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第36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36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

ご参加下さいますようお願い申しあげます．

記

期　日：平成3年11月19日（火）役員会

　　　　　　　　11月20日（水）学術講演会

　　　　　　　　11月21日（木）　　〃

会場：名古屋国際会議場（白鳥センチュリープラザ）

　　　　〒456　名古屋市熱田区西町1－1

　　　　（TEL　学術期間中は学会用の専用電話を設置いたします）

　なお演題募集要項，特別講演，シンポジウム，その他，詳細につきましては次号（36巻2号，

平成3年4月発行予定）に掲載いたします．一般演題の締め切りは平成3年6月下旬の予定で

す．

第36回日本不妊学会会長

　　　八　神　喜　昭

連絡先　〒467名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1

　　　　名古屋市立大学医学部産科婦人科学教室内

　　　　第36回日本不妊学会総会事務局

　　　　TEL　O52－851－5511（代表）内線2220（医局）

　　　　FAXO52－842－2269



平成2年度第2回通常総会

　平成2年度第2回通常総会は下記の如く千葉市において開催され，飯塚理事長を議長として

各議案につき慎重審議の上採決を行った．

　　　　　　日　時　　平成2年11月16日（金＞12時50分～13時20分

　　　　　　場所　『「葉市H本コンベンションセンターllll際会議土易

　　　　　　開会当時の会員数　　3662名

　　　　　　当日の出席会員数　　1973名（含委任状1615）

　　議　　事

第1号議案　名誉会員推薦の件

　理事会および評議員会より推薦の別記6名につき審議の結果，全員一致にて名誉会員とする

　ことを承認した．

第2号議案　役員改選の件

　評議員会の決定した候補者につき審議の上，全員一致にて別記の如く次期理事（20名），監事

　（3名）を選出した．

第3号議案　評議員改選の件

　定款第19条に定める評議員の支部別定数については理事会，評議員会の原案通り下記の如く

　定めることを全員一致で承認した．

　　北海道支部　5名，東北支部　4名，関東支部　16名，中部支部　5名，北陸支部　4名

　　関西支部　8名，中国・四国支部　5名，九州支部　8名

第4号議案，次々期学術講演会および総会に関する件

　平成4年度学術講演会および総会は理事会，評議員会の原案通り，ド記の如く開催すること

　を全員一致で承認した。

　　担当支部　関東支部

　　会　　長　荒井　清

　　開催地　　東京都



新名誉会員および新役員について

　11月16日開催された平成2年度第2回通常総会において次の6名の方々が新たに名誉会員と

して推薦，承認された．また役員（理事および監事）の改選が行なわれたので，11月17日新理

事会を開き，互選により下記の如く理事長，副理事長，常任理事を選出するとともに，新評議

員および幹事を選任した．

　　　名誉会員

　　　　一戸喜兵衛（北海道支部），五十嵐正雄（関東支部），坂元正一（関東支部），

　　　　竹内正七く関東支部），倉智敬一（関西支部），前田一雄（中国四国支部）

理　　事

監　　事

理　事　長

副理事長

　　〃

　　〃

理事（常任）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

（〃）

（〃）

（〃）

（〃）

（〃）

（〃）

（〃）

（〃）

（〃）

酒徳治三郎
木　下　　　佐

佐久間勇次

飯　塚　理　八

入　谷　　　明

島　崎　　　淳

高　木　繁　夫

荒　井　　　清

石　田　　　夫

臼　井　将　文

玉　田　太　朗

水　野　正　彦

毛　利　秀　雄

百　瀬　和　夫

清　水　哲　也

森　　　崇　英

片　山　　　喬

広　井　正　彦

八　神　喜　昭

友　吉　唯　夫

青　野　敏　博

岡　村　　　均

永　田　行　博

（中国四国支部）

（関東支部）

（　〃　）

（関東支部）

（関西支部）

（関東支部）

（　〃　）

（　〃　）

（　〃　）

（　〃　）

（　〃　）

（　〃　）

（　〃　）

（　〃　）

（北海道支部）

（関西支部）

（北陸支部）

（東北支部）

（中部支部）

（関西支部）

（中国四国支部）

（九州支部）

（　〃　）



　定款評議員
北海道支部

金川弘司
藤本征一郎

河田啓一郎　熊本悦明　橋本正淑

東北支部

折笠精一 高橋克幸　平野睦男　正木淳二
関東支部

阿曽佳郎
佐藤和雄
百目鬼郁男

穂坂正彦

岩崎寛和
高見沢裕吉

中原達夫
町田豊平

大島博幸
寺島芳輝
浜田　 宏

森沢正昭

加藤順三
豊田　裕
藤井明和
矢内原巧

中部支部

川島吉良
三宅弘治

杉山陽一　友田　豊　福田　透

北陸支部

泉　徳和 舘野政也　富永敏朗　 久住治男

関西支部

礒島晋三
杉本　修

岡田弘二　守殿貞夫　椹木　 勇

谷沢　修　 森　純一　吉田　修

中国・四国支部

大森弘之
丹羽晧二 北尾学関場香竹中生昌

九州支部

大井好忠
中山道男

杉森　甫　立山浩道　 中野仁雄
宮川勇生　 宮崎康二　 山辺　 徹

なお，定款評議員上記55名については，1991年1月1日より1992年12月31日まで評議

員を委嘱します．本誌面をもって委嘱状とさせていただきます．また，支部評議員について

は，次号（36巻2号）に掲載致します．



幹　事

味香勝也
遠藤　克
田中昭一
中村元一
平野睦男
三橋直樹

伊藤晴夫
岡田清己
津端捷夫
野田洋一
布施秀樹
森沢正昭

苛原　稔
楠原浩二
堂地　勉
花田征治
穂坂正彦
矢内原巧

内海恭三
小林俊文
百目鬼郁男

平川　舜
松本　修



日本不妊学会誌

第36巻　第1号

平成3年1月1日

目 次

原　　著

奇形子宮の妊孕性に関する臨床的研究…・………………………………・……………・張　素瑛……　1

産褥性乳汁濡出性無月経で低プロラクチン血症とトルコ鞍の

　empty　sellaが認められた一症例……………・・…・……………・……………・・和田圭介・他……10

妊娠とendothelin－renin－angiotensin－aldosterone－ANP　systemについて…臼杵　想・他……15

多嚢胞卵巣症候群の内分泌学的および超音波形態学的診断の

　有用性に関する研究・………………・………・…・……・……………・∴・・……………・西垣　新……28

低用量経口避妊薬Org　5187の第1相試験（薬物動態学的検討）………………水野正彦・他……35

低用量経口避i妊薬Org　5187の第1相試験（臨床薬力学的検討）………………石ノll元春・他……49

Hydroxypropylcellulosumを用いたdanazolゼリーの作製と

　その薬物動態について………………………・・………・……………・…・・………山本　宝・他……58

子宮頚管粘液分泌不全の治療成績………………・…………・…・…・…………・…・田中昭一・他……63

カラードプラー法を用いた超音波卵管疎通性検査の試み………………・・……堀越裕史・他……69

下垂体一卵巣一子宮内膜機能連関からみた黄体期子宮内膜不全の総合的解析…塩谷稚英・他……77

Clomiphene　citrateの黄体機能に及ぼす影響…………・……・……………・…iJ・池弘幸・他……83

左右卯巣からの排卵の規則性について経膣超音波断層法による検討…………幡　　洋・他……88

体外受精・胚移植における卵胞径計測によるHMG中止基準の検討　・…・一谷　啓光・他……93

卵管性不妊の体外受精・胚移植における精液所見からみた予後………………白河一郎・他……99

当院におけるIVF－ETの試み・・………………・……………・…・・………………山下正紀・他……105

体外受精・胚移植でも妊娠に至らなかった症例の非IVF－ET周期妊娠例　…森　明人・他……111

3種類の異なった測定キットによる体外受精における血中LHの測定　……関根和子・他……119

体外受精・胚移植における子宮内外同時妊娠の一症例・……………・…・………岩部富夫・他……123

当院における卵管妊娠保存手術例の臨床検討・…………・……・・………・………・高野　昇・他……127

マイクロサージャリーによる卵管形成術後の妊娠率に及ぼす予後決定因子…亀田　隆・他……136

子宮内膜症と血清フィプロネクチン・…・……………・………・………・・…………永田行博・他……141

精子不動化抗体と精子凝集抗体のImmunobeadsの

　結合様式から見た相違点・………………・……………・・…・…・…………・…・…・加藤充弘・他……147

運動精子回収ができなかった逆行性射精におけるAIHによる妊娠例………布施正樹・他……153

男性不妊症における染色体異常の検討…・……………・・……・…・………・………立木　仁・他……157

特発性男性不妊症におけるGenital　Skin　Androgen　Receptorの研究………大橋洋三・他……165

ラット精巣の発育過程におけるLeydig細胞機能の変化………一……・……伊藤元博・他……172



ビタミンBI2欠乏食飼育で惹起したマウス造精機能障害に及ぼす

　メコバラミンの効果……………・…・一一………………・………・……・…・…・……押尾　茂・他……178

ラット子宮腔へのラット卯巣の同種間移植…………・・……・………・………・・…利部　聰・他……185

培養マウス胚発育についての超微形態観察

　　　コラーゲン膜を基質とした培養系において　　……………・・…………・上原茂樹・他……189

マウス胞胚の活力の指標

　　　in　vitroにおけるHatching後の胞胚の発育　　…・……………・・…………千田　智　…196

卵管内人工授精による卵管閉塞モデル家兎の妊娠と分娩………………・……・金山喜一・他　　…200

ウサギ受精卵子の囲卵腔より回収した精子による体外受精について…………佐藤嘉兵・他……207

抗プロゲステロン製剤（RU　486）による家兎の妊娠阻止と

　その後の妊孕性について……・………・・……・…・………・・……・…………・……山海　直・他……211

ホルスタイン搾乳牛の嚢胞性卵巣に関する母系遺伝について…・・…………・…管　徹行・他……216

地方部会講演抄録……………・・…・・…・………………………………・・……　　　　・…………・……222



Japanese　Journal　of　Fertility　and　Sterility

（Vol．36，　No．1，1991）

Japan　Society　of　Fertility　and　Sterility

CONTENTS

Originals

Uterine　Malformation　and　Fertility　…………………・・………………一・…・……S．　C勿㎎・…・・1

ACase　of　Puerperal　Galactorrheal　Amenorrhea　and　Hypoprolactinemia

　　with　Empty　Sella　Turcica……………・……・・K．　Wada，〃．1＞tlkagawa（旦T．　Tamaya……10

Levels　of　Endothelin　in　Maternal　Blood　during　Pregnancy　and

　　on　the　Postpartum　Day，　Amniotic　Fluid　and　Umbilical　Cord　Blood，

　　and　their　Relationship　to　Renin　Activity，　Angiotensin　I，

　　Angiotensin　II，　Aldosterone　and　Atrial　Natriuretic　Peptide　Levels，

　　Fetal　Sex，　Fetal　Birth　Weight，　Placental　Weight，

　　Umbilical　Cord　Length　and　Apgar　Score……・・…・・……・……・S．　Usuki（旦S．　Korbota・・…・15

Study　on　Endocrinological　and　Ultrasonographic　Diagnosis

　　for　Polycystic　Ovary　Syndrome－………………・・………・………・…………A　Nishigaki……28

Clinical　Pharmacokinetic　Study　of　Org5187

　　as　a　Low－dose　Oral　Contraceptive．…………〃．　Mizzano，｝こKuwabara，　Y．　Taketani，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A｝heima，　H．　Hoshiai，　T．　．Fuhaya，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M．lshikawa，　T．　Kobayashi，　R．　lizuka，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K　Tanabe，　Y．伽城∫7と々㎎ゴ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　κ．　Tsubata　＆　S．　Taleeuchi　・・・…　　35

Clinical　Pharamacodynamic　Studies　of　Org5187

　　as　a　Low－dose　Oral　Contraceptive．・……・……・…〃．　lsikawa，／L｝xa7’ima，　H．　Hosiai，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T．Fukaya，　M，　Mizuno，　Y．　Kuwabara，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y．Taketani，　R　lizuka，κ．　Tanabe，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S．Takagi，1（　Tsubata＆S．　Takeuchi　……　49

Drug　Delivery　of　Hydroxypropylcellulosum　Jelly　for　Drug　Delivery

　　of　Danazol　in　Rats　and　Rabbits　………………T．　Yama〃zoto，　Y．　Ohno，1．　Kitawaki，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃．Urabe，〃．」Fukuoka，　T．　Tamura，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H　飾笈ノ：o，　」H．　Okada　（昼　S．．Fzeshiki　・。・一・　58

Results　of　Treatment　on　Infertile　Women　with

　　Poor　Cervical　Mucus…・…………・……………・S．　Tanaka，　H．　Fukue，ルf・Mi2unuma，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃。Kanaya，　M．　F励，　T．　Endo，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H・・Hata　（隻　ルf．　Hashimoto　・唖・…　　63



Evaluation　of　Fallopian　Tube　Patency　by　Ultrasonography

　　　with　C・1・・Fl・w　lm・gi・g…一…………・……E伽ゴ々磁β．勧ゴ・晦Y．　T。g。，hi，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T・κ・励，一κWatanabe，｝L、κuribayashi，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f’Saito，〃．　S㎎α，　H．　Hamada（昼ル1．八ragae　……69

Pituitary－Ovarian－Endometrial　Axis　in　Luteal　Phase　Defect

　　　……………’°’………’°…’”……………・…〃。Shiotani，　K　Tafeakzara，｝1　Noda，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H．」Fuiizuam，κNarimoto，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T．Mo　ri（旦”．　Kin　oshita　・一一・77

Effect　of　Clomiphene　Citrate　on　Corpus　Luteum　Function

　　　　’…’…暉”……幽…’…”………’………’…’…層”…………・…Hκo瓶KTa吻ama，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N．ノレfo　ri　（昼　L　ノレfiwafeawa　…　。－　83

0ccurrence　of　Ovulation　from　the　Right　and　Left　Ovaries：

　　The　Observation　of　Successive　Cycles　Using

　　T・an・v・glnal　Ult・a・・n・t・m・9・aphy……一・……H枷・，τ伽醜T．　Sy。kzata，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”・Kanaya，〃．　Mi2unzama，〃．　F雛，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T．Endo，∫7伽珈（G〃．　Hashimoto……88

Proper　Timing　for　Discontinuing　Human　Menopausal　Gonadotropin

　　Determined　by　Follicular　Monitoring　with　Ultrasound　in

　　an　in　Vitr・F・・tilizati・n　P・・9・am・…………・・…………H．　T・ni，κOd・，　K．　Shichiri，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0、／lraノ～awa，　｝乙　Sato　（島　．κ．　Tanakα　・・。…　　93

Relationship　between　Result　of　In　Vitro　Fertilization　and

　　Embryo　Transfer　and　the　Finding　of　Ejaculate

　　　……………’………’…”°’巳………・……・LShirakawa，　N　Yoshida，　Y．　Hirano，　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T．」Katayama，　S．　Taga，κNagoshi，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　y：Kawahτra，　K．　Shin　tani（昼κ．　Sekiba　・…－　99

Experience　with　IVFET　at　Maizuru　Municipal　HospitaI

　　　”……’……’”……”…’…’…幽……・……・”．｝－amashita，　E．　Ta々ashima，　H．0紘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝ζ　．κ『itaoka，　｝1　Noda　（皇　T．　ルlo　ri　・・一。・105

Pregnancies　after　Unsuccessful　IVF－ET　Attempts　with

　　Additional　Non－IVF－ET　Therapy　or　without　Therapy…………／1．〃o鉱T．　Douchi，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s．Yamamoto，　K．　Takeuchi，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫Fzakumot・，　T．　Ofei　＆｝t　Nagata……111

Determionation　of　Serum　Luteinizing　Hormone　Levels　during

　　inレ「itro　Fertilization　by　Three　Different　Kits……K．　Sekine，　H　Kodama，〃．　Kato，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝1　、～レ1αtsui，　S．　Takeda（隻7〃．、ル1aんi　・一…　117

Acase　of　Heterotopic　Pregnancy　Associated　with

　　1勿レ’itro　Fertilization　and　Embryo　Transfer…T．1磁δ8，、4．　S6妨翻α，｝100nohara，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃．Tanifeawa，　H．　Terado，　T．　Harada，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T・　7二bda，　｝1　ルfio　（旦　1（．　1レfaeda　－一・・123

ACIinical　Study　on　Cases　of　Conservative　Surgical　Treatment

・fT・b・I　P・egn・n・y・t　thi・H・・pit・1…一…・…N　T・k・n・，　K　Uesugi，　A｝ram。g。，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T．Tazima，　H．　Tanaka（隻：．N．　Tanaka　・・・…　127



P，。gn。，ti。　F・・t・rs・f　Tub・I　Mi・…u・g・・y…T・κ・m・da・H・　K・・ra・hi・　T・　T・nigu・hi・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A．VVakimoto，〃．　Ohmichi，　A．　Miyake，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F．Sa．タi’　0．　Tan　izaeva，1（．　ルlaruo　（旦　7：　Yanagida　’”一’136

Serum　Fibronectin　Levels　in　the　Patiens　with　Endometriosis

　　＿＿．＿＿＿＿．．＿＿＿＿＿…・………・…・……・…………Y．Nagata，　T．　Douchi，　K　lio，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NA・rimα，　S．　Yamamoto，　A．　Mo　ri，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T．0鉱K．Takeuchi，　M．〈［a々a〃zura，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R．Shinmura，　A　Kawakami，　Y．　Kawahara，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝1　しlnoんi’　S．　Fuんumoto　（蔓r　S．　Go　・・・…　141

Difference　of　Immunobead　Binding　Pattern

　　between　Sperm　Immobilization　Antibody　and

Sp。，m　Aggl・tin・ti・n　A・tib・dy……………・………・・M・κ蜘Hκ・d・m・・T・　M・t・ui・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K．Sekin　e（旦　〃．　ルfaki　・一一・147

ACase　of　Retrograde　Ejaculation　with　the　Recovery　of

　　Only　the　Immotile　Sperms　whose　Wife　Conceived　by　AIH…〃．　Fuse，∫Okamoto，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ巳　Ishimaru（昼　T．　｝をamabe　…　一・153

Chromosomal　Investigation　in　Male　Infertile　Cases

　　　．＿＿＿＿＿．＿．＿＿＿＿＿＿．＿・……・………・…H．Tachiki，｝乙Kumamoto，∫Saito，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＞．ル1乏ソごzo　（隻　」配乙　1レfaruta　・・・…　157

AStudy　on　Genital　Skin　Androgen　Receptor

in　ldi。P。thi。　M・1・lnf・・tility……………………Y．　Oha・hi，　T．　Ohashi・Y・｝－ama・hit・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S．！rie，／1．　Nagαi　＆」U．　Ohmori　・…　－165

Change　in　Leydig　Cell　Function　during　Sexual　Maturation

　　of　Male　Rats…・…………・…一……………・………・……”．　Ito，　L　Atobe，　L　Machdeawa，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H　Hirano　＆　H．／lmano　・・・…　172

Effects　of　Mecobalamin　on　Oligozoospermia　Induced　by

　　Feeding。Vit・min　Bl2　D・fi・i・nt　Di・t　in　Mice……∫0蜘T・Y・・aki，　T・Umed・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S．　Ozaki，　1　0hfeawa　（島　H　ノレグohri　・一一・178

Homoplastic　Graft　of　Rat　Ovary　into　Uterine　Cavity

　　　．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．＿＿．．．＿＿＿・・…　一・一・・。・一・。・・…　一一・・…　S．∫（ヒzgabu，κ．ノレfa〃z　ba　（島　T．　Ishida　・薩’’”185

Ultrastructural　Study　of　In　Vitro　Cultured　Embryo

　　Developing　on　Collagen　Membrane…………・・……………・∫Uehara，7「．　Tsunzzaraya，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y．Kurahayashi，　K　Okamzara，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T．Taleabayαshi＆．∠L．　YOji〃za　……189

Murine　Cytotrophobiastic　Outgrowth　In　Vitro：

　　an　Index　of　Embryonal　Vitality．……………一……・……………・…・・………・S．　Chida・・…・196

Gestation　and　Delivery　of　the　Rabbit　Model　with

　　Tubal　Obstruction　by　Means　of　Tubal　Insemlnatlon
　　　．．．＿＿。．．．＿．．＿．．．，．．．．．．．．．．．＿＿・一・…　一・・・・・・・・…　一・…　。．κ．Kanaソama，　：F．　Endo　（隻　｝ノニSakuma　。・・’”200

1n　Vitro　Fertilization　of　Rabbit　Eggs，　using　Spermatozoa

　　Recovered　from　the　Perivitelline　Space　of　Fertilized　Eggs……K．　S厩o＆T．　Goto……207



Interruption　of　Pregnancy　by　Antiprogesterone　Compoud　RU486

　　and　Subsequent　Fertility　in　Rabbits　・……・……・T．　Sc～nkai，　T．　End∂，　K．1（tZnayama，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y．Safeeema，〃．伽螺＆∫Masaki

Genetic　Factor　of　Dams　Incident　of　Cystic　Ovaries

　　in　HOLSTEIN　Milking　Cows……………・……・…………・……T．　Suga，且．蛾㎎召鷹，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HYoshimura（G　H．乙Jeta

