000円

京　都　ホ　テ　ル 10，000円 8，500円 御池駅より徒歩10分

A 京都ロイヤルホテル 10，5001q 8，500円 御池駅より徒歩11分

京都全日空ホテル 10，500円 9，500円 御池駅より徒歩10分

からすま京都ホテル 9，500円 7，500円 四条駅より徒歩1分
B

ホリディイン京都 8，000円 7，500円 北大路駅よりバス5分

ホテルアルファ京都 7，200円 6，800円 御池駅より徒歩11分
C

京都セントラルイン 6，000円 5，500円 四条駅より徒歩10分

＊ツインルームのシングル使用

3．お申込み方法

　申込書にご記入のうえ，宿泊合計金額及び通信費用（1件につき500円）を添えて

現金書留（クレジットカードも利用できます）にてご送金下さい．折り返し，宿泊予

約確認書をご送付いたします．

4．お申し込み締切日 昭和63年10月31日（月）

5．お取消料　　　　　　宿泊日の14日前まで　　　　無　料

　　　　　　　　　　　　13日前以後4日前まで　　　1，000円

　　　　　　　　　　　　3日前以後前日まで　　　　3，000円

　　　　　　　　　　　　宿泊日の当日以後　　　　　宿泊料金全額

ご返金は，お取り消し料および郵送実費（500円）を差し引いてお返しいたします．

2泊以上のお申し込みで1泊目が無断不泊の場合は，2泊目以後を自動的に取り消さ

せていただきます．



6．お申込み　及び　お問合わせ先

　　　　　　　　　　〒600　京都市下京区東塩小路町（京都駅前）

　　　　　　　　　㈱日本交通公社京都支店

　　　　　　　　　　「第33回日本不妊学会総会」係（担当：平井・奥村・湯本）

　　　　　　　　　　　　　　　TEL．075－361－7241　FAX．（075）341－1028

… 　一一…　一…　一・一・一・一・・・・・・…　一一一・・・…　一キーリート・・リ・・糸泉・・・・・…　”…”…”‘一’曹一｝”…’°’’’’”°’°’°’噛’｝■”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NoL