一・… 　211

・・一・・ 216



H本不妊学会雑誌
第36巻第1号1991

奇形子宮の妊孕性に関する臨床的研究

Uterine　Malformation　and　Fertility

東邦大学医学部第1産科婦人科学教室

　　　（主任：百瀬和夫教授）

　　　　　張　素瑛

　　　Su－Ying　CHANG

　　　　lst．　Dept．　of　Obstetrics＆Gynecology，

School　of　Medicine，　Toho　University，　Tokyo　l43，　Japan

　　　　　（Director：Prof，　Kazuo　Momose）

　奇形子宮と診断された516例をAFSi）の分類に基づいて，その妊孕性を検討した．516例中216例（41．9

％）は原発不妊であった．不妊原因として，子宮因子のみの症例は43例（19．9％）であり，他の症例

は内分泌異常，子宮内膜症，卵管通過障害などを合併していた。排卵誘発，卵管通水，Bonzol内服，

子宮形成術などの治療を施行し，その後に追跡調査できた症例の累積妊娠率は予想妊娠率と大幅に相

違していた．

　HSGによる子宮奇形の頻度は2回流産13．6％であり，1回流産と比べ，有意に高かったが，1回

流産でも9．0％に奇形が見られることより，1回流産でもHSGの適応と考えられた．

　不育症例に対し，子宮形成術を行ったところ，流産率は96．4％から11．1％へと激減した．不妊例

では，術後の妊娠は2例で，いずれも子宮因子のみによる症例であった．

　治療後に流産率の減少と早産率の増加により，妊娠期間が延長し，児の体外生存は可能になり，奇

形子宮の妊孕能を向上しうるものと考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．，36（1），1－9，1991）

緒　　言

　子宮は受精卵を着床させ，体外生活可能な時期ま

で養育し，娩出させるという，生殖過程において重

要な役割を担っている．しかしながら，性周期に伴

う子宮内膜の変化を除き，これまで研究の対象とな

ることは比較的少なかった．

　ヒト内性器の構造は複雑で，発生学的にも左右

Mα11er管の融合，泌尿生殖洞との接合などの過程を

経て形成され，微妙な変形が起こり易い器官である．

とくに子宮には形成異常一子宮奇形の頻度が高く．

これら形成異常が妊孕能にどのように影響するのか

について，新しく設定されたAFS1）（American　Fer－

tnity　Society）の基準に従って分類し，不妊，不育

症との関係および治療予後について比較，検討した．

対象ならびに研究方法

　1975年1月から1988年12月までの14年間に，当

科外来を受診し，子宮奇形と診断された516例を対

象とした．

　子宮内腔は子宮卵管造影法，子宮鏡などにより，

外形は腹腔鏡，開腹所見を参考とし，更に超音波，

CTを加えた諸検査により総合的に診断し，　AFSの

MUIIerian　anomalyの分類基準Dに基づき，5群に分

類した（図1）．妊孕能がほとんど無い第1群のHypo－

plasia／Agenesisと、わが国では報告されていない

Diethyl－stilbestrolに起因する第VII群は削除した，一

側MUIler氏管の低形成によるII群a，b，　cは一括

して副角子宮，無形成によるII群dは単角子宮とし，

IV群aは従来より，双角双頚子宮，　bは双角単頚子

宮と呼ばれていたものである．



2（2＞ 奇形子宮の妊孕性に関する臨床的研究

　不妊症例に対しては排卵誘発卵管通水，BOnzoI

内服，AIHなどの重複治療を加え，中隔切断術，

Strassmann，　Jones＆Jones法の子宮形成術を施行

した．その後，累積妊娠率を算定し，理論上推定さ

れた妊娠率と比較した，

　人工妊娠中絶になった例や，1989年12月までに妊

娠継続中で分娩に至っていない例や，妊娠中に追跡

不能となった転帰不明例を除き，各症例を1989年12

月までfollow　upし，診療前，後の妊孕能を検討し
た．

　なお，有意差の検定はカイ2乗法を使用した．

（i）頻度および内訳

結　　果

日不妊会誌　36巻1号

　当教室における過去14年間の不妊外来総数5，911

例中に占める子宮奇形の頻度は516例（8．7％）であ

り，原発性不妊症3，798例中の奇形子宮の頻度は216

例（5．7％）を占めていた．既往妊娠は291例で分娩

例が144例あり，同期間中の分娩総数11，538に対す

る奇形子宮の頻度は1．2％であった．

　奇形子宮516例の内訳は副角合併単角子宮8例

（以下，副角子宮と略す），副角を合併しない単角子

宮26例（以下，単角子宮と略す），重複子宮6例，

完全双角子宮14例，不完全双角子宮51例，完全中

隔子宮42例，不完全中隔子宮14例，弓状子宮355例

であった．

（ii）年齢分布

　患者年齢は外来初診日を基準とし，その分布は

1．　Hypoplasls／Agenesis

　　　　　ホ
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1
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図1　奇形子宮の分類（AFS，1988による）
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図2　子宮奇形診断法の年代変遷
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14～55歳までと幅広く，20　一一　40　ueに集中しており，

平均年齢は30．6歳であった。

〈iii）検査および診断方法

　主な検査の実施率（重複を含む）は子宮卵管造影

法が92．2％と最も高く，次いで腹腔鏡の15．1％、

子宮鏡6．0％，開腹4．0％，分娩時診察あるいは人

工妊娠中絶時ゾンテ診の4．7％，超音波断層法4．3％

およびCTO．6％などであった．

　診断方法の年代別変遷を見ると，子宮卵管造影法

が毎年82　一一　100％の高い実施率であるのに対し，近

年腹腔鏡や子宮鏡などの積極的な検査が増加してい

る（図2）．

（iv）原発性不妊症との関連

　奇形子宮を有する症例516例中の原発不妊は216

例（41．9％）であり，その不妊期間は1－－13年，平

均3．6年であった．奇形子宮各群の不妊率を見ると，

副角子宮および単角子宮ではそれぞれ50％（4／8），

61．5％（16／26）と高く，重複子宮および不完全双角

子宮ではそれぞれ16．7％（1／6），29．4％（15／51）

とやや低率であった（表1）．

　原発不妊216例中，子宮因子一子宮奇形のみが不

張 （3）3

妊原因と思われる症例は43例（19．9％）であり，他

の症例は何らかの不妊因子を合併していた．その内

訳（重複を含む）は内分泌異常86例（39．8％〉，子

宮内膜症39例（18．1％），卵管通過障害29例（13．4

％），男性因子29例（13．4％）であった．

　副角子宮および単角子宮は子宮内膜症の合併率が

それぞれ50％（2／4），37．5％（6／16）と高く，

また卵管通過障害の合併は、それぞれ25％（1／4＞，

37．5％（6／16）と高率であった．

　重複子宮の不妊症例は1例のみで，卵管不妊によ

るものであった，

　完全双角および不完全双角子宮では，予宮内膜症

の合併による不妊がそれぞれ33．3％（2／6），33．3

％（5／15）であるが，完全双角子宮では奇形子宮の

みによる不妊が33．3％（2／6）と高かった．

　不完全中隔の不妊症例のうち子宮因子は40％（2／

5）であり，完全中隔および不完全中隔子宮の子宮

内膜症合併はそれぞれ42．9％（6／14），40％（2／

5）と高率であった．

　また，弓状子宮の不妊症例では内分泌異常が45．8

％（71／155）と高い頻度を示している．

表1　奇形r宮の不妊率および不妊原因

子宮外因子（％）

奇形子宮 例数 不妊例数（％） f宮因f（％）
内分泌異常 子宮内膜症 卵管性不妊 男性不妊

副 角（II，　abc） 8 4（50） 1（25） 1（25） 2（50） 1（25）

単 角σ1，d） 26 16（61．5） 3（18。8） 5（31．3） 6（37．5） 6（37．5）

重 複（III） 6 1（16．7） 1（100）

完全双角（IV，　a） 14 6（42，9） 2（33．3） 1（16．7） 2（33．3） 1（16．7） 1

不完全双角（IV，　b） 51 15（29，4） 3（20） 4（26．7） 5（33．3） 1（6．7） 2

完全中隔（V，a） 42 14（33．3） 3（21．4） 3（21．4） 6（42．9） 4

不完全中隔（V，b） 14 5（35．7） 2（40） 1（20） 2（40）

弓 状（VI） 355 155（43．7） 29（18．7） 71（45．8） 16（10．3） 19（12．3） 22

計 516 216（41．9） 43（19．9） 86（39，8） 39（18．／） 29（13．4） 29（13．4）

原因重複含

表2　原発性不妊症治療後妊娠に至った奇形r宮症例

奇形子宮 妊娠例（％） 分娩例 妊娠回数 流産回数（％） 児獲得数（％）

副　　角（II，　abc） 1／4　（25） 1 2 1（50） 1（50）

単　　角（II，　d） 4／16（25） 2 5 2（40） 3（60）

完全双角（IV，　a） 2／6　（33．3） 1 3 1（33．3） 2（66．7）

不完全双角（IVb） 3／15（20） 2 5 3（60） 2（40）

完全中隔（V，a） 3／14（21．4） 2 4 1（25） 3（75）

不完全中隔（V，b） 2／5　（40） 2 3 1（33．3＞ 2（66．7）

弓　　状（VI） 43／155（27．7） 29 57 22（38．6） 35（61．4）

計 58／216（26．9） 39 79 31（39．2） 48（60．8）

（註）重複子宮（IIDでは妊娠例なし



4（4） 奇形子宮の妊孕性に関する臨床的研究

　不妊症例に対しては原因に応じて，重複治療を加

えた結果，58例（26．9％〉に妊娠が成立した．不完

全中隔および完全双角では，それぞれ40％（2／5），

33．3％（2／6）とやや高い妊娠率が得られた（表2）．

妊娠58例中で分娩に至った症例は39例であった．

総妊娠回数79回のうち，分娩回数は48回，児獲得

率は60．8％であった．完全中隔子宮は児獲得率が75

％（3／4）と高く，不完全双角および副角子宮では

流産率がそれぞれ60％（3／5），50％（1／2）と

高く，さらに児獲得率はそれぞれ40％（2／5），50

％（1／2）と低率であった．

　全妊娠58例における妊娠成立までの総治療月数は

1，452か月であった．毎月の平均妊娠率（monthly

累
積
妊
娠
率
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日不妊会誌　36巻1号

fecundabllity）9・1°・11）がO．04（58／1452）となること

から，理論上，1か月目の推定累積妊娠率は0．04，

2か月目の推定累積妊娠率は0．04＋0．04×（1－

O．04）；0．078，3か月目では0．078＋0．04×（1－

O．078）＝O．115となり，1年目の推定累積妊娠率は

O．388，6年目では0．94となるはずである．しかし

実際に1年目に妊娠に至った症例は40例であり，妊

娠率は0．185（40／216）と低下していた．全妊娠例は

6年以内に成立しており，6年目の累積妊娠率
0．269（58／216）は予想妊娠率の0．94から大きく相

違していた．また各奇形子宮群間に差は認められな

かった（図3）．

（v）産科的既往歴，不育症との関係

　流産既往のある症例1，395例におけるHSG検査で

は、その150例（10．8％）に子宮奇形が観察された．

表3に示すごとく，流産回数が増すにつれ，奇形子

宮の頻度が増加する傾向が見られた．1回の流産既

往では9．0％（89／993）の症例に子宮奇形を有して

おり，2回の流産例における子宮奇形の発見率13．6

％（36／265）とに有意差が認められた（P＜0．05）．

しかし2回流産例と3回流産例での奇形率15．0％

（15／100）とに有意差がなく，3回の流産例では，4

回以上の流産例の奇形発現率27．0％（10／37）とも

有意差がなかった．

　奇形子宮516例中，妊娠歴のある症例は291例

（56．4％）であり，そのうち，重複子宮の83．3％（5／

6）および不完全双角の70．6％（36／51）に対し，

単角子宮では34．6％（9／26），完全双角では35．7％

（5／14）と既往妊娠は低率であった（表4）．

　妊娠歴のある291例中，流産既往のある症例は150

例，既往妊娠回数は518回であり，そのうち251回

表3　流産同数別における奇形子宮の発現頻度

流産回数 1回 2同 3回 4回以ヒ 計

例　　数 993 265 100 37 1，395

奇形なし 904 229 85 27 1，245

子宮奇形（％） 89（9．0）三麺 36（13．6）b 15（15．0） 10（27．0） 150（10．8）

副角（II，　abc） 1 1

単角（II，　d） 1 2 3

重複（IID 1 1

完全双角Gv，　a） 3 1 4

不完全双角（IV，　b） 11 6 3 5 25

完全中隔（V，a） 4 ／ 2 3 10

不完全中隔（V，b） 1 2 1 4

弓状（VD 68 24 9 1 102

P〈0、05，　a対b
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（48．5％）は流，死産であった．流，死産率の高い子

宮奇形は不完全中隔の75％（9／12），不完全双角の

58．9％（53／90）であり，重複子宮では14．3％（1／

7＞と低率であった．

　なお，妊娠歴のある291例のうち61例（21．0％）

は反復流産を経験しており，反復流産は不完全中隔

の42．9％（3／7）および不完全双角子宮の38．9％

（14／36）で高率に認められた．

　518回の妊娠中，早産は19回（3．7％）であり，

副角子宮で12．5％，重複子宮では14．3％と高率で

あった．児獲得率は47．7％（247／518）であり，重

複子宮で85．7％と高率であるのに対し，不完全中隔

では25％と低率であった．

　また，奇形子宮の20例（3．9％）に子宮外妊娠の

既往歴があり，単角子宮では15．4％（2／13）と高

率であった．

　子宮形成術を23例に施行し，その内訳は原発不妊

の12例および不育症の11例であった．手術方法と

してはStrassmann法7例（不完全双角6例，完全中

隔1例）であり，Jones＆Jones法は5例（不完全

中隔4例，不完全双角1例）であり，中隔切断術は

11例（完全中隔と不完全中隔とも5例，不完全双角

が1例）であった．23例の術前妊娠回数は28回でそ

のうち，流産は27回（96．4％）であった．術後の妊

娠回数は9回で，そのうち流産は1回（11．1％）の

張 （5）5

みであった．児獲得率は術前の3，6％（1／28）から

術後の88．9％（8／9）へと上昇した（表5）．なお，

不妊症例で形成術を施行した12例中，術後に妊娠の

成立した症例は2例（16．7％）のみで，いずれも子

宮因子による症例であった．他の反復流産など不育

症例では形成術を施行した11例中，妊娠に至った症

例は7例（63．6％）であった，

（vi）奇形子宮診療前，後の妊孕性

　当科受診の後，奇形子宮516例中106例が妊娠し，

総妊娠回数158回に対し，流，死産は33回であった．

頻
Y．6・

50

40

30

20

10

■診療前囲診療後

流・死産 外妊 早産

図4　奇形子宮診療前，後の妊孕性

児獲得

　妊娠転帰

表4　壬宮奇形の産科的既往

奇形子宮 女壬娠例（％） 1充産例 反復流産（％） 妊娠回数流 ・ 死産（％） 外妊（％） 早産（％） 児獲得（％）

副　　角（II，　abc） 3／8　（37．5） 1 1／3　（33．3） 8 4（50） 1（12．5） 4（50）

単　　角（II，　d） 9／26（34．6） 3 2／9　（22．2） 13 5（38．5） 2（15．4） 1（7．7） 6（46．2）

重　　複（III） 5／6　（83．3） 1 7 1（14．3） 1（14．3） 6（85．7）

完全双角（IV，　a） 5／14（35．7） 4 1／5　（20） 13 6（46．2） 1（7．7） 7（53．8）

不完全双角（IV，　b） 36／51（70．6） 25 14／36（38．9） 90 53（58．9） 3（3．3） 4（4．4） 34（37．8）

完全中隔（V，a） 26／42（61．9） 10 6／26（23．1） 50 26（52） 1（2） 24（48）

不完全中隔（V，b） 7／14（50） 4 3／7　（42．9） 12 9（75） 1（8．3） 3（25）

弓　　状（VD 200／355（56．3） 102 34／200（17） 325 147（45．2） 15（4．6） 9（2．8） 163（50．2）

総、　数 291／516（56．4） 150 61／291（21） 518 251（48．5） 20（3．9） 19（3．7） 247（47．7）

表5　子宮形成術および形成前，後の妊娠，児獲得率

形　成　前 形　成　後
奇形子宮 例数

妊娠数 分娩数 児獲数 妊娠数 分娩数 児獲得

不完全双角（IVb）

完全中隔（Va）
不完全中隔（V，b）

869 11

89

001 0011．1％ 21＊6＊ 21＊5＊ 100％

100％

83．3％

計 23 28 1 3．6％ 9 8 88．9％

＊原発不妊1例ずつ含む
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流，死産率は治療前の48．5％から20．9％へと減少

し，特に不完全中隔では治療により75％から14．3％

へと激減した（表6，図4）．

　治療後の早産率は9．5％（15／158）であり，診療

前の3．7％よりやや上昇した．子宮奇形別に見ると，

弓状子宮の32％に対し，副角子宮では50％，不完

全中隔で57．1％、完全中隔では75％と高い早産率

を示した．

　全子宮奇形の既往の児獲得率は47．7％であったが，

診療後には77．8％（123／158）へと上昇した．特に

児獲得率の低かった不完全中隔では，受診後25％よ

り85．7％へと著増した．

考　　察

　奇形子宮は，性成熟期に達し，月経，妊娠，分娩

の異常経過あるいは不妊，反復流産など，fertilityの

障害によって始めて診断される場合が多い。したが

って，一般婦人における奇形子宮の正確な頻度は不

明といわざるを得ない．特に弓状子宮などminor

Mtillerian　anomalyでは臨床症状を欠き，正常子宮

と診断される場合が多く，見逃され易い．

　当教室における過去14年間の症例数と検査方法の

変遷を見ると，戦後のベビーブームの影響で1978年

前後に診断された症例が多く，その後，一時減少す

るが，1986年以後再び増加している．子宮卵管造影

法は毎年82　一一　100％の症例に実施されており，卵管

疎通性の判定を含め子宮形態と妊孕性の情報を得る

ためには欠かせない手段である．一方，器具の開発

と手技の向一Eが相まって，内視鏡検査が年々増加し

ており，より正確な診断がドせるようになった．

　一般婦人の不妊率は約9％とされており，不妊症

のうち，子宮因子によるものは5％程度と言われて

いる．本研究における不妊症患者の奇形子宮の発見

率は8．7％であり，Kesslerら2）の1．1～12％，貴家3）

日不妊会誌　36巻1号

の8，47％とほぼ同程度であった．

　奇形子宮と原発性不妊に関する報告は少ないが，

本研究では全症例の41．9％が原発性不妊症であった．

不妊原因は多岐にわたっており，Heinonen＆
Pystynen‘）によると，奇形子宮合併不妊症の約18．5

％が子宮奇形のみによるものであるとされており，

本研究でも子宮因f“は19．9％のみで，他の症例は何

らかの子宮外因子を合併していた．不妊患者に奇形

子宮が認められても，系統的な不妊検査により奇形

以外の因子を検索することが，治療方針の決定に重

要である．

　女性の妊孕性が最も高い時期は20歳代で，性機能

を中心とした老化現象はすでに30歳代からみられる

と言われている5）．本研究の不妊症例では不妊期間が

長く，生殖年齢として比較的高齢婦人が多い．その

加齢現象による卵巣機能低下5），内分泌異常を伴う症

例は本研究では不妊例の39．8％を占めていた．

　子宮内膜症の発生機序は未だ不明であるが，月経

血逆流、腹腔内手術などによる子宮内膜転移説，お

よび腹膜化生説などである6）．奇形子宮では子宮内膜

症を併存することが多く，本研究では副角子宮，中

隔子宮の場合に内膜症を合併する頻度が高かった．

非交通性の副角，膣と頚管の閉鎖，狭窄および子宮

腔内の中隔などの障害物により，月経血の逆流を起

こすことにより内膜症が発生することが推測された．

子宮内膜症は骨盤腔内癒着の原因となり，不妊症を

引き起こす．また，近年自然流産7・s）との関係も報告

されている．

　単角子宮で不妊症であった症例の37．5％に卵管通

過障害が見出された．単角r宮の場合，唯一の卵管

が閉塞すると，正常婦人子宮の両側卵管閉塞に相当

する．非交通性の副角が存在する症例では，子宮内

膜症を合併し易く4），さらに主角側の卵管が閉塞する

と，同様に不妊症となる．

表6　奇形f・宮診療後妊娠の転帰

奇形チ宮 妊娠例 妊娠llli数 流・死産（％） 外妊（％） 甲産（％） 児獲得（％）

副　　角（II，　abc）

単　角（II，　d）

完全双角（IVa）

不完全双角（IV，　b）

完全中隔（Va）

不完全中隔幌b）

弓　　状（VD

　4＊

　6

　3

　8

　4

　7

126

2（33．3）

1（33．3）

3（37，5）

1（25）

1（14．3）

25（19．8） 1

2（50）

2（33．3）

3（75）

4（57」）

4（3．2）

　3（75）

　4（66．7）

　2（66．7）

　5（62．5）

　3（75）

　6（85．7）

100（79．4）

総　　数 106 158 33（20．9） 1（O．6） 15（9．5） 123（77、8）

＊副角妊娠1回含む
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　不妊，不育治療の確実な効果判定は妊娠の成立，

さらには生児獲得である．最近，monthly　fecun・

dabilityおよび予想妊娠率の算定が不妊症治療の評

価として使用されている9・1°・ll）．奇形子宮における原

発不妊治療の困難さは本研究に示すごとく，治療後

の累積妊娠率は推定妊娠率に遠く及ばず，とくに治

療後1年以上経過した症例における妊娠率の低さに

問題がある．子宮外の不妊因子に対する治療を検討

の上、子宮形成術，IVF－ET，　GIFTなど積極的治療

法の導入が望まれる．

　一般妊婦の自然流産率は10～15％程度であり，本

研究では奇形子宮の妊婦約2人に1人は少なくとも

1回の自然流産を経験し，また，約5人に1人は反

復流産患者であった．流産既往婦人ほど次回妊娠の

流産頻度が高くなるとされている．12）．反復流産婦人

は何らかの流産因f・保有者と思われる．流産症例か

ら流産因子の奇形f宮のscreeningは表3に示したご

とく，流産回数が増すごとに，HSGでの奇形子宮発

現率は上昇する．2回，3回の流産症例では奇形率

に有意差は認められず，Portuondoら’3〕も指摘する

ごとく，2回流産例でもHSG検査の適応であると考

えられた．しかし1回流産歴のある症例でも9％に

奇形子宮が見出されたので，より積極的な検査が勧

められる．

　妊卵の順調な発育には，血液循環の良好な場所に

着床することが必要であるが，奇形子宮では中隔部

分における動脈の分布異常14）と毛細血管数の著しい減

少15｝に伴う血流障害により，妊卵の着床や発育が妨げ

られる，また子宮容積の不足と伸展性の欠如など，

さらに頚管筋層の弾性線維減少による頚管無力症16｝

に加え，子宮内膜症の合併が流，早産の原因となる．

　一般に分娩例における子宮奇形の頻度はO．2～O．5

％とされている17）．本研究では1．2％とやや高頻度で

あり，弓状子宮の占める割合が比較的高いことが妊

娠例に対する子宮奇形の頻度を上昇させた可能性が

あるが，田崎ら18）の1．24％とほほ一致していた．ま

た，受精卵の着床がsubclinical　abortionに終わり，

原発不妊と間違われる症例のあることが知られるよ

うになり，実際の妊娠，流産率はさらに高いことを

Tulandiら19）は指摘している．特に奇形子宮の場合，

妊婦初期でも周期的月経血の排出を見られることよ

り，妊娠を見逃され易い．BBTの記録，高感度hCG

検査薬の普及などによる妊娠の早期診断も考えられ

るが，必ずしも実際的でなく，月経時排出物の病理

学的検索なども再検討し，患者への教育指導も必要

であろう．

　反復流，死産などの不育症は，了宮形成術後に減
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少し，生児獲i得率では術前の3．6％から術後の88．9

％へL昇した．諸家の報告15・2°・21）も示すごとく，子宮

形成術はf宮奇形を伴う習慣性流，死産の治療法と

して優れている．しかし，子宮形成術を受けた原発

性不妊症例では，術後の妊娠率が僅か16．7％に過ぎ

ずt治療効果は十分とは言えない，子宮中隔部の内

膜組織を温存し，中隔を最少限に摘出する子宮形成

術式が報告されており15），本研究では子宮因子のみの

不妊症例においては，中隔子宮で子宮形成術によく

反応し，予後は比較的良好であった．ほかの不妊原

因治療後L　2年経っても妊娠に至らない症例には

積極的に施行しても良いと言われている4）．

　奇形子宮各群の妊孕性を比較して見ると，単角と

副角子宮はともに過半数が不妊を主訴に受診してい

るが，既往妊娠例では副角子宮の流，死産率は単角

子宮より高率で，早産率は約2倍であった．受療後

でも副角子宮妊娠例の50％が早産になっており，副

角の存在が流，早産に関係し，妊孕能に与える影響

は大きいと思われた．

　重複子宮の内腔形態は完全双角子宮と類似するが，

本研究では妊孕能に若干の相違が認められた．妊娠

率は前者で高く，諸家の報告22，23）とは異なる結果であ

る．厚いisthmocervical　septumを有し，頚管無力

症になりにくい23）ことより，流産率は正常子宮と大差

がなく，児の獲得率も高い．完全双角子宮では膣奇

形を合併し易く24），性交困難を訴え，子宮奇形因子に

よる不妊率は高く，妊娠例でも流産に終わる場合が

多い．

　不完全中隔と不完全双角子宮も内腔の構造が相似

し，鑑別には漿膜面の観察を必要とする．子宮卵管

造影法では左右子宮角の角度（90°以上：双角，90°以

Fl中隔）をもって便宜的に区別している24）．本研究

では両者の流産や，また反復性流産は他の子宮奇形

に比べ，ともに著しく高率で，児獲得率は低かった．

しかし形成術後の児獲得率は不完全中隔の83％，不

完全双角の100％とそれぞれヒ昇した．

　なお，完全中隔の子宮不妊因子は比較的低率で，

流・死産率も不完全中隔ほど高くなかった．中隔子

宮における中隔の長径が妊孕性に影響を与えると思

われる．

　弓状f宮はもっとも軽度な子宮奇形で，頻度も高

く，妊娠，分娩時の問題も報告されているが，22），本

研究では，むしろ内分泌異常の合併による不妊が高

頻度に認められており，子宮底の凹みにより，流産

率は高いが，奇形子宮の中では軽症といえる．

　副角妊娠は極めて希な異常で，文献にも極く少数

の報告が見られるに過ぎない．しかし妊娠初期には
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子宮外妊娠と間違われる症例もあり，著者らも外妊

を疑いつつ，10週で副角妊娠と診断しえた症例を報

告した25）．しかし奇形子宮が原因で外妊が疑われたと

の報告は希である．本研究では奇形子宮における外

妊の合併頻度は3．9％であり，一般妊婦の0．5％と

比較すると，約8倍であった．またRudigozら26〕も

8％という高い外妊合併頻度を指摘しており，子宮

内膜症の発生や開腹などによる腹腔内操作，子宮中

隔など子宮内障害物および異常卵管の存在が原因と

考えられており，子宮奇形が外妊の間接的な誘因に

なりうることが示唆された．

まとめ

　教室における516例の奇形子宮をAFSによる奇形

子宮の分類に基づいて，その妊孕性を検討した．

　子宮因子のみによる奇形子宮の不妊率は19．9％の

みであり，その妊孕性は必ずしも低くはないと考え

られる．反復流産例および子宮因子のみの不妊例で

は子宮形成術などの治療により流産率が減少し，早

産率が増加した．このように妊娠持続期間が延長す

ることにより，奇形子宮の妊孕性が向上するものと

考えられる．子宮外因子合併症例に対しては，治療

方法の再検討が必要であり，より効果的な診療の確

立が望まれる．

　長期不妊，反復性流産，子宮外妊娠，月経困難症

などfertilityの低下が疑われる症例に対しては，従

来の子宮造影法に加え腹腔鏡，経膣プローブによる

超音波断層法などのより積極的な応用を試み，子宮

奇形の早期診断を心掛ける必要がある．

（稿を終わるに臨み，ご懇篤な御指導，御校閲を賜り

ました恩師百瀬和夫教授に深謝するとともに，ご協

力をいただいた教室員各位に深く感謝します。

　なお，本論文の要旨は1989年13th　Asian＆Oce－

anic　Congress　of　Obstetric＆Gynecologyおよび

第101回日本不妊学会関東地方部会に発表した．〉
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張 （9＞9

　　516　cases　of　Mttllerian　anomaly　were　studied．41．

9％of　those　was　suffered　from　primary　infertility

and　19．9％of　the　infertility　was　caused　by　uterine

factor．　Others　were　combined　with　endocrine　dis－

order（39，8％），　endometriosis（18．1％），　tubal　factor

（13．4％）and　male　factor（13．4％）．　After　treatment　of

induction　of　ovulation，　bonzol，　hydrotubation，

metroplasty　etc，　the　observed　cumulative　preg－

rlancy　rate（0．269）was　far　below　predicted（O．940）．

　　The　uterine　anomaly　found　by　HSG　showed　no

significancy　between　2　times（13．6％）＆3times（15．

0％）abortion，　but　even　in　one　time　abortion，9％of

the　anomaly　was　found，　it　will　be　the　indication　of

HSG．
　　After　metroplasty，　in　repeated　abortion　cases，

abortion　rate　decreased　from　96．4％to　ll．1％，　and

in　the　primary　infertility　both　pregnant　cases　were

combined　with　no　other　factor　but　uterine　anomaly．

　　Comparing　the　fertility　of　all　cases　before　and

after　visiting　our　hospital，　the　abortion　rate　de・

creased　from　48．5％to　20，9％but　the　premature

delivery　rate　increased　from　3．7％to　9。5％arld　the

duration　of　pregnancy　was　thought　to　be　Ierlgth・

ened．　The　fetal　survival　rate　then　araised　from　47．

7％to　77．8％after　treatment．

We　think，　in　proper　treatment，　the　fertility　of

uterine　anomaly　may　be　restored．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年7月20日特掲）
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産褥性乳汁漏出性無月経で低プロラクチン血症と

トルコ鞍のempty　sellaが認められた一症例

　　ACase　of　Puerperal　Galactorrheal

Amenorrhea　and　Hypoprolactinemia　with

　　　　　　Empty　Sella　Turcica

和　田　圭　介

Keisuke　WADA

岐阜大学医学部産婦人科学教室

　　中　川　美　紀

　Miki　NAKAGAWA

玉　舎　輝　彦

Teruhiko　TAMAYA

　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Gifu　University　School　of　Medicine，　Gifu　500，　Japan

　empty　sella　syndrome（ESS）は原発性のものはトルコ鞍横隔膜の先天的な欠損によるとされ，大部

分は無症状であるが，ときに乳汁漏出や月経異常をきたすものがあることが知られている．今回低プ

ロラクチン性の産褥性乳汁漏出無月経にESSを合併した症例を経験したので報告する．本患者は，今

回の分娩前は、正常月経で妊娠しており，分娩後にESSを発症したものと考えられる．原発性のESS

は女性，殊に経産婦に多いと言われており，ESSの発生機序を考える上で興味深い．

　またこの症例をドーパミン作動薬の単独投学で治療したが，その結果，LH，　FSH系の改善とともに，

血中E、の著明な分泌の上昇がみられ，排卵，妊娠に至った．ドーパミン作動薬による視床下部一下垂

体一卵巣系に対する顕著な改善効果が確認された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．Fertil．　Steril．，36（1），　Io－14．／991）

はじめに

　産褥性乳汁漏出性無月経は，非腫瘍性のものは，

Chiari－Frommel症候群ともいわれよく知られている．

今回産褥性乳汁漏出性無月経であるが，トルコ鞍が

いわゆるempty　sellaの状態であり，低プロラクチ

ン血症，低ゴナドトロピン血症を認め，さらにプロ

モクリプチンにより排卯，妊娠した症例を報告する．

症　　例

　患者は26歳（GlP1）で産後の無月経を主訴と

して昭和63年11月16日来院した．既往歴，家族歴

に特記すべきことはなく，以前の月経歴では初潮が

13歳で，月経は32日型，順調，持続7日間で，経血

量は中等量で軽度の下腹痛，腰痛を伴っていたとの

ことである．

　産科歴では今回の妊娠，分娩が始めてで，妊娠経

過に異常はなく，患者は昭和62年3月28日27209

の女児を満40週にて正常分娩し，授乳を分娩後10ヵ

月間行なっていた．

　入院時の理学的所見では体格正常，栄養中等度，

身長160　cm，体重47　kg，血圧106／78，脈拍56／分，

甲状腺，胸部打聴診，腹部触診，腱反射に異常所見

が認められなかった．ただ両側の乳房を軽く圧迫す

ると，糸をひく程度の乳汁の漏出がみられた．また

内診所見にも異常は認められなかった．

　初診時血液検査所見では表1に示したように，一

般血液検査，生化学的検査，尿検査に異常はなかっ

た．内分泌学的な検査では，血中エストラジオール

（E2，　E　2キット第一；第一ラジオアイソトープ社：

女性の卵胞前期の正常値35　一一　150　pg／ml），プロラク

チン（スパックーSプロラクチン；第一ラジオアイ
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表1　初診時検査成績

末梢血液検査及び血液生化学的検査

　RBC

　WBC
　Hb

　Ht

　Plt

尿検査

421×104／μ1

　　5500／μ1

　　12．7g／dl

　　　39．4％

23，7×101／μ1

異常なし

内分泌学的検査

E2

PRL
LH
FSH
FT3

FT4

TSH
GH
Cortisol

38．6pg／ml

　1．3ng／ml

1．2mIU、／m1

5，8mlU／rn1

　2．8pg／rn1

　1．02ng／dl

2．5μU／ml

　O．8ng／ml

　14．9μg／dl

LDH
T．Bil

GOT
GPT
ALP
T－CHO

TG
Na
K
Cl

BUN
Cr

Ca

P

　2701U／1

0．1rng／dl

　l41U／1

　　81U／1

　1211U／1

260mg／dl

73mg／dl

138mEq／1

4．3mEq／1

103mEq／l

l6．8rng／dl

O．7mg／dl

9．6mg／d1

3．2mg／dl

ソトープ社，女性の正常値　1．4　一一　14．6ng／ml），LH

（スパックーS　LH；第一ラジオアイソトープ社、

女性の正常値1．4～7．4mIU／ml＞は低値を示したが，

FSH（スパックーS　FSH；第一ラジオアイソトー
プ社，女性の正常値3．O　一一　10．2mIU／ml）F－T3，F－T4，

TSH，GH，コーチゾールは正常範囲内であった．し

かし，LH－RHテストによるLH，　FSHやTRHテス

トによるプロラクチンは低反応を示した（図1）．
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写真1　初診時のMRIによるトルコ鞍所見
　　　　矢状断像（左）と冠状断像（右）
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　またトルコ鞍の核磁気共鳴装置（MRDによる所

見では写真1にみられるように，トルコ鞍内に下垂

体および下垂体茎がみられるが，下垂体は下後方へ

偏移し，トルコ鞍は髄液と同一の像で占められてお

り，いわゆるempty　sellaの状態を呈していた．

　治療経過は図2に示したように低プロラクチン血

症であるが，乳汁漏出があり，無月経であることか

らドーパミン作動薬であるZK－31224（ターグライド：

シェーリング社製）による治療を昭和63年12月10

日から開始した．血中プロラクチン値は投与2週後

で感度以下の低値となったが，乳汁分泌は投与1ヵ

月で止った．ターグライド投与中，LHの基礎値は正

常化し，またターグライドの投与前と投与12週後に

LH－RH　test（IOO　＃g），　TRH　test（500μg）を行な

ったところ，LHの反応性は正常化していた（図2）．

しかし，血中のE2の値には変化がみられなかった．

患者にはターグライド投与終了の約1ヵ月後，基礎

体温の上昇から排卵が推測され、その後月経の発来

がみられた．しかし再びターグライド投与後2ヵ月

で乳汁の漏出を認めるようになり，同じドーパミン

作動薬であるが，やや構造式の異なる徐放性プロモ

クリプチン製剤であるパーロデルーMR（PLO－MR；

サンド社製）を投与した．投与2週後に乳漏は止り，

図2，3に示すように投与前，投与8週後ではLH，

FSHの基礎値，ならびにLH－RHテストのLH，　FSH

の反応性も正常であった．TRHテストによるプロラ

クチンの反応性も正常下限となった．また血中E，は

治療中に著明な上昇をした．基礎体温上昇より排卵

は投与10週後にみられ，12週目にPLO－MRの投与

を終了したが投与終了後1週間目に妊娠反応陽性（テ

ストパック；ダイナボット社製感度501U／L）となっ

た．妊娠満8週となった現在（平成元年12月1日）、

妊娠経過は良好である．

考　　察

　empty　sella　syndrome（ESS）は一般に，原発性の

ものと，続発性のものに分けられる．原発性ESSは

トルコ鞍横隔膜の先天的な欠損により，クモ膜がト

ルコ鞍内に髄液とともに陥入しその結果下垂体が下

方に圧排され，トルコ鞍が空虚にみえるものを言う．

これは剖検例の約5．5％に認められるといい1），無症

状に経過することも多いと思われている．また近年，

核磁気共鳴装置（MRDによりトルコ鞍内の観察が

より容易になされるようになり，原発性ESSもそれ

ほど珍しいものでないことがわかってきたようであ

る．このような先天的な解剖学的なトルコ鞍の横隔

膜の欠損は約6倍の頻度で女性に多く，また女性の

ESSの75％が経産婦であると言われている2・3｝．症状

は頭痛，視野障害が最も多く，内分泌学的異常，髄

液漏などがあり，原発性ESSは肥満，高血圧症と関

係するといわれている4・5）．一方続発性ESSは下垂体

手術後，放射線治療後，下垂体あるいは下垂体腫瘍

の梗塞，壊死によりひきおこされるものである．

　さて本症例は分娩後に乳汁漏出を伴う無月経を主
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訴として来院し，LH，プロラクチンが低値であり，

かつ下垂体のMRIでトルコ鞍がempty　sellaの状態

であることが判明した症例である．

　妊娠により下垂体の容量が増加することはよく知

られており，妊娠後期には主にlactotrophの大きさ

と数の増加によって下垂体は非妊時の約2倍になる

といわれている6）．これが分娩後急速に萎縮，縮小し

てゆく．トルコ鞍横隔膜の先天的な欠損が女性に多

く，また女性の原発性ESSの75％が経産婦である．

これらのことを考え合わせると，妊娠がESSの発生

機序に密接に関連することは容易に想像される．こ

の症例ではこの妊娠以前には月経歴にも異常はなく，

患者は自然に妊娠し，分娩に至っている．妊娠，分

娩を契機として内分泌学的データに示されるような

状態になり，その原因となるトルコ鞍内の異常が起

こったものと思われる．すなわち，トルコ鞍横隔膜

にそういう素因があって妊娠分娩を引金として症状

のあるESSの状態になったと考えられる．

　乳汁漏出症でプロラクチン値が正常範囲内にある

ものは約24％あると報告されているが7），本症例で

もプロラクチン値がO．7　ng／mlというむしろ低値で

あり，またTRH・testでも低反応であった．乳漏がみ

られたが，分娩後20ヵ月，授乳中止後10ヵ月とい

うことを考慮に入れる必要がある．産褥中期以降の

乳汁分泌にはプロラクチン値が高値であることを必

要としないと言われ8），また出産に継続した乳汁漏出

性の無月経の67％は正常プロラクチンであるという

報告もある9｝．この様な時期の乳漏はプロラクチン基

礎値とかTRHに対する反応とかには無関係である可

能性がある．

　一方，原発性ESSは下垂体の機能異常を伴わない

ものが約85％にみられ，機能異常を伴う15％のう

ちプロラクチン値の高低にかかわらず乳汁漏出を認

めるものは約4％から8％あるといわれている1°・11）．

正常範囲内のプロラクチン値で乳漏をきたしたもの

は現在までのところ一例の報告があるのみである12）．

David等によると13）正プロラクチン血症のESSの患

者では，TRHやL一ドーパにたいする反応性に異常

はないが，クロルプロマジンにたいする反応低下が

あり，プロラクチンの調節機構に障害があるのでは

ないかとしている．またJames等は12）気脳写のみで

乳漏が止り，月経が回復した正プロラクチン血症の

ESS患者の報告をしている．これなどはESSによっ

て惹起された，おそらく物理的な要因による視床下

部一下垂体のプロラクチン系の異常を示している．

　したがってESSの場合にはこうしたことも考慮に

入れねばならず本症例の乳漏の説明をつけることは

（13）13

非常に難しい．

　本症例にドーパミン作動薬にて治療を試みた．そ

の結果，ターグライドO．5mg／日の投与では，投与

後4週間で乳漏の停止，12週間の投与終了後4週後

に排卵がみられ，またLH－RHテストでLHは反応

性の回復を示したが，FSHは示さなかった．この時，

排卵にいたったが妊娠にはいたらなかった．2ヵ月

後に再び乳漏がみられ，徐放性パーロデル2．5mg／

日を投与すると2週閲後に乳漏は停止し，10週間後

に排卵があり，この周期に妊娠が成立した．投与前

よりLH，　FSHなどの基礎値の改善がみられ，　LH－RH

テストによるLH，　FSHの反応性の改善もみられた．

最近プロモクリプチンは卵巣でのテストステロンか

らE2への芳香化を直接刺激する可能性があるとの報

告もある14）．これらにより卵巣機能が改善し，その結

果排卵がみられ，これが妊娠成立へとつながったと

思われた．したがって，最初に投与したターグライ

ドにより視床下部一下垂体系が改善され，つづいて

徐放性パーロデルにより，視床下部一下垂体一卵巣

系が改善されたものと考えられた，
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A　ease　of　puerperal　galactorrheal

amenorrhea　and　hypoprolactinemia

　　　　　　with　empty　sella　turcica

Keisuke　Wada，　Miki　Nakagawa

　　　　and　Teruhiko　Tamaya

日不妊会誌　36巻1号

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　Gifu　University　School　of　Medicine，