　　　　　　　　　　　　第33回不妊学会総会　宿泊申込書　　　　　　お申込日　　　　月　　　　日

代　表　者　氏　名 TEL

郵便物送付先 〒

宿 泊

氏　　　　　名 宿　　泊　　日 宿泊代金

11／14 15 16
第1希望ホテル 第2希望ホテル

※

部屋タイフ

u S
T

u S

u S
T

u S

u S
T

u S

宿　泊　金 ￥

通　信　費 ￥500※T…ッインルーム　U…ッインルームのお1人使用

　S…シングルルーム　。亥当する欄に（⊃印をご記入ドさい。

　希望ホテルは第2希望までお菖きドさい。

合　　　計 ￥

わたくしは、支払いをド記カードにて行ないます。

利　川　カ　ー　ド　会　社　名 有　効　期　間 引落しカード番号

（1）YES　JTBカード （5）VISA

（2）ダイナースクラブ （6）ユニオンクレジット

（3／日本信販 （7）ダイヤモンドクレジット
19　年　　月　　日

　　　　　　　まで
（4）JCB （8）ミリオンカード

お名前 ㊥
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収 支 計 算 量
口

1）収　入　の　部

　　　　（一　般　会　計）

（昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで）

単位　円

勘　　定 科　　目

大　　科　　目 中　　科　　目
決　算　額 予　算　額 増　減　　△

1　基本財産運用収入 231，000 ．25α000 △　　19，000

基本財産利息 231，000 250，000 △　　19，000

n　事　業　収　入 2，665，000 2，200，000 465，000

機関誌購読料 1，089，000 900，000 189，000

機関誌広告料 1，576，000 L30α000 276，000

m　会　費　収　入 27，427，930 22，322，000 5」05，930

正　会　員　会　費 26，077，930 21．0721000 5，005，930

賛助会員会質 L350，000 1，250，000 100，000

IV　助成金収入 100，000 100，000 0

日本医学会助成金 100，000 工0α000 0

V　負担金収入 6，735」55 4，000，000 2，735，155

機関誌掲載負担金 6，735，155 4，000，000 2，735，155

VI雑　　　収　　　入 2，714」79 2，050，000 664」79
受　　取　　利　　息 2，521，561 2，000，000 521，561

雑　　　収　　　入 189，618 50，000 139，618

固定資産売却収入 3，000 0 3，000

粗　積立預金取崩収入 0 0 0

名簿積立取崩 0 0 0

噸　前期繰越収支差額 12，609，048 12，609，048 0

前　期　繰　越　金 12，609，048 12，609，048 0

収　　入 合　　計 52．482β12 43，531，048 8，951，264

注：年度内収入（1～V［D　62年度決算額　39，873，264円

　　　　　　　　　　　　62年度予算額　30，922，000円

会費収入の内訳

　（1）正会員会費　　訓’　261077，930円

　　　62年度会費　　　21．488，930円（2，6　71人、会員数3，073名、徴収率約86％）

　　　過年度会興

　　　　61年度会費　　　2，593，000円（324人、61年度未納者、618人、徴収淑約52宅）

　　　　60年度以前会費　1，9　9　6，0　O　O　M（249人）

　｛2｝賛助会員会費　計　　1，350，000円（1日、100，000円）

　　　　5口　1社　（日本シエーリング）　　　　500，000円

　　　　1口　8社　（第一製薬、帝国臓器、塩野義、山之内、サンド薬品、藤澤薬品、三共、日本オルガ

　　　　　　　　　　ノン）　　　　　　　800，000円

　　　0．5［1　1社　（エーザイ）　　　　　　　　50，000円



2）支出の部 単位：円

勘　　定 科　　目

大　　科　　目 中　　科　　目
決　算　額 予　算　額 増　減　　△

1　事　　業　　　費 21269，652 20，784，400 485，252

総　会　補　助　金 1，000，000 1，000，000 0

総　会　諸　経　費 623280 600，000 23，280

機関誌印刷費 14，749，906 13，000，000 1，749，906

機関誌発送費 1．788β80 1，700，000 88，880