　　　　　　　　　　　Gifu　500，　Japan

　　Primary　empty　sella　syndrome（PESS）is　caused

by　the　congenital　defect　of　the　diaphragma　of　the

sella　turcica，　allowing　herniation　cerebral　spinal

fluidcontaining　cistern　into　the　sella　and　the　pitui．

tary　gland　is　flattend　and　displaced．

　　Areport　of　a　26－year・old　patient　with　amenorr－

hea，　galactorrhea　and　hypoprolactinemia　who　was

shown，　by　MRI，　to　have　an　empty　sella　is　presented．

Endocrinologic　testing　revealed　hypogonadism，

hypoprolactinemia，　and　Iow　LH，　FSH，　PRL　respon－

se　to　LH－RH　test　and　TRH　test．　TSH，　T，，　T4，　GH，

and　Cortisol　were　in　normal　range．

　　Before　her　previous　delivery，　she　had　normal

menses　and　no　galactorrhea，　there　fore　this　ESS

was　suggested　to　be　triggered　by　the　pregnancy　and

delivery．

　　After　the　treatment　with　only　Dopamine　agonists

for　12　months，　spontaneous　ovulation　occurred　and

she　has　conceived　nQw．　We　ascertained　that　these

dopamine　agonists（ZK31224；terguride　and　PLO－

MR；Parlodel　modified　release　capsule）solely　im－

proved　the　hypothalamus・pituitary－ovarian　axis

significantly．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年2月5日）
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LEVELS　OF　ENDOTHELIN　IN　MATERNAL　BLOOD

DURING　PREGNANCY　AND　ON　THE　POSTPARTUM　DAY，

AMNIOTIC　FLUID　AND　UMBILICAL　CORD　BLOOD，

AND　THEIR　RELATIONSHIP　TO　RENIN　ACTIVITY，

ANGIOTENSIN　I，　ANGIOTENSIN　II，

ALDOSTERONE　AND　ATRIAL　NATRIURETIC　PEPTIDE

LEVELS，　FETAL　SEX，　FETAL　BIRTH　WEIGHT，

PLACENTAL　WEIGHT，　UMBILICAL　CORD

LENGTH　AND　APGAR　SCORE

　　　　Satoshi　USUKI，　Sayuri　KUBOTA，

Yoshihito　ICHIKAWA　and　Masato　OKANE

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　Institute　of　Clinical　Medicine，

University　of　Tsukuba，　Ibaraki　305，　Japan

　Abstract：As　compared　with　the　endothelin－1（endothelin）levels　in　age－matched　norma1　cycling

。。np，egnant　w・m・n，　th・1・v・1・b・f・・e　16　week・・f　g・・t・ti・n　dec・eased・ig・ifi・antly（P＜0・01），　b・t

increased　later　to　the　same　levels　as　in　nonpregnant　women．　The　levels　of　endothelin　were

、ig。ificantly（P〈0．05）・・rre1・t・d　with・enin　a・ti・ity　d・・i・g…m・l　p・egnan・y，　b・t・・t・ig・ificant－

ly　interrelated　with　the　angiotensin　I（Ang－1），　angiotensin　II（Ang－II），　aldosterone　and　ANP　levels．

The　endothelin　levels　in　amniotic　fluid　and　umbilical　cord　blood　were　not　significantly　interrelat・

ed　with　the　renin　activity，　Ang－1，　Ang－II，　aldosterone　and　ANP　levels．　The　plasma　and　amniotic

fluid　endothelin　levels　were　also　found　not　to　be　significantly　interrelated　with　fetal　sex，　fetaI

birth　weight，　umbilical　cord　length　or　Apgar　score　at　l　or　5　minutes，　as　well　with　those　of　renin

acti。ity，　A・9・1，　A・g－II，・ld・・t…n…　ANP．　Th・m・t・・nal　p1・・ma　end・th・1i・1・v・1・n　th・

P。，tp・・t・m　d・y　decrea・ed・apidly・ft・・d・live・y，・・w・ll・・th・・enin　acti・ity・A・g－1・A・g－II・

aldosterone　and　ANP　levels．　However，　the　big　endothelin（1－38）concentration　was　remarkably

lower　in　amniotic　fluid　compared　with　the　endothelin　concentratlon．

　　As　for　complicated　pregnancies，　the　plasma　endothelin　level　before　28　weeks　of　gestation　in

toxemic　pregnancy　was　significantly（p〈0。001）higher　compared　with　that　in　non－complicated

pregnant　women．　Furthermore，　three　severe　cases，　one　with　severe　toxemia　of　pregnancy　and　lgA

nephropathy，　which　caused　intrauterine　fetal　death（IUFD），　and　two　who　received　massive　blood

transfusions，　followed　by　disseminated　intravascular　coagulopathy（DIC），　due　to　uterlne　atonlc

bl，edi。g。，　ab・upti・placentae，　h・d・el・ti・・ly　high・・1・vel・・f　pl・・m・・nd・th・li・d・・i・g・nd／・・
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・ft・・p・eg・an・y・H・w・ve・，　th・pl・・ma　end・th・li・lev・1・aft・・29　week・。f　g。、t。ti。。　i。　t。x，mi、

P「egnan・y…ther　c・mpli・at・d　p・egnan・i・・（placent・p・aevi・，　idi・P・thi・th・・mb。，yt。peni。

（ITP）・Banti’s　・y・d・・m・，　H・・hiln・t・’・di・ea・e，・pi1・p・y，・twi・・，　t・ipl・t・，　hyd・am・i・・and　hyd，。P、

f・t・1i・）w・・e　n・t・ig・ifi・antly　diff・・ent　f・・m　th・・e　in　n・n…mpli・at・d　p・egnant　w。m，n，　and

・m・i・ti・fl・id・nd・mbilica1…dbl・・d・t　t・・m　d・1i…y．　In　additi・n，　th・g・ad・。r　sev，，ity。f

toxemia　of　pregnancy　did　not　have　a　primary　effect　on　the　endothelin　concentration．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn，　J．　FertiL　Steri1．，36（D，15・－27，1991）

Introduction

　　　Recently，　it　was　reported　that　endothelin　in・

hibits　renin　release1），　as　well　as　several　vasocon－

strictor　hormones，　such　as　Ang－II，　vasopressin

and　noradrenaline2）．　In　addition，　endothelin　in．

creases　the　total　peripheral　resistance，　atrial　pres－

sure，　1eft　atrial　pressure，　hernatocrit，　and　the

plasma　levels　of　vasopressin，　renin，　aldosterone，

norepinephrine，　epinephrine　　and　　atriopeptin3）．

During　pregnancy，　renin，　angiotensin（Ang｝，　aldos－

terone　and　ANP　are　well　known　to　be　closely

interrelated　with　each　other　as　to　the　regulation

of　electrolytes　and　blood　pressure4・5）．　Recently，

we6｝reported　increased　maternal　plasma　concen．

tration　of　endothelin　during　labour　pain　or　olI

delivery　and　the　existence　of　a　large　amount　of

endothelin　in　amniotic　fluid．　These　results　Iead　us

to　suggest　that　endothelin　is　also　closely　related

with　renin，　Ang，　aldosterone　and　ANP　during

P「egnancy．

　　As　a　step　toward　understanding　the　role　of

endothelin　during　Pregnancy，　the　present　study

was　performed　to　determine　the　concentrations　of

endothelin　in　maternal　blood　during　normal　gesta－

tlon，　and　to　compare　its　relationships　to　the　renin

activity，　Agn－1，　Ang－II，　aldosterone　and　ANP

levels，　fetal　sex，　fetal　birth　weight，　placental

weight，　umbilical　cord　length　and　Apgar　score　at

lor　5　minutes．　Furthermore，　the　endothelin　con．

centratlons　were　also　determined　in　toxemic　or

other　complicated　pregnancies．

Materials　and　Methods

SamP　les

　　Blood　and　amniotic　fluid　were　obtained　during

gestation，　delivery　and　the　post－partum　period　as

described　previously6），　and　three　fetal　urine　sam一

ples　were　also　obtained　from　fetuses　at　the　time　of

delivery．　Blood　was　collected　frorn　forty－six　non－

pregnant　healthy　female　volunteers　exhibiting

cyclic　menstruation，　as　a　control．　The　samples

were　centrifuged　at　3，000　x　g　for　10　minutes　at　4℃

immediately　and　each　supernatant　was　stored　at

－ 80℃until　endothelin，　renin　activity，　Ang－1，　Ang－

II，　aldosterone　and　ANP　were　assayed．

Sandwich－enayme珈〃zornoatgsay，伽endothelin．ヱ

and　big　endothelin－1

　　1mmunoreactive　endothelin　and　big　endothelin－

1were　Ineasured　by　the　sandwich・EIA　method

after　concentration　with　Sep－pak　C・18　cartridges．

The　assay　procedure　will　be　described　in　detail

elsewhere6）．

”θαε醜〃zent　Of　re痂（・cti吻，　angi・tensin　L　an．

gzotensin　ll，　aldosterone　and　atrial　n‘〃加etic

加漉46

　　Renin　activity，　Ang－I　and　Ang－II　were　assayed

by　means　of　a　radioimmunoassay7）．　Aldosterone

was　assayed　by　means　of　a　radioimmunoassay

uslng　a　commercial　kit（Aldoc　TK　125；Midori

Juji，　Tokyo，　Japan）．　The　coefficients　of　intra．

assay　and　inter－assay　variance　were　6．9±2，2　and

10．7±3．0％（n＝13），respectively．　Radioimmunoas－

saying　of　ANP　was　performed　with　synthetic

ANP（Peptide　Institute　Inc．，　Osaka，　Japan）and

五2514abeled　ANP（Amersham　International　Ltd．，

London，　England）．　The　coefficients　of　intra－assay

and　inter－assay　variance　were　6．5±1，3　and　6．2±0．

0％（n＝30），respectively．

Others

Student’s　t・test　was　used　for　statistical　analysis．

Results

E励’励nlevels　4纏ngρ㎎η侃の，　and伽〃

紹」伽励φ如伽re痂，αldOS伽ne，α層α伽」
ηα’珈纏・PePtide　levels　dun’ng　Pregnancy
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　　The　maternal　venous　plasma　endothelin　levels

（mean±SD）during　normal　pregnancy　without

labour　pain　were　as　follows：before　16　weeks，0．

77±0．17pg／ml（n＝22）；17－28　weeks，1．05±O。17

pg／ml（n＝18）；before　29　weeks，0．83±0．21　pg／ml

（11＝40）；and　29－41　weeks，0．98±0．33　pg／m1（11＝62），

being　not　significantly　correlated　with　gestational

age（Fig．1）．　The　value　at　29－41　weeks　of　preg・

nancy　was　significantly　higher　than　that　before　16

weeks　or　before　29　weeks　of　pregnancy（p＜0．01

and　p＜0．05，　respectively），　being　not　significantly

different　from　that　at　17－28　weeks　of　pregnancy．

The　levels　in　amniotic　fluid，　and　umbilical　cord

arterial　and　venous　blood　were　significantly（p〈

0．001，p＜0．001　and　p〈0．001，　respectively）higher

than　those　at　term　delivery　or　during　Pregnancy

with　labour　pain，　while　the　level　in　maternal

blood　at　term　delivery　was　not　significantly　dief一

　
宅

量

暑

§

品

2

1

o

↑
コ

o
‘
＼

む
E
＼

：

診
13

＝
り

、⊆

仁

e

10

5

o

100

as

E
＼

o
巨

）

a50
Z
《

o

o　Endothelin

△　Renin　activity

L　AIdosterone

x　ANP

暑

k

壬8

暑

十

x

暑
暑

壬

1
十

NOn　pregnant　　　　　Pregnant　　　　　Pos吐partロm

　　Weeks　－－16　17～28　29－－41　　．・1

1000

　　s
　　　E

　　為

　　e

　　　窪

・0・茎

　　塁

　　く

o

Fig．1Plasma　endothelin，　renin，　aldosterone　and　ANP

　　　　　concentrations　in　normal　pregnant　women

　　　　　without　labour　pain，　and　nonpregnant　and　pos－

　　　　　tpartum　women．○，　endothelin；△，　renin　activ－

　　　　　ity；口，　aldosterone；×，ANP；the　vertical　lines

　　　　　indicate　the　range　of　each　concentration　and

　　　　　the　horizontal　lines　the　mean，

ferent　compared　with　that　in　term　pregnancy　with

Iabour　pain．

　　As　for　the　relationship　to　renin，　aldosterone　and

ANP，　the　endothelin　level　was　significantly（p＜0．

05）interrelated　with　the　renin　activity（before　16

weeks　of　pregnancy，5．96±0．54　ng／m1／hour；17－28

weeks，7．20±1，06　ng／m1／hour；and　29－41　weeks，6．

41＋0．94　ng／ml／hour），　whereas　it　was　not

significantly　related　with　the　aldosterone　level

（before　l6　weeks　of　pregnancy，329．67±30．50　pg／

ml；17－28　weeks，570．45±3997　pg／ml；and　29－41

weeks，746．12±43．48　pg／ml）or　the　ANP　level

（before　16　weeks　of　pregnancy，41．52±1Ll4　pg／

ml；17－28　weeks，49．13±10．35　pg／ml；and　29－41

weeks，65．51±16．84　pg／ml）（Fig，1），　The　endoth－

elin　level　was，　furthermore，　not　significantly　inter－

related　with　the　maternal　plasma　Ang－I　or　Ang－II

level（data　not　shown）．

Time　course（ゾthe　endothelin　concentration伽’・

Aaj
∈

＼
oa
）
⊆

＝
Φ

‘
りo
眉
己
①

∈

ω
皿
血

2

1

0

　Labour　　　　Labour

pain　（一）　　pain　（十）

Weeks→35～41 35～41

Labour

pain（＋）

　　3～5

（minutes）

Fig．2Comparison　of　the　endothelin　concentrations　in

　　　　　normal　pregnant　women　without　labour　pain

　　　　　with　those　in　women　with　labour　pain，　Circles

　　　　　connected　by　lines　indicate　the　range　of　endoth－

　　　　　elin　concentrations　in　each　time　period　and　the

　　　　　bars　the　means．＊，　P＜0．02；NS，　not　significant．
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加9♂α加麗ゆα初

　　The　endothelin　concentration　varied　with

advancing　delivery，　not　significantly　differing　as

to　the　intervals　or　strength　of　labour　pains（Fig．

2）．

Endothelin　levelS　in　maternαl　blood，　umbilical

corゴblOOd，α〃zniotic　fluidα’term　delivery　and

infant％珈6ブ嘘after姻ガθ卿，　and　their　mutual
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　　The　endothelin　levels　in　the　plasma　of　umbilical

cord　arterial　and　venous　blood（8．04±2．37　and　8．

61±1，67pg／ml，　n＝8　each，　respectively）and　in

amniotic　fluid（43，30±16．03　pg／m1，　n＝18）were

significantly　（p＜0．001，　p〈0．01　and　p〈0．001，　re－

spectively）higher　than　that　in　the　maternal　blood

at　delivery（1．52±0．32　pg／m1）or　with　labour　pain

（1．42±0．44，n＝10）（Fig．3）．　The　level　in　amniotic

fluid　was，　furthermore，　significantly　higher　than

those　in　the　umbilical　cord　arterial　and　venous

blood（p＜0．001　and　p＜0．001，　respectively），　while

there　was　no　significant　difference　in　the　endoth－

elin　level　between　umbilical　cord　arterial　and

venous　blood．　In　addition，　the　levels　in　maternal

blood　at　normal　term，　amniotic　fluid　and　um－

bilical　cord　blood　were　also　not　significantly

interrelated　with　fetal　sex，　fetal　birth　weight　or

Table　1．　Endothelin　concentration　ill　amniotic

　　　　　　　fluid，　and　fetal　sex，　fetal　birth　weight

　　　　　　　and　placental　weight．

Case　AgeGW　FS　BW　PWAF（pg／ml）LP

C MP UA UV AF FU

Fig．3Endothelin　concentrations　in　maternal　plasma，

　　　　　umbilical　cord　arterial　and　venous　plasma，　and

　　　　　amniotic　fluid　on　nく）rmal　term　delivery　and　in

　　　　　infant　urine　just　after　delivery．　C，　contro】

　　　　　plasnユa　from　　normal　non－pregnant　felnale

　　　　　volunteers（n＝46）；MP，　maternal　plasma（n＝9）；

　　　　　UA，　umbilical　cord　arterial　plasma（n＝8）；UV，

　　　　　umbilical　cord　venous　plasma（n＝8）；AF，　amni－

　　　　　otic　fluid（n＝18）；FU，　fetal　urine．　Each　sample

　　　　　was　subjected　to　endothelin　measurement　as　de・

　　　　　scribed　irl　the　text．　Note　the　logarithmic　en－

　　　　　dothelin　concentration　scale．　Circles　connected

　　　　　by　lines　lndicate　the　range　of　endothelin　col1－

　　　　　centrations　and　the　horizontal　bars　the　means．

　　　　　ホ，P〈0．Ol；准寧，　P〈0．001；NS，　not　significant、
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placental　weight，　as　well　as　with　renin，　Ang－1，

Ang・II，　aldosterone　or　ANP（Tables　l　and　2）．　The

same　results　were　obtained　for　the　umbilical　cord

length　and　Apgar　score　at　l　or　5　minutes（data　not

shown）．

　　The　endothelin　level　in　amniotic　fluid　was　also

high（6438±33．90，　n＝4）between　25　and　33　weeks

of　gestation，　being　not　significantly　different　from

that　at　term　delivery．　In　addition，　there　were　no

significant　differences　in　the　amniotic　fluid　en－

dothelin　level　between　normal　vaginal　delivery，

amniocentasis　and　operative　delivery，　such　as

cesarean　sectioning，　forceps　delivery　and　so　on

（data　not　shown）．　The　endothelin　level　in　urine

taken　from　babies　just　after　delivery　was　l．80±0。

65pg／m1（n＝3）（Fig．3），　however，　no　endothelin

was　detected　in　adult　urine．

LevelS　ρ〆　θndothelin，　zenin，　angiotensin　L　an－

giOtensin　五ζ　aldoster（）ne　and　atηial　natη’uretic

peptide　on　the　PostPanfttm　day　and　their　mutzaal

761ationshiPs

　　The　maternal　plasma　endothelin　level　rapidly

decreased　after　delivery，　reaching　the　level　before

16weeks　of　pregnancy　within　12　postpartum　days．

The　levels　during　the　postpartum　period　were　as

follows：within　the　lst　postpartum　day，1．36±0．44

pg／ml（n＝8，　not　significantly　different　from　that

at　delivery）；lst　postpartum　day，0．97±0．22　pg／ml

（n＝8，p＜0．01　corrlpared　with　that　at　delivery）；3rd

postpartum　day，1，05±0．5　pg／ml（n＝5，　not

significantly　different　compared　with　that　at

delivery）；4・5th　postpartum　day，0．94±0．11　pg／ml

（n＝8，p＜0．Ol　compared　with　that　at　delivery）；

and　12－33th　postpartum　day，0．78±0．08　pg／ml（n＝

9，p＜0．001　compared　with　that　at　delivery）．　The

endothelin　level　on　the　postpartum　day　was

significantly（P〈0．05）correlated　to　those　of　renin，

Ang－1，　Ang－II，　aldosterone　and　ANP（Fig．1and

Table　2）．

Endothθlin　and　ゐ忽endothelin　COηcentrations　in

ma旋～rnal　Plas〃za　at　4θ」勿2η　and　on　theカostPa7－

tum　　day，　amniotic　／Zuid　and　umbilical　cOγゴ

Plasma

　　The　concentration　of　big　endothelin　was　higher

than　that　of　endothelin　in　maternal　plasma　at

delivery　and　on　the　postpartum　day，　and　umbilical

cord　plasma，　while　the　concentration　of　big　en－

dothelin　was　definitely　lower　than　that　of　endoth－

elin　in　amniotic　fluid（Table　3）．

TiSSblθconcentration　6ゾPla（rθηtalθndothelin

　　The　endothelin　concentrations　in　placental　tis－

sue　with　poor　and　rich　decidual　tissue　were　270±

50pg／g　tissue（n＝5）and　glO±100　pg／g　tissue（n＝

5），respectively，　there　being　a　significant　（p〈0．

001）difference　between　the　two。　In　addition，　the

endothelin　concentration　was　significantly（p〈0．

05）higher　in　the　decidual　membrane　than　that　in

the　amniotic　and　chorionic　mernbranes（data　not

shown）．　Furthermore，　these　membranes　in

monolayer　culture　have　shown　the　continued

Table　2． Renin　activity，　and　angiotensin　I，　angiotensin　II，　aldosterone　and　ANP　concentrations　in　maternal

plasma　at　term　delivery　and　on　the　postpartum　day，　umbilical　cord　plasma　and　amniotic　fluid．

Postpartum

MP UA UV AF
1a 3a

Renin

（ng／1皿1／hour）
6．58±3．95 17．08±7．98 16．27±9．36 1〔〕．16±3．3⑪ 2．39±〔）．17 3．05：ヒ1．57

AngiQtensin　I

（ng／m1）
4．33±2．75 8．12±4．35 9．82：ヒ5．17 3．54±1．86 0．／5±⑪．10 0．11±OpO6

Angiotensin　II

（P9／n1D
306．28±101．37　　452．87±410．19　　663、91±587．87　　644．78±545．39 6．8〔〕±0．70 6．94±4．71

Aldosterone

（P9／mD
582，48±274．58　1032．90±444．48　　887．f）5±394．4（，　477．1（）±421．76　　131．50±19．7 80．14±54。99

ANP
（P9／m1）

72．40±13．76 58．50±17．80 40，6｛〕±11．31 7．63±3．8〔｝ 43．43±9．97 42．92±6．72

MP，　maternal　plasma；UA，　umbilical　cord　arterial　plasrna；UV，

AF，　amniotic　fluid．　apostpartum　day．

umbilical　cord　venous　plasma；
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Table　3． Comparison　of　the　endothelin（1－21）and　big　endothelin（1－38）concentrati（ms　in　maternal　and　umbilical

cord　plasma，　and　amniotic　flui〔1．

MP AF・

UA UV
PPDi，

Term　Delivery 1 2 3 1 3

Endothelin（1－21）

（P9／ml）

1．3 1．5 42．0　　50．5　　28．0

　　（40．2±9、3）

6．0 8．3 1．2 1．0

Big　endothelin（1－39）

　　　　　　（P9／ml）

5．5 6．1 11．5　　3．7　　2、9

　　（6．0±3．9）

7．9 12．8 4．9 3．9

MP，　materllal　plasma；AF，　amniotic　fluid；UA，　umbilical　cord　arterial　plasma

UV，　umbilical　cord　venous　plasma；PPD，　postpartum　days．

anumbers　indicate　different　samples．

bnumbers　denote　postpartum　days．

All　samples　except　for　AF　2　and　3　were　obtained　from　the　same　woman．

c Cys－Ser－Cys－Ser－Ser－Leu－Met－Asp－Lys－Glu－Cys－Val・Tyr－Phe－Cys－His－Leu－Asp－IIe－

IIe－Trp－Val－Asn－Thr－Pro・Glu－His・Val－Val－Pro－Tyr－Gly－Leu－Gly－Ser－Pro－Arg－Ser

（Human，　M．W．4282．9）
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Fig．4Comparison　of　the　plasma　endothelin　concen－

　　　　　tration　in　normal　and　toxemic　pregnant

　　　　　women，　and　serial　plasma　endothelin　concen－

　　　　　trations．　in　two　severe　cases　of　toxemia．

　　　　　　　The　circles　indicate　the　range　of　endothelin

　　　　　concentrations　and　the　bars　the　means．　The

　　　　　three　severe　cases　are　shown　on　the　right、

　　　　　　　T．Y．，30　years　old，　had　IgA　nephropathy　and

　　　　　severe　toxemia　of　pregnancy　with　hypertension

　　　　　（140－190／systolic　and　90・130　mmHg／diastolic），

Duration　of　pregnancy
　　　　　　　（weeks）

25　　303132　33343536　3738　1

Post　partum
　　（days）

5 1018

proteinuria（316－696　mg／dl）and　edema（十）．　Her

creatinine　clearance（CCr）ranged　from　12．1　to

56before　delivery．　On　March　17，1989，　Iabour

pain　was　induced　with　prostaglalldill　F2a（Ono

Pharmaceutical　CQ．，　Ltd．，　Tokyo，　Japan）for

maternal　safety，　IUFD　occurred　during　deliv・

ery　and　she　gave　birth　to　a　female　infant（590g）

at　24　weeks　and　6　days　of　pregnancy．　Her

toxemic　state　impoved　graduaHy　after　delivery

and　she　was　discharged　on　Apri117，1989．　The
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plasma　endothelin，　renin　and　aldosterone　c（）n－

centrations　were　l．24　pg／ml，2．4　ng／ml／hour

and　32．511g／dl，　respectively，　on　the　Ilth　postpar－

tum　day．

　　M．A．，33　years　old，　had　pure　severe　toxemia

of　pregnancy　　with　　hypertensi〔m　　（140－176／

syst〔〕lic　and　90－110　mmHg／diastolic），　proteinur．

ia（260－944　mg／d1）and　edema（十）．　Her　CCr

ranged　from　102．5　to　144，6　befQre　delivery．　She

was　treated　with　hydralazine（Apresoline　o－V，30

mg／day），　antithrombin　III（Anthrobin，　AT　III，

BI　2．013，　diluted　1500　times／day）plus　heparin

（50001U／day）from　March　3　to　March　16（14

days）without　efficacy．　On　March　17，1989，　she

gave　birth　to　a　male　appropriate－for－date　in－

fant　（16509）　at　33　weeks　of　pregnancy，　by

means　of　cesarean　sectioning．　The　plasma　en－

dothelin，　renin　and　aldosterone　concentrations

were　l．18，　and　O．98　pg／ml，0．3　and　LO4　ng／ml／

hour　and　5．5　and　10．02　ng／dl　at　31　and　33　weeks

of　pregnancy，　respectively，　and　the　plasma

Ang・I　and　Ang－II　levels　at　33　weeks　of　preg・

nancy　were　37．3　ng／ml　and　71．8　pg／ml，　re－

spectively．　A　renal　biopsy　2　weeks　after　deliv・

ery　showed　pure　toxemia（focal　proliferation

2

1

0

（21）21

glomerulonephritis　［IgA　nephropathy］）．　Her

toxemlc　state　lmproved　after　delivery　and　she

was　discharged　on　April　13，1989．

　　R．N．，27　years　old，　had　severe　toxemia　of

pregnancy　with　hypertension　（130－168／systolic

and　76・1101nmHg／diastolic），　proteinuria（16－80

mg／dl）and　marked　edema（十十十）．　Her　CCr

ranged　from　64．8　to　117　before　delivery．　She

was　treated　with　hydralazine（30　mg／day）plus

heparin（50001U／day）from　January　31　to　Fe－

bruary　13　（14　days），1989，　with　efficacy．

However，　she　developed　eclampsia　on　four

occasions　at　37　weeks　and　3　days　of　pregnancy

on　February　28，1989，　and　then　cesarean　section・

ing　was　carried　out．　The　infant　was　a　male

apPropriate－for－date　healthy　　infant　（30829）．

The　plasma　endothelin，　renin，　Ang－1，　Ang－II

arld　aldosterone　concentrations　were　1．24　pg／

ml，0．76　ng／mユ／hour，18．O　ng／m1，3．5　pg／ml　and

19．5ng／dl，　respectively，　on　February　28，1989，

Just　after　the　eclampsia．　She　recovered　after

delivery　and　was　discharged　on　March　l3，1989．

Vertical　arrows　indicate　the　time　of　delivery．＊，

P＜0．001；NS，　not　significant．

oNormal

●Complicated

NS
一「

NS

一

Pregnant

Weeks～28 29～41

NS
一

　Post
partum

Fig．5Comparison　of　the　plasma　endothelin　concen－

　　　　　tratlons　ln　normal　pregnant　women，　and　preg－

　　　　　nant　womell　with　the　complications　of　ITP，

　　　　　Banti’s　syndrome，　Hashimotげs　disease，　epilep－

　　　　　sy，　partial　and　total　placenta　praevia，　hydroam一

29

K．1．，twins

1．S twins

＼

／

Duration　of　Pregnancy

31 33 35 37

Post　partum

1

nlon，　twms，　triplets，　hydrops　fetalis　and

hydrocephalus．　The　circles　indicate　the　range

of　endothelin　concentrations　and　the　horizontaI

bars　the　means．　The　serial　plasma　endothelin

concentrations　in　the　two　women　with　twins
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are　shown　on　the　right．

　　K．1．，33years　old，　gave　birth　to　two　healthy

female　infants（2002　and　2262g）at　36　weeks　and

2days　of　pregnancy．

　　1．S．，21　years　old，　gave　birth　to　two　healthy

infants（2507　and　2822g）at　36　weeks　and　4　days

of　pregnarlcy　because　of　fetal　collision．　NS．　not

significant．

x364

（c　，1）

∈

＼
aΩ
）
⊆

＝
Φ

＝
のo
で
⊆
Φ

∈

ω
①

－a

2

1

0
　　　　　　　↑　　1

　　　Delivery

2 3 4 5 6

Post　partum　days

Fig．6Changes　in　the　plasma　endothelin　concentration

　　　　　before　and　after　medical　treatment　in　two

　　　　　women　who　developed　massive　blood　Ioss　and

　　　　　received　blood　transfusions．　Open　circles　con－

　　　　　nected　by　lines　indicate　the　range　of　plasma

　　　　　endothelin　concentrations　in　normal　women

　　　　　and　the　horizontal　bars　the　means．

　　　　　　　M．S．，25　years　old，　developed　uterine　atonic

　　　　　bleeding　just　after　delivery　of　a　normal　female

　　　　　infant（2545g）without　any　use　of　instruments　at

　　　　　40weeks　of　pregancy　on　September　6，1989，　the

　　　　　blood　loss　reached　5689　ml　in　total，　DIC　appear－

　　　　　ed，　and　she　received　4000　ml　of　blood　by　trans－

　　　　　fusion　　and　　several　drugs　　（prostaglandins，

7 8 11

oxytocin，　fibrinogen，　FOY　and　so　on）．　She

recovered　completely　and　was　discharged　on

September　21，1988．

　　Y．A．，32　years　old，　developed　abruptio

placentae　with　IUFD　after　external　rotation　of

the　fetus　at　29　weeks　and　5　days　of　pregnancy

on　September　18，1988，　and　subsequently　cesar－

ean　sectioning　was　performed．　The　infant　was

male（1615g）．　She　lost　2593　mI　of　blood，　deve1・

oped　DIC，　and　received　600　ml　of　blood　by

transfusion　and　several　drugs（prostaglandins，

FOY，　fibrinogen　and　so　on）．　She　recovered　after

the　treatment　and　was　discharged　on　October　1，

1988．

release　of　endothelin（data　not　shown）．

ComPlicated　Pregnancies

　　In　toxemic　pregnancy，　the　endothelin　levels

before　25　weeks　of　pregnancy　and　at　30・39　weeks

of　pregnancy　were　1．40±O．16　pg／m1（n＝8）and

1．04±0．30　（n＝71），respectively，　the　level　of　the

former，　but　not　the　latter，　being　significantly（p＜

0．001）higher　than　that　in　normal　pregnant　women
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（Fig．4）．　Treatment　for　toxemia，　such　as　hydra1－

azine（Apresoline⑭；Ciba・Geigy，　Tokyo，　Japan），

antithrombin　III（Anthrobin⑪，　AT　III，　BI　2．013；

Hoechst，　Tokyo，　Japan）and　heparin　sodium

（NOVO　Industry　A／V，　Bagsvaerd，　Denmark），　also

had　no　influence　on　the　plasma　endothelin　concen－

tration．　In　one　case　with　severe　toxemia　and　IgA

nephropathy，　in　whom　IUFD　occured　at　24　weeks

of　pregnancy，　the　endothelin　level　was　higher

during　and　after　delivery．　However，　the　endoth・

elin　concentration　in　toxemic　pregnancy　was　not

significantly　interrelated　with　renin　activity，　or

the　Ang－1，　Arlg－II，　aldosterone　or　ANP　concentra－

tion（data　not　shown）．

　　In　pregnancies　associated　with　other　complica－

tions，　such　as　placenta　praevia，　ITP，　Banti’s

syndrome，　Hashimoto’s　disease，　epilepsy，　twins，

triplets，　hydramnios　and　hydrops　fetalis，　the　en・

dothelin　concentration　tended　to　somewhat

decrease，　being　not　significantly　different　compar－

ed　with　that　in　normal　pregnancy（Fig．5）．　In

contrast，　in　two　women　who　received　blood　trans・

fusions　or　extensive　drug　therapy，　such　as　cabex－

ate　mesilate（FOY；Ono　Pharmaceutical　Co，，　Ltd．，

Osaka，　Japan）and　so　on，　due　to　uterine　atonic

bleeding　or　abruptio　placentae　with　DIC　and

IUFD，　the　endothelin　concentration　was　compara－

tively　high　during　and　after　the　treatment，　becom－

ing　within　normal　range　within　one　week　postpar－

tum（Fig．6）．　The　endothelin　concentration　in

maternal　plasma　during　the　puerperal　period　in

complicated　pregnancies，　except　for　in　the　three

cases　described　above，　was　not　significantly　dif－

ferent　from　that　in　normal　women（Figs．4，5and

6）．Additionally，　as　to　the　endothelin　concentra・

tions　in　amniotic　fluid　and　fetal　cord　blood，　there

were　no　significant　differences　between　normal

and　complicated　pregnancies（data　not　shown）．

Discussion

　　In　this　study，　the　endothelin　concentration　in

maternal　plasma　during　Iabour　pain　or　at　delivery

was　found　to　be　significantly　increased　compared

with　that　in　maternal　plasma　during　pregnancy

without　labour　pain，　although　there　were　no

significant　differences　at　to　the　intervals　and

strength　of　uterine　contractions．　These　results

（23）23

suggest　that　the　increased　endothelin　level　in

maternal　plasma　at　normal　term　or　in　amniotiC

fluid　may　cause　at　least　the　induction　of　uterine

contractions　directly　or　indirectly6）．　The　endoth－

elin　concentration，　which　was　increased　in　the

maternal　plasma　at　delivery，　rapidly　decreased

after　delivery，　reaching　the　level　in　nonpregnant

normal　women　within　lst　postpartum　day，　in

accordance　with　that　of　renin　activity，　Ang・1，

Ang・II，　aldosterone　or　ANP．　This　also　indicates

that　the　increase　in　the　maternal　plasma　endoth－

elin　concentration　reflects　the　production　of　en－

dothelin　within　the　fetal　membranes　or　placenta

or　due　to　remarkable　changes　in　endocrine　cir－

cumstances．　The　endothelin　concentration　in　the

amniotic　fluid　on　preterm　delivery　due　to　pre－

mature　rupturing　of　the　membranes　or　obtained

by　amniocentasis　was　not　significantly　different

from　that　on　term　delivery，　being　significantly

higher　than　that　in　maternal　blood．　This　implies

that　endothelin　exists　at　a　high　level　in　the　am－

niotic　fluid　from　earlier　in　the　pregnancy．　This

implication　also　suggests　that　endothelin　might

play　an　important　role　in　fetal　development　in

addition　to　its　role　in　the　onset　of　labour．　This

awaits　future　study　for　confirmation．

　　The　endothelin　level　in　infant　urine　just　after

delivery　was　significantly　higher　than　that　in　the

maternal　plasma，　however，　it　was　significantly

lower　than　that　in　the　umbilical　cord　blood　or

amniotic　fluid，　indicating　that　the　endothelin　in

fetal　urine　plays　at　least　an　important　role　in　the

accumulation　of　endothelin　in　the　amniotic　fluid．

In　addition，　no　endothelin　is　detectable　in　adult

urine．　This　mechanism　or　role　also　remains　to　be

clarified。

　　The　plasma　endothelin　level　in　normal　non－

pregnant　young　female　volunteers　exhibiting

regular　cyclic　menstruation　was　O．92±0ユ8　pg／ml，

being　related　to　changes　in　plastna　LH（negative

correlation，　P＜0．05；anegative　feedback），　but　not

estrogen，　progesterone，　testosterone，　other

gonadotropins　or　growth　hormone，　during　the

menstrual　cycle（unpublished　data）．　This　level

was　significantly　higher　compared　with　that　in

the　first　trimester　of　pregnancy，　however，　it　was

not　significantly　different　compared　with　the　level
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in　the　second　and　third　trimesters　of　pregnancy．

However，　the　reason　for　the　decreased　endothelin

concentration　in　the　first　trimester　of　pregnancy

remains　to　be　determined．　As　for　big　endothelin

（38－residue　peptide，　M．　W．4，282．9），　the　concentra－

tion　in　amniotic　fluid　was　remarkably　low

compared　with　that　of　endothelin。　The　sigrlifican－

ce　of　this　difference　in　concentration　between

endothelin　and　big　endothelin　also　remains　to　be

investigated．

　　Recently，　changes　in　the　renin－angiotensin

system，　aldosterone　and　ANP　were　studied　exten－

sively　in　normal　or　toxemic　pregnancies‘・5）．　Renin

is　an　enzyme，　an　endopeptidase，　which　is　synthes－

ized　chiefly　in　the　juxtaglomerular　cells　of　the

afferent　arterioles　of　the　kidneys，　and　renin　pro－

duction　or　renin　liberation　into　the　blood　is

thought　to　be　induced　due　to　major　factors　such　as

hypovolemia　or　constriction　of　the　renal　artery，　a

negative　sodium　balance，　decreased　potassium，

decreased　Ang　and　sympathetic　nerve
stimulation8）．　Renin　acts　upon　a　substrate（an－

giotensinogen）to　form　Ang－1，　an　inactive　decape－

ptide，　through　hydrolysis　at　a　leucyl－leucyl　bond，

and　the　Ang－I　is　rapidly　converted　by　a　converting

enzyme　in　plasma　to　Ang－II，　an　active　octapeptide

which　is　sometimes　converted　to　Ang－III，　the

COOH・terminal　heptapeptide　of　Ang－II　which

stimulates　aldosterone　secretion　but　apParently

has　a　much　shorter　biological　half－life　than　Ang－II

doeslo｝，　by　aminopeptidase，　an　active　heptape－

ptidase．　Ang　is　rapidly　destroyed　by　angioten・

sinases，　Ang－II　inactivators，　which　are　increased

in　pregnancy。　Ang－II　is　not　only　a　potent　pressor

agent　but　also　a　major　physiological　regulator　of

aldosterone　secretion　which　stimulates　the　reab－

sorption　of　sodium　and　the　secretion　of　potassium

in　the　distal　tubules　of　the　kidneys．　Namely，　a

major　role　of　the　renin－angiotensin－aldosterone

system　is　as　a　physiological　regulator　of　periph－

eral　vascular　resistance　due　to　the　direct　action　of

Ang－II　upon　a　peripheral　blood　vessel　or　of

extracellular　fluid　via　aldosterone　secretion．

　　In　this　study，　renin　activity　was　found　to　be

elevated　early　in　pregnancy，　after　which　it

remained　elevated　and　tended　to　decrease　in　the

last　few　weeks　in　the　normal　pregnant　subjects，

the　activity　at　each　stage　of　pregnancy　being

higher　than　that　in　nonpregnant　subjects，　which　is

consistent　with　the　previous　report4）．　The　Ang－I

and　Ang－II　levels　were　also　higher　in　the　third

trimester　of　normal　pregnancy　than　those　in　non－

pregnant　subjects，　being　consistent　with　the　repor－

tof　Talledo　et　al．lo｝．　Why　the　increased　circulat・

ing　renin　and　Ang　in　normal　pregnant　subjects

does　not　usually　induce　hypertension　can　be　ex－

plained　by　the　decreased　peripheral　vascular　sen・

sitivity　to　Ang－II　due　to　the　increased　vascular

resistance　induced　by　the　elevated　basal　level　of

Ang－II　in　plasmai1），　or　the　increased　production　of

prostaglandins　within　the　uterus　or　placentai2），

and　the　increased　level　of　angiotensinaselo）．　In

contrast　to　plasma　renin　activity，　the　plasma

aldosterone　concentration　increased　gradually

with　advancing　gestation，　in　accordance　with　the

previous　reports4・ユ3）．　Aldosterone　is　synthesized　in

the　zona　glomerulosa，　the　outer　zone　of　the

adrenal　gland，　and　stimulated　by　Ang，　especially

Ang－II，　sodium　depletion，　potassium　loading　and

ACTH，　There　seems　to　be　a　discrepancy　between

the　renin　activity（decreasing　tendency）and　aldos－

terone　levels　（increasing　tendency）　in　the　third

trimester　of　normal　pregnancy．　One　explanation

for　this　discrepancy　has　just　been　given；　the

plasma　aldosterone　secretion　rate　might　be

intricately　regulated　by　many　aldosterone－

controlling　factors　such　as　the　response　of　the

zona　glomerulosa，　sodium　depletion，　potassium

loading，　ACTH　and　other　substances．　The　in－

crease　in　aldosterone　secretion　might　serve　to

compensate　for　maintenance　of　a　normal　sodium

balance　to　protect　the　pregnancy　from　a　chronic

sodium　depletion　state14）．

　　ANP　has　potent　natriuretic，　diuretic　and

smooth　muscle　relaxant　properties，　resulting　in

the　increased　excretion　of　sodium　and　water，　and

decreased　blood　pressure，　respectively15）．　Recent－

ly，　changes　in　the　concentration　of　ANP　during

pregnancy　have　been　extensively　studied5・16）．　The

maternal　plasma　concentration　of　ANP　increased

gradually　with　advancing　gestation．　The　levels

were　significantly　higher　than　those　in　non－

pregnant　subjects（40．56±10．10　pg／ml）．　The　in－

crease　in　the　concentration　of　ANP　during　preg一
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nancy　might　be　due　to　the　increase　in　blood