機関誌編集費 150，000 15α000 0

LF．F．S．会費 104，054 150，000 △　　45，946

支　部　運　営　費 1，068，400 934，400 134，000

会　　　議　　　費 816，432 1，200，000 △　383，568

名　簿　作　成　費 0 0 0

渉　　　外　　　費 500，000 1，500，000 △1，000，000

雑　　　　　　　　費 468，700 550，000 △　　81β00

H　管　　理　　費 5，98η41 6，310，000 △　322259

委　　　託　　　費 4，250，000 4，250，000 0

臨　時　雇　賃　金 224，000 300，000 △　　76，000

器　具　備　品　費 0 50，000 △　　50，000

賃　　　借　　　料 0 0 0

旅　費　交　通　費 199，740 300，000 △　100，260

通　信　運　搬　費 593，631 600，000 △　　　6，369

印　　　刷　　　費 84，000 100，000 △　　16，000

消　　耗　　品　　費 144560 25α000 △　105，440

会　　　議　　　費 50，000 50，000 0

諸　　　謝　　　金 150，000 150，000 0

慶　　　弔　　　費 130β10 60，000 70β10

雑　　　　　　　費 161，500 200，000 △　　38，500

皿　積立預金支出 11，000，000 1tOOO，000 0

諸那業硫立預金支出 0 0 0

名簿作製積立預金支出 1，000，000 LOOO，000 0

運営基金積立預金支山 10，000，000 10，000，000 0

1V　次期繰越収支差額 14，224，919 5，436，648 8．788271

当　期　予　備　費 0 5，436，648 △5．436648

当　期　余　剰　金 14，224，919 0 14．224919

支　　出 合　　計 52．482β12 43，531，048 8．951264

注：布度内支出（1＋ll＋皿）　62年度決算額　3　8，2　5　7，393円

　　　　　　　　　62年度予算額　38，094，400円

噌
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貸　借　対　照　表
（一般会計）

昭和63年3月31日

脚

1．資産の部 単位：円

勘　　定　　科　　目

大　　科　　目 中　　科　　目

流　　動　　資　　産

現　　　　　　　　　金

当　　座　　預　　金

普　　通　　預　　金

郵　　便　　振　　替

定　　期　　預　　金

　110，863
　　　　0
1，369，452

　364、619
14，811，600

流　　動　　資　　産　　合　　計　　（A〕 16，656，534
有　形　固　定　資　産

什　　器　　備　　品 0

有　形　固　定　資　産　合　計　　｛Bl 0

その他の固定資産
電　話　加　入　権
基本財産貸付信託預金

諸事業積立預金
名簿作製積立預金
運営基金積立預金

　83，643
5，000，000
9，019，000

3，000，000

48，000，000

その他の固定資産合計　　〔C｝ 65，102，643

固定資産合計の｝；　（Bl＋　〔C｝ 65，102，643

資　　産　　合　　　計　（E｝＝　〔A｝＋　｛D〕 81，759，177

2負債の部 単位：円

勘　　定　　科　　目

大　　科　　目 中　　科　　目
金　　　　　　　　額

流　　動　　負　　債
前　　　　受　　　　金

預　　　　り　　　　金

2，431，615

　　0流　　動　　負　　債　　合　　計　　〔F〕 2，431，615

固　　定　　負　　債

固　　定　　負　　債　　合　　計　　〔G｝ 0

負　　債　　合　　　計　（Hl＝　IFI＋　（G） 2，431，615

3正味財産の部 単位：円

勘　　定　　科　　目

大　　科　　目 中　　科　　目
金　　　　　　　　額

基　　　　本　　　　金

基　　　　本　　　　金 5，000，000
基　　　本　　　金　　　合　　　計　　｛n 5，000，000

剰　　　　余　　　　金

次期繰越収支差額
次期繰越増減差額

14，224，919
60，102，643

剰　　　余　　　金　　　合　　　計　　U｝ 74，327，562
正　　味　財　　産　　合　　計（K）＝｛D＋〔Jl 79，327，562
負債および正味財産合計｛L）＝〔ID＋〔Kl 81，759，177