volume，　which　increases　to　about　40－50％above

the　level　in　nonpregnant　women16），　and　the　car－

diac　output　during　pregnancy，　as　the　plasma　con－

centration　of　ANP　increases　with　intravascular

volume　expansion．　According　to　Weidmann　et

aLl7｝，　synthetic　ANP　injection　induced　natriuresis，

adecrease　in　the　plasma　aldosterone　level　and　a

decrease　in　blood　pressure，　indicating　a　possible

interrelationship　between　ANP　and　aldosterone，

although　ANP　secretion　is　probably　little　influen－

ced　by　aldosterone　and　ACTH．

　　Several　vasoconstrictor　hormones，　such　as

Ang－II，　vasopressin　and　noradrenaline，　are　known

to　inhibit　renin　release　by　increasing　the　intracel－

lular　calcium　concentration2）．　In　addition，　Rakugi

et　al．1｝and　Takagi　et　al．is）suggested　that　endoth－

elin　is　an　inhibitory　regulator　of　renin　secretion

from　rat　juxtaglomerular　cells　via　a　calcium

entry　mechanism．　Furthermore，　endothelin　in－

creases　the　total　peripheral　resistance，　atrial　pres・

sure，　left　atrial　pressure　　（an　　increase　　in

ventricular　afterload）and　hematocrit（presum－

ably　caused　by　an　increase　in　the　circulating　red

cell　mass　induced　by　splenic　contraction），　while　it

decreases　the　heart　rate　and　cardiac　output3）．　It

also　increases　the　plasma　levels　of　renin，　aldoster－

one，　vasopressin，　norepinephrine，　epinephrine　and

atriopeptin3｝．　The　increase　in　plasma　renin　activ－

ity　may　be　caused　by　vasoconstriction　of　the　renal

vessels　proximal　to　the　juxtaglomerular　cells，　by

areduction　in　the　amount　of　sodium　reaching　the

macula　densa，　or　by　an　increase　in　circulating

cathecolamines3），　and　changes　in　plasma　aldoster－

one　follow　the　changes　in　plasma　renin　activity

and　may　be　caused　by　them3）．　Although　endoth－

elin　appears　to　be　more　potent　than　other　con－

strictor　peptides　in　vitro　6），　it　possesses　pressor

activity　similar　to　that　of　Ang－II　and　vasopressin

in　conscious　dogs3）．　These　results　suggest　that

endothelin，　renin，　Ang，　aldosterone　and　ANP　are

closely　interrelated　with　each　other　during　preg－

nancy，　as　to　the　control　of　sodium，　potassium　and

blood　pressure，　influencing　the　kidneys　and　sever－

al　endocrine　organs．　In　norma1，　but　not　compli－

cated，　pregnancy　the　plasma　endothelin　concen－

tration　was　significantly　interrelated　with　renin

activity．　However，　the　mechanism　remains　to　be

elucidated．

　　After　delivery，　the　endothelin，　renin，　Ang－1，

Ang－II，　aldosterone　and　ANP　levels　rapidly　de－

creased　and　reached　the　nonpregnant　levels　in　a

similar　way　within　2－3　days，　indicating　that　these

substances　have　a　close　relationship　to　the　utero－

placental　unit　and　maternal　hormonal　changes，

However，　endothelin　showed　no　significant

relationship　to　fetal　sex，　fetal　birth　weight，　um－

bilical　cord　length　or　Apgar　score　at　l　or　5

minutes，　as　well　to　renin　activity，　Ang－1，　Ang－II，

aldosterone　or　ANP．　As　for　toxemic　pregnancy，

the　endothelin　concentration　before　28　weeks　of

pregnancy　was　significantly　higher　than　that　after

29weeks　of　toxemic　pregnancy，　or　on　the　postpar－

tum　day　of　normal　pregnancy，　while　the　level

after　29　weeks　of　toxemic　pregnancy　was　not

significantly　different　from　that　in　the　case　of

normal　pregnancy．　In　one　woman，　with　IgA　ne－

phropathy，　who　had　severe　toxemia　of　pregnancy

and　in　whom　IUFD　occurred　after　24　weeks　of

pregnancy，　the　　endothelin　　concentration

continued　to　be　higher　during　Pregnancy　and　on

the　postpartum　day．　This　may　explain　the　varied

changes　in　the　endothelin　concentration　due　to　the

time　of　appearance　or　the　severity　of　toxemia　of

pregnancy．　However，　the　plasma　endothelin　con－

centration　was　within　normal　range　even　in　the

severe　toxemic　woman，　with　hypertension，

proteinuria　and　generalized　edema，　who　devel・

oped　eclampsia　on　four　occasions　despite　exten－

sive　treatment　with　hydralazine　plus　heparin．　The

plasma　endothelin　concentration　appears　to　be

unrelated　　to　　the　grade　of　blood　　pressure，

proteinuria　or　edema（unpublished　data）、　This

mechanism　also　remains　to　be　elucidated．　In　the

case　of　other－complicated　pregnancies，　such　as

placenta　praevia，　Bantゴs　syndrome，　ITP，　Ha－

shimoto’s　disease，　eclampsia，　twins，　triplets，

hydramnios　and　hydrops　fetalis，　the　concentration

was　not　significantly　different　compared　with

that　in　normal　subjects，　although　the　level　tended

to　somewhat　decrease．　In　contrast，　two　women，

who　lost　much　blood　with　DIC　due　to　uterine

atony　just　after　delivery　or　abruptio　placentae

and　received　massive　blood　transfusions　or　exten・
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sive　drug　therapy，　had　somewhat　higher　levels　of

plasma　endothelin．　Furthermore，　the　endothelin

concentrations　in　the　amniotic　fluid，　umbilical

cord　plasma，　maternal　plasma　at　delivery　or

during　the　postpartum　period　in　complicated　preg－

nancies，　except　for　in　the　three　cases　mentioned

above，　were　similar　to　those　in　normal　subjects．

These　results　suggest　that　the　endothelin　level

may　be　influenced　only　by　limited　special　condi－

tions，　such　as　severe　toxemia　of　some　type　or

massive　blood　loss　which　does　vital　damage　to　the

mother　or　fetus　because　of　its　extraordinarily

strong　action　on　the　vascular　system　or　endocrine

organs．　There　may　exist　two　types（higher　and

normal　types）of　the　plasma　endothelin　concentra－

tions　in　toxemia　of　pregnancy．　These　mechanisms

also　remain　to　be　investigated．　The　results　of　a

study　on　the　mechanism　underlying　the　endothelin

action　may　lead　to　a　better　understanding　of　the

physiology　and　pathology　during　Pregnancy，

delivery　and　the　puerperium．

　　This　work　was　supported　in　part　by　grants

from　the　University　of　Tsukuba　Project　Research，

the　University　of　Tsukuba　Special　Project

Research　on　Metabolism　and　the　Ministry　of

Education，　Science　and　Culture　of　Japan．

References

1）Rakugi，　H．，　Nakamura，　M．，　Saito，　H，，　Higaki，

　　　J，and　Ogihara，　T．：Endothelin　inhibits　renin

　　　release　from　isolated　rat　glomeruli，　Biochem．

　　　Biophys．　Res．　Comm．，155：1244，1988

2）Hackenthal，　E．　and　Taugner，　R．：Hormonal

　　　signals　and　intracellular　messengers　for　renin

　　　secretion，　Mol．　Cell．　EndocrinoL，47：1，1986

3）Goetz，　K．　L，　Wang，　B．　C．，　Madwed，　J．　B．，　Zhu，

　　　J．L．　and　Leadley，　R．　J．　Jr．；Cardiovascular，

　　　renal，　and　endocrine　responses　to　intravenous

　　　endothelin　in　conscious　dogs，　Am．　J．　PhysioL

　　　255（Regulaory　Integrative　Comp．　Physiol．24）：

　　　R1064，1988

4）Takahashi，　T．，　Furuhashi，　N，　Tanaka，　N．，

　　　Hikita，　M．　and　Suzuki，　M．；Toxemia　and

　　　renin－angiotensin－aldosterone　system，　Sanka－

　　　Fujinka，50：1811，1983（in　Japanese）

5）Miyamoto，　S．，　Shimokawa，　H．，　Sumioki，　H．and

　　　Nakano，　H，：Physiologic　role　of　endogenous

　　　human　atrial　natriuretic　peptide　in　pree－

　　　clamptic　pregnancies，　Am．　J．　Obstet．　GynecoL，

　　　160：155，1989

6）Usuki，　S．，　Saitoh，　T。，　Sawamura，　T．，　Suzuki，　N．，

　　　Shigemitsu，　S．，　Yanagisawa，　M．，　Goto，　K．，

　　　Onda，　H．，　Fujino，　M．　and　Masaki，　T．：Increased

　　　maternal　plasma　concentration　of　endothelin・1

　　　during　labor　pain　or　on　delivery　and　the　exis－

　　　tence　of　a　large　amount　of　endothelin－1　in

　　　amniotic　fluid，　Gynecol．　EndocrinoL，4：85，1990

7＞Ustlki，　S．：Effects　of　follicle－stimulating　hor－

　　　mone　and　estrogen　on　the　regulation　of　ovarian

　　　renin　production．　In　Frontiers　in　Reproduction

　　　Research．（ed．　National　Institute　of　Health），　in

　　　press，　VCH　Publishers，　New　York，1990

8）Davis，　J．0．　and　Freeman，　R．　H．：Mechanisms

　　　regulating　renin　release，　Physio1．　Rev．，56：1，

　　　1976

9）Peach，　M．　J．：Renin－angiotensin　system：bio・

　　　chemistry　and　mechanisms　of　action，　Physiol．

　　　Rev．，57；313，1977

10）Talledo，0．　E：Renin－angiotensin　system　in

　　　normal　and　toxemic　pregnancies．　IV．　Inactiva－

　　　tion　of　angiotensin　in　toxemic　pregnancy，　Am．

　　　J．Obstet．　Gynec．，101：254，1968

11）Gant，　N．　F．，　Daley，　G．　L，　Chand，　S，，　Whalley，　P．

　　　1．and　MacDonald，　P，　C．：Astudy　of　angiotensin

　　　II　pressor　response　throughout　primigravid

　　　pregnancy，　J．　Clin．　Invest．，52：2682，1974

12）Everett，　R．　B，，　Worley，　R．　J．，　MacDonald，　P．　C．

　　　and　Gant，　N．　R：Effects　of　prQstaglandin

　　　synthetase　inhibitors　on　pressor　response　to

　　　angiotensin　II　in　human　pregnancy，　J，　Clin．

　　　Endocrinol．　Metab．，46：1007，1978

13）Pedersen，　E．　B．，　Christensen，　N．　J．，　Christensen，

　　　P．，JQhannesen，　P、，　Kornerup，　H．　J，，　Kristensen，

　　　S．，Lauritsen，　J．　G．，　Leyssac，　P．　P．，　Rasmussen，

　　　A．and　Wohlert，　M．：Urinary　prostaglandin

　　　excretion，　the　renin－aldosterone　system，　and

　　　circulating　catecholamines　in　preeclampsia，

　　　Hypertension，5：105，1983

14）Ehrlich，　E．　N，：Heparinoid・induced　inhibition　of

　　　aldosterone　secretion　in　pregnant　women．　The

　　　role　of　augmented　aldosterone　secretion　in

　　　sodium　conservation　during　normal　pregnancy，

　　　Am．　J、　Obstet．　GynecoL，109；963，1971

15）Gracia，　R．，　Tibaualt，　G．，　Cantin，　M．　and　Genest，

　　　J．；Effect　of　purified　atrial　natriuretic　factor　on

　　　rat　and　rabbit　vascular　strips　and　vascular

　　　beds，　Am．　J．　Physiol．247：R34，1984

16）Hays，　P．　M，　Cruikenhank，　D．　P．　and　Dunn，　L．

　　　J．：Plasma　volume　determination　in　normal　and

　　　preeclamptic　pregnancy，　Am．　J．　Obstet．

　　　Gynecol．，151：958，1985

17）Weidmann，　P．，　Hellmueller，　B．，　Uehlinger，　D．　E．，

　　　Lang，　R．　E，　Gnaedinger，　M．　P．，　Hasler，　L，

　　　Shaw，　S．　and　Bachmann，　C．：Plasma　levels　and

　　　cardiovascular，　endocrine，　and　excretory　ef・

　　　fects　of　atrial　natriuretic　peptide　during　differ一



平成3年1月1日 S．USUKI　et　al．

　　ent　sodium　intake　in　man，　J．　Clin．　Endocrinol．

　　Metab．，62：1027，1986

18）Takagi，　M．，　Matsuoka，　H．，　Atarashi，　K．　and

　　Yagi，　S．；Endothelin：Anew　inhibitor　of　renin

　　release，　Biochem．　Biophys．　Res．　Comm．，157：

　　1164，1988

妊娠とendothelin－renin・angiotensin－

　aldosterone・ANP　systemについて

筑波大学臨床医学系産科婦人科

　　臼杵　想　窪田早百合

　　市川喜仁　岡根真入

　正常妊娠及び産褥の母体血中，羊水，膀帯血中ない

し尿中のendothelin－1（ET＞濃度をsandwich－enzyme

immunoassay法にて測定し，　renin－angiotensin．

aldosterone・ANP濃度と比較した．同時に妊娠合併症

（27）27

のET値についても検討を加えた．妊娠中の母体血中

ET値は，正常婦人に比べて，初期で下降し，中期に増

加し以後プラトーな値を示した．妊娠中期ないし後期

のET値は初期の値に比べ有意（P〈e．Ol）に増加し

た．また，陣痛時のET値は非陣痛時のものに比べ，

有意（P〈0．02）な増加を示した．羊水中のET値は

母体血中ないし膀帯血中のET値に比べ著しく高く
（P〈O．OO1），騰帯血中のET値も母体血中に比べ有意

（P＜0．01）に高かった．また，膀帯静脈血中のET値

は，動脈血中のものに比べ高い傾向にあった，分娩終

了後のET値は産褥1日目より下降した．母体血，羊

水ないし膀帯血中のET値のいずれも児の体重，性差，

胎盤重量，膀帯長ないしApgar　scoreと相関しなかっ

た．妊娠中の母体血中ET値はrenin活性と，産褥i中の

ET値はrenin，　angiotensin，　aldosterone及びANP

濃度と相関したが，他での相関は認められなかった．

合併症妊娠では母児の生命に重篤な危険を及ぼした特

殊例を除いて，ET値は正常域にあった．

　　　　　　　　　　　　（受付：1989年8月31日）



H本不妊学会雑記、
第36巻　 第1　号　　1991

多嚢胞卯巣症候群の内分泌学的および

超音波形態学的診断の有用性に関する研究

Studies　on　Endocrinological　and　Ultrasonographic　Diagnosis

　　　　　　　　　for　Polycystic　Ovary　Syndrome

島根医科大学医学部産科婦人科学教室

　　　（主任：北尾　学教授）

　　　西　垣　　　新

　　　Arata　NISHIGAKI

　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Shimane　Medical　University，　Izumo　693，　Japan

　　　　（Director：Prof．　Manabu　Kitao）

　今回，当科不妊・内分泌外来を受診した患者552名を対象とし，超音波学的に両側卵巣が多嚢胞卵

巣（PCO）であるPCO群（79名）と，両側卵巣にPCOが認められず正常月経周期を有するcontrol

群（115名）に分類し，次にPCO群を正常月経周期を有するRM－PCO群（23名）と異常月経周期で

あるIM－PCO群（56名）に分け、　PCOSの内分泌学的診断基準の設定と超音波検査によるPCOの形

態について検討し，以下の結果を得た．

1）PCO群は552名中79名，14．3％に認められ，超音波学的にgeneral　cystic　pattern（GCP）と

peripheral　cystic　pattern（PCP＞に分けると，　GCPが32．9％，　PCPが67．1％に認められた．2）

PCO群の卵巣面積はcontrol群に比べて有意に大きかった．3）内分泌学的にはPCO群のLH，　LH／

FSH比，　E　l，　E，／E2比，およびtestosteroneはcontro1群に比べて有意に高い値であった．そして

LH，　E　1，　E　1／E2比はIM－PCO群がRM－PCO群に比べて有意に高値であった．4）臨床症状で男化

徴候，肥満傾向の占める割合は共にIM－PCO群がRM－PCO群に比べて有意に高い割合であった．5）

当科のPCOSの内分泌学的診断基準を①血中LH≧25　mIU／mlあるいはLH／FSH比≧2．5②血中

E，≧80pg／mlあるいはEl／E，比≧2．1③血中testosterone≧1．10　ng／mlと設定すると，PCO群では

control群に比べて診断基準を満たす割合が高かった．またRM－PCO群とIM－PCO群を比べると，

IM－PCO群が診断基準を満たす割合は高かった．6）超音波学的に分類してみると，　androstenedione

の異常値を示す割合はGCPがPCPに比べて有意に高かった．以Eのことより月経異常あるいは不妊

症患者でPCOを超音波学的にチェックすることはPCOSの診断に非常に有効であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．Fertil．　SteriL．36（D，28　34，1991）

緒　　言

　1935年にStein　and　Leventhali）が両但ll卵巣腫大と

無月経ないしは稀発月経、不妊，多毛および男化徴

候を有する7症例を報告して以来，多嚢胞卵巣症候

群（Polycystic　ovary　syndrome，　PCOS）の典型例

はStein↓eventhal　syndromeと呼ばれてきた．しか

しこのような典型例は日本では稀で，現在ではPCOS

は一連のspectrumをもった疾患であろうと理解され

ており，不妊症患者の中でも日常よく認められる疾

患である．しかし，内分泌学的にはいまだ明確な診

断基準は定まっておらず，各施設でまちまちの診断

基準を用いているのが現状であり，形態学的に卵巣

の組織学的所見を得ることなく最終診断がなされる
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ことも多い．

　近年，超音波装置の進歩により多嚢胞卵巣
（polycystic　ovary，　PCO）の診断が容易に行われる

ようになってきている2－9）．今回，当科不妊・内分泌

外来を受診した患者を対象とし，PCOSの内分泌学

的診断基準の設定と超音波検査によるPCOの形態に

ついて検討したので報告する．

研究対象及び方法

　島根医科大学医学部附属病院産科婦人科不妊・内

分泌外来を受診した552名を対象とし，超音波断層

検査と内分泌検査を施行した．超音波断層検査と内

分泌検査は月経周期を有する場合は月経期または卵

胞期初期に，無月経の場合は随時full　bladder　te－

quniqueを用いて施行した．使用した超音波診断装置

はSonovista　PH，　Sonovista　SLおよびAloka　SSD－

650である．超音波学的に2－一　15　mmの嚢胞を10個

以上包含している卵巣をPCOと定義1°）し，両側卵巣

がPCOであるものをPCO群（79名）とし，両側卵

巣にPCOが認められず正常月経周期を有する群を

control群（115名）とした．

　まず超音波学的な卵巣の断面積（3／4・π・ab，

西垣 （29）29

a：長径，b：短径）および内分泌学的検査値をPCO

群とcontro1群で比較検討し，次にPCO群を正常月

経周期を有する群（regular　menstrual　PCO群：

RM－PCO群，23名）と異常月経周期を有する群

（irregular　menstrua1　PCO群：IM－PCO群，56名）

の2群に分類し，同様に超音波による卵巣断面積の

比較およびMatsunaga　et　aL5〕の提唱する2種類の

多嚢胞卵巣〔①卵巣内全体にmicrocystの認められ

るgeneral　cystic　pattern（GCP，図1），②卵巣辺

縁にのみmicrocystの認められるperipheral　cystic

pattern（PCP，図2）〕において内分泌学的に比較検

討した．なお，測定した内分泌検査はluteinizing

hormone　（LH），　follicle　stimulating　hormone

（FSH），　prolactin（PRL），　estrone　（E1），　estradiol－

17β（E2），　testosterone（T），　androstenedione

（ASD），およびdehydroepiandrosterone－sulfate

（DHEA－S）であり，　LHはLHキット「第一」，　FSH

はFSHキット「第一」（両者共WHO　2nd　Inter－

national　Reference　Preparation－Human
Menopausal　Gonadotropinを使用），PRLは第一プ

ロラクチンキットII，E1は非妊婦よりSRL社が自家

調整したもの，E2は第一RIのE2RIAキット，Tは

図1　general　cystic　patternの超音波断層図
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テストステロン栄研キット，ASDはバクスター社，

アンドロステンジオンテストセット，DHEA－Sはバ

クスター社DHEA一サルフェートテストセットで測定

した．また肥満度はbody　mass　indexll）を使用した．

統計学的な有意差検定はStudent’s　t－testを用いた．

研究結果

　1）PCO群は552名中79名（14．3％）に認めら

れた．またPCO群のうちGCPが26例（32．9％），

PCPが53例（67．1％）に認められた．

　2）PCO群の卵巣断面積

　卵巣断面積はPCO群で平均578±193　mm2
（mean±S．　D．）であり，　contro1群（432±178　mm2）

に比べて有意に（P＜O．05）高値であった．次に

RM－PCO群とIM－PCO群で比較してみると，　RM－

PCO群は477±113　mm2で，　IM－PCO群は614±202

Mm2であり，統計学的に超音波による形態別の卵巣

断面積には有意差は認められなかった．

　3）PCO群の内分泌学的検査値

　表1に示すように，PCO群のLH値は平均31．2±
13．4mIU／m1であり，　control群di　16．8±5．3mIU／

mlに比較して有意に（P＜0．001）高値であった，ま
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たLH／FSH比，　E、，　E　1／E，比，　T値も同様にPCO

群がcontrol群に比べて有意に（P〈0．001）高値で

あった．

　4）PCO群における内分泌学的検査値の比較

　PCO群においてRM・PCO群とIM－PCO群とで比
較してみると，LH，　E　l，　E　1／E2比はIM－PCO群

がRM・PCO群より有意に高値を示した（表2，3）。

　5）PCO群における臨床症状および超音波学的分

類の比較

　表4に示すように，IM－PCO群の方がRM－PCO群

表l　PCO群およびcontrol群の内分泌検査値

PCO群 control君羊

LH（mlU／ml）

FSH（mIU／ml）

LH／FSH比
　EI（P9／ml）

　E2（P9／ml）

　El／E2比

　T（ng／ml）

31．2　：ヒ13．4a

10．7　±　3．6

2．98±　 1．15b

76．3　±33．4c

46．1　±26．6

1．99±　 1．07d

1．14ニヒ　O．40e

16．8　±　5．3a＊

10．3　＋　4．4

L75±　 0．50b寒

49．2　±18．7c＊

41．9　±16．1

1．28：ヒ　0．54d＊

0．68±　　0．27e＊

a－a＊ ，b－b＊，　c－c＊，　d－d＊，　e－e＊：p＜0．OO1

図2　peripheral　cystic　patternの超音波断層図
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表2　PCO群における下垂体ホルモン値の比較

LH（mIU／ml） FSH（mIU／ml） LH／FSH比 PRL（ng／ml）

RM－PCO群
IM－PCO群

23．7±10．8a

34．2±13．la＊

9．2±1．7

11，3土4．0

2．57±1．09

3．14±1．13

19．6：ヒ　9．1

18．8：ヒ14．3

a－a＊’ P＜0．Ol

表3　PCO’群におけるステロイドホルモン値の比較

E1（P9／m1） E2（P9／ml） El／E2比 T（ng／ml）　ASD（ng／ml）　DHEA・S（ng／m1）

RM－PCO群　　58．5±29．2a　46．5±27．8

1M－PCO群　82，7±32、5a＊　45．9±26．1

1．51±0．83b　　　　1．06±O．37

2．16±1．10b＊　　　1．18±0．37

1．69±0．59

2．14±1．25

2，740±1，210

2，870±1，710

a－a＊ ，b・b＊：p〈0．05

表4　PCO群における臨床症状および
　　　超音波学的分類の比較

臨床症状 超音波学的分類

男性化徴候　肥満傾向　　GCP　　PCP

　（％）　　（％）　　（％）　　（％）

RM・PCO群　　8．7a　　4。3b　　26ユ

IM－PCO群　30．4a＊　23．2b＊　35．7

73．9

64．3

a－a＊ ，b－b＊：p〈0．05

表5　当科におけるPCOS内分泌学的診断基準の設定

1）血中LH≧25mIU／mlあるいはLH／FSH比≧2．5

2）血中E1≧80pg／mlあるいはE1／E2比≧2．1

3）血中　T≧1、10ng／ml

に比べて男化徴候，肥満傾向共に有意に（P〈0．05）

高い割合であった．しかし超音波学的に2つのpattern

（GCP，　PCP）に分けた場合，それぞれの群のGCP，

PCPの占める割合に大きな差は認められなかった．

　6）PCOSの内分泌学的診断基準の設定
　control群の血中LH，　LH／FSH比，　E　1，　E　1／E、

比，Tの値よりmean＋3／2・S．　D．を求めると，

それぞれ24．8mIU／ml，2．5，77，3pg／ml，2．1，

1．09ng／mlとなるので，①gonadotropin分泌異常

としてLH≧25　mIU／ml，あるいはLH／FSH比≧

2．5，②estrogen産生異常としてEI≧80　pg／ml，あ

るいはE1／E2比≧2．1，③androgen産生異常とし

てT≧1．10ng／m1の3項目を当科のPCOSの内分泌

学的診断基準と設定した（表5）．

　7）PCO群およびcontrol群におげるPCOSの内

分泌学的診断基準について

　設定したPCOSの内分泌学的診断基準を用いて

PCO群およびcontrol群で比較してみると，表6に

示すように，全てにおいてPCO群とcontrol群とで

有意差を認めるものの，1項目以上を満たすものは

PCO群で87．3％と高率であったが，　control群でも

26．1％を占めていた．逆に3項目すべてを満たす割

合はPCO群で34．2％と低いが，　contro1群では0％

であった．次にPCO群の中でRM－PCO群とIM－PCO

群で比較してみると，3項目すべてを満たすのはIM－

PCO群は42．9％であり，RM－PCO群の13．0％に比

べて有意に高い値であった．

　8）内分泌が異常値を示す割合

　PCOSの内分泌学的診断項目以外の内分泌検査で

あるPRL，　ASD，　DHEA・Sについて検討してみると，

全て異常値を示す率はGCPが高く，特にASDは統

表6　PCO群およびcontrol群におけるPCOSの内分泌学的診断基準を満たす割合（％）

PCOSの内分泌学的診断基準 PCO群 RM－PCO群 IM．PCO群 control群

1項目以上

2項目以上

3項目すべて

87．3a

60．8h

34．2c

69．6a＊

34．8b＊

13．Oc＊

94．6a＊＊

71．4b＊＊

42．9c＊＊

26．1a＊＊＊

1．7b＊＊＊

Oe＊＊＊

a－a＊＊＊ ，a＊－a＊＊＊ ，　a＊＊－a’＊＊，　b－bホ＊＊，　b＊－b＊＊＊，　b＊＊－b＊＊＊，　c－c＊＊＊，　c＊－c＊＊＊，　c＊＊－c＊＊＊：p〈0．001

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a＊－a＊＊：P＜0．Ol

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a。a＊，　b－b＊，　b＊－b＊＊，　c＊－c＊＊：p＜0．05



32（32） 多嚢胞卵巣症候群の内分泌学的，超音波形態学的診断

表7．PCO群における内分泌値の異常植を示す率（％）

　PRL　　　　　ASD　　　　DHEA－S
（正常25ng／酩以下）　（正常2．4ng／me以下）　（正常3000ng／mE以F）

日不妊会誌　36巻1号

GCP
PCP

19．2

17．7

50．OtL

17．Od＊

38．2

37．7

a－a＊：P＜0．01

計学的にもPCPよりも高率であった（表7）．

考　　察

　PCOSは無排卵の一型であるが，その診断基準，

概念には統一見解がなく，その治療法も統一されて

いないのが現状である．1935年Stein　and　Leventha11

が両側卵巣の多嚢胞性腫大に月経異常，不妊，男性

型多毛，肥満などの症状を随伴することを報告し，

そして症候群としての概念の確立がなされた．しか

し，日本女性では多嚢胞性変化を伴う卵巣に男性化

徴候を合併する頻度は6．9％と少なく12），森13）は，本

邦では形態上多嚢胞が認められ無排卵にもとつく月

経異常，肥満および男化徴候を3つの基本徴候と考

え，男化徴候のあるもののみをStein－Leventhal症候

群と呼ぶべきであるとしている．さらに，森14）は内分

泌学的には潜在性の卵巣性hyperandrogenemiaの

あるものをPCOSと呼ぶべきであり，逆に卵巣腫大

があってもandrogen過剰の証明されていないものは

本症例に入れるべきではないと提唱している．

　このようにPCOSの診断基準はいまだ確定してお

らず，卵巣の病理組織学的所見においてのみ診断が

確定するのであるが，PCOSが疑われる症例全てに

腹腔鏡あるいは開腹手術を行うことは不可能に近い．

しかし，近年，超音波断層法の発達により，短時間

で無侵襲な診断法が各臓器で行われるようになって

きており，PCOの診断がより容易になってきている2～9｝．

　そこで今回，当科不妊・内分泌外来を受診した患

者552名に超音波断層法を施行し，PCOの有無で内

分泌学的な検討を加えてみると，不妊症患者の全体

の14．3％にPCOが認められた．これはParisi　et　aL7）

が月経異常を有する不妊の患者の12．8％がPCOで

あったとする報告と類似している．一方，超音波法

によるPCOの形態に関する報告は，　Venturoli　et　aL9）

やOrsini　et　aL6）らの研究があるが，ともに正常例に

比べPCO症例では卵巣体積が約2倍に増大している

と報告している．

　本研究では同時に超音波装置を使用し，卵巣の断

面積を比較したところ，PCO群の卵巣は正常大のも

のもあるが，平均すると正常なものよりも約1．5倍

腫大していた．PCOSの内分泌学的動態については

gonadotropin分泌異常，性steroid分泌異常が一般

に認められるとされている．gonadotropin分泌異常

に関してはLHとFSHの分泌解離現象が基本にあ

り，LH－RHによってこの解離が増幅されることが特

徴である13｝．その分泌解離現象の程度については種々

の報告があり，LH／FSH比が2．5以上ユ5），3．0以上16）

と報告されている．また性steroid分泌異常に関して

はTとASDがPCOSで有意に高く，副腎性an－
drogenであるDHEA－Sも高い症例がかなり含まれ

ていると報告されている14）．Tに関しては血中で1．O

ng／ml以上であれば高値とすると森13は報告している．

また，一般にPCOSではASDの末梢の転換によって

産生されるE1の増加およびEl／E2比の上昇が指摘
されている14）．

　以上のことと，当科を訪れた不妊・内分泌外来患

者のcontrol群における内分泌学的平均値を考慮し，

当科ではPCOSの内分泌学的診断基準を設定した（表

5）．そして，当科におけるPCOSの内分泌学的診断

基準の3項目すべてを満たす例はPCO群では342％

であり，control群では認められなかった．また逆に

内分泌学的PCOSのうち全例形態学的に超音波で

PCOSが認められた．形態学的なPCOはPCOSに限
らず正常卵巣の一部にも観察され，また種々の内分

泌疾患においても認められるが，今回の結果よりPCOS

の診断において，超音波診断による形態学的なPCO

の検索は非常に有用な検査方法であると推定された．

　次に，PCO群を正常月経周期を有する群（RM－PCO

群）と，そうでない群（IM・PCO群）に分け，内分

泌学的および臨床症状で比較してみると，内分泌学

的には今回設定したPCOSの内分泌学的診断基準の

3項目すべてを満たす症例は，IM・PCOで42．9％と，

RM－PCO群に上ヒベて高い値であった．そして臨床症

状においても肥満度，男化徴候ともにIM－PCO群が

有意に高い割合であった，また，PCOSの超音波断

層像の研究では，Parisi　et　aL8）はPCOS患者26例

の超音波断層所見として3つのタイプに分類してい

る．すなわち，①卵巣が同じ大きさの多数のsmall　cyst

で占められているもの，②predominant　cystを特徴

とするもの，③卵巣が平行線に沿って区切られてい

るタイプである．今回のMatsunage　et　aL5）による分

類では，GCPが①，　PCPが③に相当するものと思わ

れる．また，Hann　et　aL4）はPCOSの中で29％が正

常大の卵巣、71％は両側卵巣が腫大していて，後者

では超音波学的にばらばらに嚢胞が存在するタイプ，

hypoechoicで直径1cm以下の小嚢胞が認められる

タイプ，hypoechoicで直径1cm以上の単嚢胞が認
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められるタイプの3つに分類し，20例中15例に卵巣

の腫大が認められ，臨床症状，内分泌学的なデータ

との関連性については，卵巣が腫大した群では血中

PRL，　T，　DHEA－Sの高値が認められ，肥満，無月

経，多毛が高率であり，逆に正常大の卵巣の群では

LH／FSH比の上昇，血中ASD，　E　lの高値と稀発月

経が高率に認められたと報告している，

　予後との関係では河野ら2）はPCOSを4つに分類

（1型：内部を淡いhomogenous　echoが満たしてい

るもの，II。型：1型の卵巣内に小嚢胞が散在してい

るもので卵胞径が3～5mmで輪郭がやや不鮮明な

もの，IIb型：1型の卵巣内に小嚢胞が散在している

もので輪郭が比較的鮮明で大きさも5～7mmあり

卵巣髄質の部分がhigh　echogenicになっているもの，

llI型二中央部分がhigh　echogenicとなり卵巣被膜も

厚く被膜下に3～7mm大の卵胞が規則正しく配列

しているもの）し，1型およびII　a型はclomiphene

療法にて排卵誘発効果を望めるが，II　b型およびIII

型は効果が期待できす，速やかに手術療法あるいは

他の薬物療法を開始することが有効であると述べて

いる．

　今回の検討ではMatsunaga　et　aL5）が提唱する

GCPとPCPに分け，内分泌学的に比較検討したが，

今回設定したPCOSの内分泌学的診断基準を占める

割合は両者間で大きな差はみられなかった。しかし，

ASDはGCP群でPCP群に比べて異常値を示す率が

有意に高く，DHEA－Sは大きな差は認めなかった．

DHEA－Sの90％以上が副腎由来であり，ASDは主

要な卵巣性アンドロゲンであること14）を考えると，2

つのpatternで副腎由来か卵巣由来かでPCOSの成

因が異なるのではないかと思われる．このことは武

谷ら17）がPCOSをアンドロゲンの分泌臓器により卵

巣型と副腎型に分類し，卯巣型ではbromopcriptine

により，副腎型ではclomiphene＋prednisoloneによ

り高率に排卵が得られたと報告しており，PCOSの

病態分析に関係していると思われる．

　以上のことより月経異常あるいは不妊症患者の

PCOを超音波的にチェックすることはPCOSの診断

に非常に有効であり，またそのパターン分析により，

その病態分析，治療法を考慮するうえで非常に有用

となると推察される．

　稿を終えるにあたり，御指導，御校閲を賜った島

根医科大学医学部産科婦人科学教室北尾　学教授に

深甚なる謝意を表するとともに，御指導，御助言を

頂いた同教室高橋健太郎講師および吉野和男博十に

御礼申し上げます．

　なお本論文の要旨は第8回国際内分泌学会（於京

西垣

都，1988年）において発表した．
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and　ultrasonographic　diagnosis

for　polycystic　ovary　syndrome

Arata　Nishigaki

　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Shimane　Medical　University，　Izumo　693，　Japan

　　　　　　（Director：Prof．　Manabu　Kitao）

　　In　the　present　sutdy，　I　have　compared　the

ultrasound　results　of　552　women　who　were
examined　at　our　outpatient　infertility　and　endo－

crine　clinic．　The　79　cases　with　bilateral　PCO　were

compared　with　ll5　control　subjects　without　PCO　on

either　side　and　with　regular　menstrual　cycles．

Moreover，　the　PCO　subjects　were　subdivided　into

those　with　regular　menstrual　cycles（RM－PCO
group，23　women）and　those　with　irregular　cycles

（IM－PCO　group，56　women）．　Study　was　then　made

of　the　PCO　on　the　bases　of　ultrasound　examination

and　the　endocrinological　diagnostic　criteria　for
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PCOS．

　　The　following　results　were　obtained：（i）PCO　was

identified　in　79　of　the　552　women（14．3％）．　When　the

79cases　were　classified　ultrasonographically　as

general　cystic　pattern（GCP）or　peripheral　cystic

pattern（PCP），　it　was　found　that　32．9％were　GCP

and　67，1％were　PCP．（ii）The　ovarian　areal　mea．

sure　was　significantly　Iarger　in　the　PCO　group　than

in　the　control　group．（iii）The　PCO　group　had

significantly　higher　LH，　LH／FSH　ratio，　E，，　E1／E、

ratio，　and　testosterone　Ievels　than　the　controls．

Moreover，　the　LH，　E，，　and　El／E2　ratio　Ievels　were

significantly　higher　in　the　IM・PCO　group　than　in

the　RM・PCO　group．（iv）Among　clinical　symptoms，

masculinization　and　a　tendency　toward　obesity

were　significantly　greater　in　the　IM・PCO　than　in

the　RM－PCO　group．（v）Using　our　endocrinological

diagnostic　criteria　for　PCOS　［i．　e．，（1）blood　LH≧

25mIU／ml　or　LH／FSH　ratio≧2，5；（2）blood　El≧

80pg／ml　or　E1／E2　ratio≧2．1；and（3）blood　testoster．

one≧1．10　ng／ml］，the　percentage　of　PCO　women

meeting　the　diagnostic　criteria　for　PCOS　was

greater　than　that　of　the　controls．　Moreover，　a

greater　percentage　of　IM－PCO　women　met　the
criteria　than　the　RM－PCO　women．（vl）With　regard

to　the　ultrasound　classification，　the　percentage

showing　abnormally　high　androstenedione　values

was　greater　in　the　GCP　than　in　the　PCP　group．

　　From　the　above　results，　I　conclude　that　ultrasono－

graphic　checking　of　PCO　among　infertile　women　or

those　with　menstrual　irregularities　is　extremely

effective　for　diagnosis　of　PCOS．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年6月25日特掲〉



ll本不妊学会雑誌
第36巻・　策1　レ」・　　1991

低用量経口避妊薬Org5187の第1相試験
　　　　　　　　（薬物動態学的検討）

Clinical　Pharmacokinetic　Study　of　Org5187

　　　as　a　Low－dose　Oral　Contraceptive．

　　　　　　　　　　　　東京大学医学部附属病院産婦人科

水野正彦＊　桑原慶紀＊＊　武谷雄二＊＊
Masahiko　MIZUNO　Yoshinori　KUWABARA　Yuji　TAKETANI

　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Tokyo　University，

　　　　　　　　　　　　　　School　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　東北大学医学部附属病院産婦人科

　矢嶋　聰＊　星合　昊＊＊　深谷孝夫
　Akira　YAZIMA　　　Hiroshi　HOSHIAI　　Takao　FUKAYA
　　　　　　　　　　　　　　石　川　元　春

　　　　　　　　　　　　　Motoharu　ISHIKAWA

　　　　　　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　　　　Tohoku　University，　School　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　帝京大学医学部附属病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　小林拓郎＊

　　　　　　　　　　　　　Takuro　KOBAYASHI

　　　　　　　　Dipartment　of　obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　　　　Teikyo　University，　School　of　Medicene

　　　　　　　　　　　慶応義塾大学医学部附属病院産婦人科

飯塚理八＊’）　田辺清男＊＊　泉　康史
　Rihachi　IIZUKA　　　Kiyoo　TANABE　　　　Yasusi　IZUMI

　　　　　　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　　　　　Keio　University，　School　of　Medicine

　　　　　　　　　　　日本大学医学部附属板橋病院産婦人科

　　　　　　　高木繁夫＊2）　津端捷夫
　　　　　　　　Shigeo　TAKAGI　　　Katsuo　TSUBATA

　　　　　　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　　　　Nihon　University，　School　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　新潟大学医学部附属病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　竹　内　正　七

　　　　　　　　　　　　　Shoshichi　TAKEUCHI



36（36） Org5187の薬物動態学的検討 日不妊会誌　36巻1号

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Niigata　University，　School　of　Medicine

＊　世話入

＊＊幹事

1）現：クリニック飯塚アロダクション・アカデミー

2＞現：卜1本大学総合科学研究所

3）現：帝京大学医学部附属病院産婦入科

　1錠中にdesogestrel　l50μgとethinylestradiol　30　ptgを含有するOrg5187を健常女性17例（単回

投与8例，連続投与9例）に投与し，3－Keto－desogestrel及びethinylestradio1の薬物動態並びに安全

性を検討した．

　3－Keto－desogestrelの単回投与時のTmaxは1．8±O．7　hourで，　Cmaxは3．39±1．36　pinol／ml，　T

1／2（β）は19．1±13．Ohour，　AUCは28．6±22．9pmol・h／mlであり，連続投与時のTmaxは1．2＋

O　．　6　hour，　Cmaxは12．12±5．49　pmo1／m1，　T　l／2（β）は22．0±9．6hour，　AUCは97．2±36．8pmol・

h／mlであった．

　Ethinylestradio1の単回投与時のTmaxは1．69＋O．96　hour，　CmaxはO．638±0205　pmol／m1，　T

1／2（β）は20．0±12．3hour，　AUCは7．0±4．12　pmo1・h／mlであり，連続投与時のTmaxは1．11±

0．55hour，　Cmaxは1．180±0．315pmol／ml，　T　1／2（β）は23．7±8．8　hour，　AUCは11．7±3．3pmo1・

h／mlであった．

　3－Keto－desogestrel及びethinylestradiolはともに，投与後15日目にはほぼ定常状態に達した．

　日本人とヨーロッパ人の血中薬物動態パラメーターには3－keto－desogestrel，　ethinylestradiolとも

に人種差は認められなかった．

　連続投与中の不正出血はみられず，また投与を中止しなければならない副作用は認められなかった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J、Fertild　Steril．，36（1），35－48，1991）

1．はじめに

　大量の黄体ホルモン・卵胞ホルモンが妊娠時に分

泌され，それにより排卵が抑制される現象に基づい

て1955年に，　Pincusは体外からの黄体ホルモン投与

による新しい避妊法を提唱し研究が進められた．ま

た黄体ホルモンの合成法も確立され，経口避妊薬（以

下ピル）の開発がなされるようになった．Garciaは，

プエルトリコでの多数例での長期にわたる臨床試験

の結果を初めて報告し，それらの結果に基づいて，

米国FDAは1960年にピルの発売を許可した．それ

以来，諸外国においてピルは受胎調節法の一つとし

て今日広く普及している．

　我が国では，かつて臨床試験も行なわれたが，副

作用のおそれ等の理由で承認されるには至らなかっ

た．その後諸外国において，安全性の向．ヒを目的と

して更に研究が進められ，新しい黄体ホルモンの合

成や，ホルモン含量を極力減らした，いわゆる低用

量ピルが開発され，従来のピルに比べ副作用が少な

いことが明らかになった．また，retrospectiveな研

究から，逆にピルを服用することにより卵巣癌，子

宮内膜癌等の発生が減少するとの利点もあることが

分かってきており，現在世界中で6，000万人以上の

女性が使用していると推定される．

　このような経緯をふまえ，厚生省による「経口避

妊薬の医学的評価に関する研究班」が組織され，国

内外の報告をもとにピルの。P価がなされた1）．それに

CH：s
1

CH2

　0H
　　－－C≡CH

OH
－－

C　Eiii　C　H

エチニルエストラジオール

Org5187　：　1蚕定中

　　　　デソゲストレルO．15mg
　　　　エチニルエストラジオール0．03mg含有

図1　Desogestrelおよびethinylestradiolの構造式
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基づいて，我が国でも低用量ピルの有用性の臨床評