財 産 目 録

（一　般　会　計）

昭和63年3月31日

単位　円

（資　産　の　部）

1　流　動　資　産

1．現金　・預金

（P　現　　　　　金：現金手許保有高 110，863

（2｝当　座　預　金：三和銀行四谷支店 〔〕

｛3｝普　通　預　金：三和銀行日本橋支店 1，369，452

｛4｝振　替　預　金：東京貯金局 364，6ユ9

（5）定　期　預　金：三和銀行日本橋支店 14β11，600

2．仮　　払　　金 0

流　動　資　産　合　計 16，656，534

皿　固　定　資　産

1．什　器　備　品 0

2．電話加入権　1本 83，643

3，諸事業積立預金：三和銀行日本橋支店 9，019，000

4．名簿作製積立預金：三和銀行日本橋支店 3，000，000

5．運営基金積立預金：三和銀行日本橋支店 48，000，000

6．基本財産引当貸付信託預金：東洋信託銀行新宿支店 5，000，000

固　定　資　産　合　計 65，102，643

資　　　　　産　　　　　合　　　　　計 8L759，】77

（負　債　の　部）

1　流　動　負　債

1．預　　り　　金

（1｝職員に対する源泉所得税及び社会保険料 0

（2）関東支部運営費 0

2．前　　受　　金

前受会費、その他 2，431，615

且　固　定　負　債 0

一一一一 一一｝一一一一一｝
負　　　　　債　　　　　　合　　　　　　計 2，431，315

正　　　　　味　　　　　　財　　　　　　産 79β27，562



レ

引当繰入資金増減明細表
自　昭和62年4月1日

至昭和63年3月31日

単位：円

勘定科目 摘　　要 期首在高 増　　加 減　　少 期末残高 摘　　　要

1　引当資産
　諸　事　業1．　積　立　金

定期預金 9，019，000 0 0 91019，000

　名簿作成2．　積　立　金

定期預金 2，000，000 1．000ρ00 0 3ρ00，000
増加額は本年度
の積立金

　運営基金3．　積　立　金

定期預金 38，000，000 10ρ00ρ00 0 48，000，000
増加額は本年度
の積立金

皿　固定資産等

器具備品 667，300 0 667，300 0 減少額は使用不
能の為除去

電話加入権 83，643 0 0 83，643

収 支 計 算　書
　　　　（林基金特別会計）

（昭和62年4月1日から昭和63年3月31［1まで）

1）収入の部 単位：円

勘　　定　　科　　目
予　算　額

大　　科　　目 中　　科　　目

増　　減邑

1　基本財産運用収入

皿　前期繰越収支差額

基　本　財　産　利　息

前　期　繰　越　金

49578

118，220

50，000

118，220

△　422

　　　0

収　　入　　合　　計 167，798 168，220 △　422

2）支出の部 単位：円

勘　　定　　科　　目
予　算　額 増　　減

大　　科　　目 中　　科　　目

1　事　　　業　　　費

皿　次期繰越収支差額

記　　念　　品　　費

次期繰越収支差額

66，000

1011798

70，000

98，220

△4，000

3，578

支　　出　　合　　計 167，798 168，220 △　422



貸借対照表
（林基金特別会計）

昭和63年3月31日

1．資産の部 単位：円

勘　　定　　科　　目

大　　科　　目 中　　科　　目
金　　　　　　　額

流　　動　　資　　産 普　　通　　預　　金 101，798
流　　動　　資　　産　　合　　計　　〔淘 101，798

固　　定　　資　　産　　　基本財産信託預金　　　　　1，000，000

固　　定　　資　　産　　合　　計　　｛B〕 LOOO，000
資　　　産　　　合　　　辞　　〔C｝　＝　　｛A｝　＋　（Bl 1，101，798

2．負債の部
単位：円

勘　　定　　科　　目

大　　科　　目 中　　科　　目
金　　　　　　　額

負　　　　債　　　　合　　　　計　　｛Dl 0

3．正味財産の部
単位：円

勘　　定　　科　　目

大　　科　　目 中　　科　　目
金　　　　　　　額

基　　　本　　　金

剰　　　余　　　金

基　　　本　　　金

次期繰越収支差額

1，000，000

101，798
正　　味　　財　　産　　合　　計　　〔E｝ 1」OL798

負債および正味財産合計　｛F｝　＝　IDI　＋　（E｝ 1，10L798



』

財　　産 目 録

（林基金特別会計）

（昭和63年3月31［1）

（資　産　の　部）

1　流　動　資　産

　　普　通　預　金：三和銀行四谷支店

H　固　定　資　産

　　基本財産信託預金：三菱信託銀行新宿支店

10L789

1，00qoOO

資　　産　　合　　計 1，ユ01，798

（負　債　の　部）

負　　債　　合　　計 0

正　　　　　　味　　　　　　財　　　　　　産 】、101，798

　以上の通りであります。

　　昭和63年4月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　騰∴∵∴禽

本収支計算書、貸借対照表および経理状態を監査した結果正確なることを認めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N　　　　　監事星の一労㊥

　　　　　監事嫁彫⑭

　　　　　　　　　　　　x
　　　　　監事活嶺老⑱



予 算 童
日

（一　般　会　計）

（昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで）

1）収　入　の　部
単位　円

勘　　定 科　　目 前　年　度
大　　科　　目 中　　『科　　目 予　算　額 予　算　額

増　減　　△

1　基本財産運用収入 190，000 250，000 △　　60，000

基本財産利息 190，000 250，000 △　　60，000

n　事　業　収　入 2．20α000 2200ρ00 0

機関誌購読料 900，000 900，000 0

機関誌広告料 1β00，000 1，300，000 0

田　会　費　収　入 23β00，000 22β22，000 1，478刀00

正　会　員　会　費 221800，000 21．072ρ00 1，728，000

賛助会員会費 1．00qOOO L250，000 △　250，000

IV　助成金収入 200，000 100，000 100ρ00

日本医学会助成金 2001000 joO，000 100，000

V　負担金収入 4，000，000 4，000，000 0

機関誌掲載負担金 4，000，000 4，000，000 0

VI雑　　収　　入 225α000 2，050，000 200，000

受　　取　　利　　息 2，200，000 2，000，000 200，000

雑　　　収　　　入 50，000 50，000 0

堀　積立預金取崩収入 0 0 0

名簿作製積立金取崩 0 0 0

湘　前期繰越収支差額 14224，919 12，609，048 1，615β71

前　期　繰　越　金 14，224，919 12，60ao48 1，615，871

収　　入 合　　計 40864，919 43，531，048 3β33β71

注年度内収入（1～V∬） 63年度予算額

62年度予算額

62年度決算額

32，64　O，O　OO円

30，922，000「1

39，873，264円

会費収入の内訳

　（1）正会員会費　　計　22，800，000円

　　　　63年度会費　　　8，000円×2，60⑪人＝20，800，000円

　　　　　　　　　　　　　　　（会員数3，206人、徴収率約81％）

　　　　過年度会費

　　　　62年度会費　　8，000円xI60人＝1，280，000円

　　　　　　　　　　　　　　　（未納者　402人、徴収率約40％）

　　　　6真年度以前会費　720，0　OO　Pl（90人分）

　（2｝賛助会員会費　計　1，000，000円（1口、100，000円）

　　　　2．5日　1社　　（日本シエーリング）　　　　　　　250，000円

　　　　　1口　7社　　（第一製薬、帝国臓器、塩野義、サンド薬品、山之内、藤澤薬品、三共）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700，000円

　　　　0．5口　1社　　（エーザイ）　　　　　　　　　　　　50，000円



～

：

：

2）支出の部 単位：円

勘　　定 科　　口 前　年　度
大　　科　　目 中　　科　　目

予　算　額 予　算　額
増　減　　△

1　事　　業　　費 24，770，000 20，784，400 3，985，600

総　会　補　助　金 2，00α000 1，000，000 1，000，000

総　会　諸　経　費 750，000 600，000 150，000

機関誌印刷費 15，500，000 13，000，000 2，500，000

機関誌発送費 1，900，000 L70α000 200，000

機関誌編集費 200，000 150，000 50，000

国際不妊学会会費
　（IFFS）

130，000 150，000 △　　20，000

支　部　運　営　費 1，040，000 934，400 105，600

会　　　議　　　喪 1，200，000 1，200，000 0

名　簿　作　製　費 0 o 0

渉　　　外　　　費 1，500，000 1，500，000 0

雑　　　　　　　費 550，000 5501000 0

H　管　　理　　　費 6，870，000 6，310，000 560，000

委　　　託　　　費 4，600，000 425〔〕，000 350，000

臨　時　雇　賃　費 300，000 300，000 0

器　具　備　品　費 50，000 50，000 0

賃　　　借　　　料 0 0 0

旅　行　交　通　費 300，000 30α000 0

通　信　運　搬　費 700，000 6001000 100，000

印　　　刷　　　費 100，000 100，000 0

消　　耗　　品　　費 250，000 250，000 0

会　　　議　　　費 60，000 50，000 10，000

諸　　　謝　　　金 15qOOO 150，000 0

慶　　　弔　　　費 60，000 60，000 0

雑　　　　　　　費 300，000 200，000 100，000

皿　積立預金支出 1tOOO．000 11，000，000 o

諸事業積立金 0 0 0

名簿作製積立金 1，000，000 1，000，000 0

運営基金積立金 10，000，000 10，000，000 0

IV　予　　備　　　費 4，224，919 5，436，648 A1，21t729

予　　　備　　　費 4，224，919 5．436β48 △1，2ユL729

支　　出 合　　計 46，864，919 43，531，048 3，333，87璽

注1年度内支出（1＋ll＋m）　63年度予算額4　2、6　4　O，O　OO円

　　　　　　　62年度予算額　3　8，0　94，4　OO円

　　　　　　　62年度決算額38，257、393円



1

予 算 童
口

1．収入の部

　　　　（林基金特別会計）

（昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで）

単位：円

勘　　定　　科　　目

大　　科　　目 中　　科　　目
予　算　額

前　年　度

予　算　額
増　　減

1　基本財産運用収入

∬　前期繰越収支差額

基　本　財　産　利　息

前　　期　　繰　　越　　金

40，000

10L798

50，000

1181220

△10，000

△16，422

収　　入　　合　　計 141，798 168，220 △26，422

2．支出の部

勘　　定　　科　　目

大　　科　　目 中　　科　　目
予　算　額

前　年　度

予　算　額
増　　減

1　事　　　業　　　費

1　予　　　備　　　費

記　　念　　品　　費

予　　　　備　　　　費

70，000

71，798

70，000

98220
　0
△26，422

支　　出　　合　　計 141，798 168220 △26，422

1．収入の部

予　算書総括表
（昭和63年4月1【1から昭和64年3Jl31flまで）

単位1円

科　　　　　目 合　　　　計 一 般会計 林基金特別会計

基本財産運用収入 230，000 190，〔〕00 40，000
事　　　業　　　収　　　入 2，200，000 2，200，000 0

会　　　費　　　収　　　入 23，800，000 23，800，000 0

助　　成　　金　　収　　入 200，000 200，000 0

負　　担　　金　　収　　入 4，000，000 4，000，000 0

雑　　　　　収　　　　　入 2，250，000 2，250，000 0

前期繰越収支差額 14，326，717 14，224，919 101，798

合　　　　　計 47，006，717 46，864，919 14L798

2．支出の部

科　　　　　目 合　　　　計 一 般会計 林基金特別会計

頭　　　　　業　　　　　盟

管　　　　　理　　　　　費

積　立　預　金　支　出

予　　　　　備　　　　　費

24，840，000

6，870，000

11，000，000

4，296，717

24，770，000

6，870，000

11，000，000

4，224，919

70，000

　　0
　　0
71，798

合　　　　計 47，006，717 46，864，919 14L798



匡

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．　E：

　　　　Medical，　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，原稿に別刷総部数を朱記す

　る．なおβ0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

　　　　　　　　（Tel．03－272－7077）

　　　日本不妊学会雑誌
日召jF”63年　9　’］25　1」　　E口　　届IJ

日召幸a63耳三10月　1　日　　発　　そi

編集兼発行者

印　　刷　　者

印刷所

発　行　所

33巻4号

飯　　塚　　　理　　八

安　　永　　　　修
弥〔埼乱ffl；文5卸［メ，1斐】口　1　－43－5

イf限会社ルーフ社
舜之1］，1督［S文炉こ区1契］口1－43－5

社団法人　日本不妊学会
東京茜llpl映区日本橋二］H149
加商ヒル㈱アイシー一エス企画内

　　TellO3〕272－7077
托、日口座番号　東京　7932〔，7