価のためのガイドライン『経口避妊薬の臨床評価方

法に関するガイドライン』2）が作成され，ピル開発へ

の方向に動きだした．

　Org5187は，オランダ・オルガノン社の開発した

新しい合成黄体ホルモンであるdesogestrel　O．15　mg

と，合成卵胞ホルモンであるethinylestradio10．03　mg

を含有する製剤である．Desogestrelは図1に示すよ

うに，3位に酸素原子を欠き，11位にメチレン基，

13位にエチル基を有する新しい黄体ホルモンである．

Desogestrelは服用後速やかに代謝され，その代謝物

である3－keto－desogestrelが主活性物質である．

Org5187は，その薬理学的作用の特性からヨーロッ

パを初め世界37力国において経口避妊薬として，既

に10年以上にわたって使用されている．

　今回，前述のガイドラインに基づき，第1相臨床

試験のうち，薬物動態学について単回投与時および

連続（1周期）投与時の3－keto・desogestrelおよび

ethinylestradiolの血中濃度を測定して検討を行なっ

た．なお，連続投与時の血中濃度と単回投与時の成

績によるシミュレーションパターンとの比較や，ヨ

ー ロッパ人の結果とも比較検討したので報告する．

II．試験方法

1．対象

　対象は，昭和62年1月より3月に，慶応義塾大学

医学部附属病院産婦人科および東北大学医学部附属

病院産婦人科での臨床試験に志願した健常女性17例

（単回投与8例，連続投与9例）であり，試験に先立

ち問診および臨床検査を実施，対象としての適性の

確認を行なうとともに，薬剤の特性，試験の内容等

を説明し，参加への同意を書面にて得た。

2．投与方法

1）単回投与試験：不正出血の発現を考慮して，月

　経周期の黄体期後半に，投与前の採血をすませた

1）単回投与試験

｝　十十　　十　昏　十　　　　　　　　　幸　　　　　　　　十　　　　　　　十　　　　　　　｝

　

。　2、鴇一一一一先一却→グー磁、

2）連続投与試験

＋．乙ム．．ム．．．ム．．．．志．一．6～日

　2　　3　　　　　　　6　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　15　　　　　　 21　22　23

　連続投与試験の21日以降の詳細
昏　寺1　十　÷　十　　　　　　　　↓　　　　　　　　｝　　　　　　　十　　　　　　　十

e

図2　採」血スケジュール

（37）37

　直後（午前9時〉に1錠を投与した．なお，投与

　前日の午後9時から投与後2時間まで飲食をさせ

　なかった．

2）連続投与試験：本剤の臨床投与法に準じ，月経

　周期の第1日目より連続21日間1日1回1錠を朝

　9時に投与した．最終投与の21日目は，前日の午

　後9時から投与後2時間まで飲食をさせなかった．

3．薬物動態の検討

1）採血法

　（1）単回投与試験：図2に示すように，投与直前お

よび投与後30分，1，2，3，4，8，12，24，48

時間目の合計10ポイントについて，血液10mlを採

血し，血清に分離後凍結保存（－20℃）した．

　（2）連続投与試験：図2に示すように，投与第1日

目の投与直前および投与2，3，6，10，15日目の

投与直前（午前9時）に，また最終投与日である21

日目の投与直前及び投与後30分，1，2，3，4，

8，12，24，48時間目の合計6ポイントについて，

血液10mlを採血し，血清に分離後凍結保存（－

20℃）した．

2）測定法

　Desogestrelは投与後，肝で速やかに活性物質であ

る3－keto－desogestrelに代謝されるので，測定は未変

化体ではなく3・keto体を測定した．凍結された単回

および連続投与の血清検体は，オランダ・オルガノ

ン社に空輸され，　3－keto－desogestrelについてはオラ

ンダ・オルガノン社にて，またethinylestradiolにつ

いては，フィンランドのStenman教授の研究所にて

Timmerら3）の測定法に準じ，ラジオイムノアッセイ

法（RIA法）にて測定された．

3）薬物動態学的パラメーターの算出と統計解析

　全ての計算において，投与前値はブランク値とし

て個々の測定値から差し引いた．薬物動態学的パラ

メーターとして，最高血中濃度（Cmax），最高血中

濃度到達時間（Tmax）は実測値を採用した．その他

のパラメーターとしての血中半減期（T1／2）の算

出は，Cmaxを示した後の排泄相における各濃度値

から最小二乗法により求めた．血中濃度一時間曲線

下面積（AUC）は，単回投与時はt。一。．，連続投与時

は21日目のt。－24について台形法によって求めた．

連続投与時の3－keto－desogestrelとethinyles－

tradio1が定常状態に達したか否かについては，定常

状態における最低血中濃度（Css．　min）をTrend－test

にて検討した．得られた結果は平均±標準偏差で示

し，Student　t－testを用いて有意差検定を行った．

4．臨床検査

　単回投与については，投与前1週間以内および最
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終採血時，即ち投与後48時間目に，また連続投与に

ついては，投与開始前1週間以内及び最終の投薬終

了後48時間目に採血した．

日不妊会誌　36巻1号

検査の項目は，血液一一般（RBC，　WBC　Hb，　Ht，

血小板数），血液生化学（GOT，　GPT，　LDH，　ZTT，

総蛋白，総コレステロール，BUN，総ピリルビン），

表1　症例一覧表（単回投与）

月 経 歴 妊 娠 歴 飲酒量
症 氏

例
年 身 体 結

周 経 持 月 前 妊 出 自 人 悪 黄

食 便 喫
回 本 種

睡 健康 胃腸

番号

名 齢 長 重 婚 初　経

期 喪里 続日数

経
堕【」

緊張

既住歴
娠 産

然流産

工
流産 阻 痕 欲 通 煙

／週 ／阿 類＊

眠

龍’』噂

の
楚「』L 備　　　考

歳 cm kg 歳
El 日

＠ ＠ ＠ ㊥ 杢

A 29 154 52 22 11歳8月 28 中 5 有 有 虫垂炎 3 3 0 0 弱 無 有 1 5 o 良 良 正

腸閉塞 常

B 33 162 5〔｝ 32 12歳0月 28 中 5 無 無 4 4 0 0 強 無 有 1 無 良 良 正

常

C 39 155 46 21 12歳朝 32 中 5～6 無 無 4 3 1 0 中 無 有 1 無 2 0．3 B 良 良 正

常

D 30 154 44 13歳3月 31 少 4－5 有 無 0 0 0 〔〕

有 1／3日 無 3 1 B 良 普 弱

通 い

E 23 160 49 12歳911 30 中 6 有 有 o ⑪ 〔〕 0 有 ソ2．3日 無 0．5 1．5 B 良 良 lK

常

F 24 151 50 12歳10月 32 中 7 無 無 o 0 0 0 有 1／2日 無 良 良 止

常

G 24 160 51 11歳0月 40 中 6 無 無 0 0 ⑪ 0 有 1 無 ユ

少量 S 良 良 d｛

P隔贈，

吊

H 27 145 45 11歳0月 28 中 7 有 無 0 0 ⑪ ⑪ 有 1／ト3日 無 0－2 少量 BS 良 普 lE
31

0 W 通 常

＊：B：ビール，S：酒，　W：ウィスキー

表2　症例一覧表（連続投与）

月 経 歴 妊 娠 歴 飲酒
』1：

症 氏 身 体 ↓H年 結 食 便 喫 睡 健 目

例 周 経 持 月 前 妊 出 臼 人 悪 黄 回 本 種 康 腸
番号

名 齢 長 重 婚
初　経

期 奥甲． 続u数

経
撃‘　」

緊張

既住歴
娠 産

然流産 一1二

流
産

匠「1

疸 欲 通 煙

／週 ／回 類＊

眠

ll印』1

の
蓬’山L

備　　　考

（副作用）

歳 cm kg 歳
日 H

＠ ＠ ＠ ＠ 玉

P 24 ユ52 43 12歳0月 3！ 中 6 有 無
0 0 0 0 有 1 無 1 〔L5 B 良 瞥 止 内服中，軽度眠気あった

31 通 常 が継続可能

Q 39 150 48 14歳0月 28 中 5 無 無 o 0 0 0 有 1 10 3 S 良 良 正 内服前判こ軽度吐き気，

常 軽度倦怠感があったが
継続可能

R 23 156 45 13歳4目 28 中 5 無 無 o 0 0 o 有 1 無 良 良 正

常

S 31 156 48 12歳2月 28 中 6 無 無 〔〕 0 0 0 有 1／ト2H 無 0．5 少量 w 良 良 正 極軽度の体電増加と軽
常 度の乳房緊満感

T 29 165 55 12歳0月 29 中 6 無 無 o 0 0 o 有 1／2日 無 良 良 艮｝｛

常

u 23 161 48 11歳11月 30 中 7 無 無 0 0 0 o 有 1 無 0．5 少量 w 良 良 正 極軽度の体重増加
常

V 30 161 54 26 12歳⑪月 31 中 7 無 無 2 2 0 o 強 無 有 1 無 3 1合 S 良 良 正 内服中全期間に吐きなて
常 汐加，倦怠感を訴えた

が，継続・∫能

W 26 154 44 25 11歳5月 30 多 6 無 無 0 o ｛〕 o 有 1 5 1 ｛L5 B 良 汚 【E

通 常

X 24 158 53 12歳0月 30 中 7 無 無 〔〕 ｛｝ 0 〔｝ 有 1／2日 無 良 良 【ド

常

＊B：ピール，S：酒，　W：ウィスキー
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　　　　　0　　　　　　　　　12　　　　　　　　　24　　　　　　　　　36　　　　　　　　　48　　　　　　　　　　　　0　　　　3　　　　6　　　　9　　　　12　　　15　　　　18　　　　21　　　24
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mean±S．D．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mean土S．D、

　　図3　単回投与時の3－keto－desogestre1の血清中濃度の　　　図4　連続投与時の3－keto－desogestrelの血清中濃度の

　　　　　推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　推移

　　　　　　　　　　　　　　表3　単回投’1時・のlf且清3・keto－desogestrelの薬物動態パラメーター

症　例 AUC。一。， Tl／2（β） Clnax Tmax
（Pmoレh／ml） （h） （Pmol／mD （h）

a 23．O 13．7 4．36 1．0

b 15．3 10．0 1．78 3．0

C 62．9 42．3 4．28 2．0

d 1〔〕，7 7．7 2．48 1．0

e 19．9 7．9 3．58 ／．0

f 13．8 18．4 2．36 2．0

9 15．8 17．3 2．47 2．0

h 67．5 35．4 5．80 2．0

mean±SD 28．6±22．9 19．1±13．0 3．39±1．36 1．8±0．7

表4　連続投り一時の血清3－keto・desogestrelの薬物動態パラメーター

症　例 AUCo～24 Tl／2（β） Cmax Tlnax
（Pmo1・h／ml） （h） （Pmol／ml） （h）

P 86．2 38．3 11．66 L〔〕

q 5｛〕．8 14．1 8．78 0．5

r lO8．9 16．5 14．18 2．0

S lO2．7 25．5 9．09 2．0

t 56．9 18．6 7．29 2．0

U 74．0 32．5 7．99 1．0

v 108，（1 18．9 13．53 0．5

w 173．6 14．3 25．27 ／．0

X 114．O 19．0 ／1．26 1．0

lnean±SD 97．2±36．8 22．0±9．6 12．12±5．49 L2±0，6
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　　　O　　　　　　　　　　l2　　　　　　　　　24　　　　　　　　　36　　　　　　　　　48　　　　　　　　　0　　　　　3　　　　　6　　　　　9　　　　12　　　　15　　　　18　　　　21　　　　24

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Time（h）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Time（d）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mean±S．D．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mean±S．D．

図5　単回投与時のethinylestradiolの血清中濃度の推　　図6　連続投与時のethinylestradiolの血清中濃度の推

　　　移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移

　　　　　　　　　　　　　表5　3・keto・desogestrelの定常状態時の血清中レベル

Css．　mil1 （pmo1／ml）

症　例 10日目 15日日 21日目 22日目

P 1．8 2．5 2．7 1．9

q 1．0 1．7 0．9 0．9

r 2．7 2．8 3．6 1．3

S 1．9 2．4 2．5 2．6

t 0．8 0．8 1．4 1．2

u 1．5 2．1 1．8 2．0

V 1．9 2．6 2．8 2．8

、v 1．1 2．7 2．8 2．9

X 2．0 2．6 2．8 2．1

mean±SD 1，6±0．6 22±0．6 2．4±0．8 2．0±0．7

表6　単回投与時の血清ethinylestradiolの薬物動態パラメーター

症　例 AUCo＿。。 Tl／2（β） Cmax Tmax
（pmol・h／m1） （h） （pmol／ml） （h）

a 8．4 15．0 0，835 O．5

b 6．2 24．1 0，325 3．0

C 14．9 38．9 0，936 3．0

d 2．6 3．0 0，535 1．O

e 9．0 28．4 0，656 1．0

f 4．0 17．8 0，481 2．0

9 2．9 4．7 0，547 2．0

h 8．1 28．2 0，792 1．0

mean±SD 7．0±4．12 20．0±12，3 0．638±0．205 1．69±0．96
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電解質（Na，　K，　Cl，　Ca）とし，合わせて血圧，脈拍

についても測定した．

III．結果

1．症例および臨床症状

1）単回投与試験：表1に示す8例で行なわれた．

未婚者5例，既婚者3例（全例妊娠，出産の経験あ

り）からなり，年令は23　一一　39歳であった．月経周期

は1例が40日型であったが，他は28　・一　32日型の正

常周期であった．

　服用に伴う副作用の発現は全例に認められなかっ
た．

2）連続投与試験：表2に示す9例で行なわれた．

未婚者7例，既婚者2例（1例妊娠，出産の経験あ

り）で年令は23～39歳であった．月経周期は28～31

日型の範囲で全例正常であった．服用中の副作用は，

吐き気2件，倦怠感2件，体重増加2件（48→49．5

kg，48→49　kg），乳房緊満感1件，眠気1件の計8

件が5例に認めれらたが，いずれも軽度であり投与

継続が可能であった．また，不正出血は1例も認め

られなかった．（表1，表2）

2．薬物動態

1）3－Keto－desogestrel

　3－Keto－desogestrelの血中濃度の経時的変化につ

いて，単回投与時の結果を図3に，連続投与時の結

果を図4に示す．また，血中濃度曲線より求めた薬

物動態パラメーターについて，単回投与時を表3に，

連続投与時を表4に示す．（図3，図4，表3，表4）

　単回投与時のTmaxは1．8±0．7hour，　Cmaxは

3．39±1．36pmol／ml，　T　1／2　（β）は19．1±13．O

hour，　AUCは28．6±22．9pmol・h／mlであった．

連続投与時のTmaxは1．2±O．6　hour，　Cmaxは
12．12±5．49pmo1／ml，　T　1／2　（β）は22．0±9．6

hour，　AUCは97．2±36　．　8　pmol・h／mlであった．

　3－Keto－desogestrelの1まぽ定常状態に達したと思わ

れる血中濃度を表5に示す．Css，　minは10日目が

1．6±O．6　pmo1／ml，15日目が2．2±0．6pmol／ml　21

日目が2．4±0．8pmo1／ml，22日目が2．0±O．7

表7　連続投与時の血清ethinylestradiolの薬物動態パラメーター

症　例 AUC。＿24 T1／2（β） Cmax Tmax
（pmol・h／ml） （h） （pmol／m1） （h）

P 18．3 25．1 1，750 0．5

q 7．1 16．6 0，927 1．0

r 13．6 12．5 1，324 2．0

S 10．6 28．3 0，942 2．0

t 9．5 32．4 0，944 1．0

u 9．4 31．4 1，004 1．0

V 10．9 36．2 LO88 0．5

W 14．3 15．2 1，634 1．0

X 11．9 15．8 1，011 1．0

mean±SD 11．7±3．3 23．7±8．8 1．180±0．315 1．11±0．55

表8　Ethinylestradiolの定常状態の血清レベル

Css．　mln （pmol／ml）

症　例 10日目 15日目 21日目 22日目

P 0，436 0，466 0，566 0，470

q 0，248 0，393 0，305 0，194

r 0，440 0，484 0，457 0，333

S 0，277 0，358 0，383 0，341

t 0，195 0，247 0，283 0，265

u 0，256 0，243 0，287 0，318

V 一 0256 0，324 0，323

W 0，342 0，273 0，347 0，302

X 0，173 0，308 0，343 0，307

mean±SD 0。296±0．101 0．336±0．094 0．366±0．092 0．317±0．073
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pmol／mlであり，15日目以後には有意差は認められ

なかった．

　連続投与の最終投与後の血中濃度の推移をみると，

1．2時間でピークに達し，単回投与時と比較して

Cmaxは3倍で，その差は有意であった．

2）Ethinylestradiol

　Ethinylestradiolの血中濃度の経時的変化につい

て，単回投与時の結果を図5に，連続投与時の結果

を図6に示す．また，血中濃度曲線より求めた薬物

動態パラメーターについて，単回投与時を表6に，

連続投与時を表7に示す．（図5，図6，表6，表7）

　単回投与時のTmaxは1．69±0．96　hour，　Cmax

は0．638±O．205　pmol／ml，　T　1／2　（β）は20．0±

12．3hour，　AUCは7．0±4．12　pmol・h／mlであった．

（pmol／mD

　！2

10

8

6

42　　　　58
Tlme（h）

図7　3－Keto－desogestrelのil隻同投与時の血中の薬物動

　　態パラメーターから算出した定常状態レベルと連

　　続投与時の実測値

（pmol／ml）

　12

1．0

08

0．6

OA

02

O．o

432　　480　　528

Tlme　（h）

図8　Ethinylestradiolの1’P　［1，］投’ヂ時のrfn　［Pの薬物動態

　　パラメーターから算出した定常状態レベルと連続

　　投与時の実測値

連続投与時のTmaxは1．11±O．55　hour，　Cmaxは

1．180±0．315prnol／ml，　T　1／2（β）は23．7±8．8

hour，　AUCはll．7±3．3pmol・h／m1であった．

　Ethinylestradiolのほぼ定常状態に達したと思われ

る血中濃度を表8に示す．Css．　minは10日目が

0－29．　6±0．101pmol／mL　15日目力s’0，336±0．094

pmol／ml，21日目が0．366±0．092　pmo1／ml，22日

目が0．317±0．073pmol／mlであり，15日目以後に

は有意差は認められなかった．

　連続投与の最終投与後の血中濃度の推移をみると，

30分から2時間でピークに達し，単回投与時と比較

して2倍で，その差は有意であった．

3．単回投与時のパラメーターからのシミュレーシ

ョン

　単回投与時の薬物動態パラメーターを用いて，連

続投与時の濃度推移をシミュレーションし，その図

に実際の連続投与時の実測値をプロットした．3－Keto－

desogestrelについては図7に，　ethinylestradiolにつ

いては図8に示す。シミュレーションによる濃度に

比べ，実測値は高濃度を示した．（図7，図8）

4，臨床検査

　連続投与の投与前と投与後の値の変動を図9－a

－一　Pに示す．投与前やや貧血傾向であった1例も投

与後特に異常は認められなかった．症例全体の変動

を平均値の弟の検定でみると単回投与時に血小板数，

Caに有意な減少がみられ，連続投与時にはBUNの

減少と，総コレステロールの上昇に有意差がみられ

たが，いずれも正常値内のわずかな変動にすぎなか

った．（図9－a～P＞

IV．考察

　Org5187は，オランダ・オルガノン社にて開発さ

れた一相性の経口避妊薬で，1981年に西ドイツで初

めて発売されて以来，欧州を中心に現在世界37力国

で既に発売されている．

　本剤に黄体ホルモンとして含有されるdesogestrel

の活性物質である3－Keto－desogestrelは，プロゲス

テロン・レセプターに極めて強い親和性を示しη，

desogestrel　60μgの単独投与でも十分排卵抑制作用

が認められている8）．したがって，ホルモン量は従来

のものに比べて約1／10に減じられている．Desoges－

trelのアンドロゲン作用は，　norethisteroneと同程度

の力価であるが投与量が1／10であり，結果的にアン

ドロゲン作用は非常に弱くなっている．

　今回，我々は臨床第1相試験の一部としてOrg5187

の薬物動態学的検討を行なった．投与量は全世界共

通の臨床投与量である1日1回1錠とし，その単回
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投与時の血中濃度の推移と，避妊の目的で投与され

る1周期21日間の連続投与時における，血中濃度の

推移および投与終了後の血中からの消退について検

討を行なった．測定に当たっては，desogestrelがほ

とんど薬理作用を有さないことから，主要活性代謝

物である3－keto・desogestrelについて測定を行なった．

　前述のようにdesogestrelは肝で速やかに代謝され．

3－keto体となる．このことについてHasenak1°）は次

のような実験からこの事実の確認を行なった．即ち，

desogestrelまたは3－keto－desogestrelをcross　over

で1周期（21日間〉ずつ連続投与し，両周期の21日

目の最終投与後の3－keto体の血清濃度の推移につい

て比較した．3・keto体を投与すると，投与後30分に

は有意に高濃度を示し，1時間にてピークに達する

のに対し，未変化体のdesogestre1を投与するとピー

クが現われるのは2時間目である．しかし，Cmaxは

3－keto体の7．70±2．31μg・1－’に対し，未変化体投

（45）45

与時は6．36±3．71μg・1－1とやや低いものの，ほぼ

同レベルであり，投与されたdesogestrelが速やかに

肝で3・keto体に代謝されることが分かる．

　21日間の連続投与中3－keto・desogestrelの血中濃

度は，6日目までに急上昇し，以後カーブは緩やか

になり，15日目以降はTrend－testでも有意差はなく，

ほぼ定常状態に達したと考えられる．

　単回投与時の薬物動態パラメーターから連続投与

時の血中濃度の推移をシミュレーションしたものと，

実際の連続投与時の値とに差が認められ，動態パラ

メーターにも差が認められた．この理由については

Kuhl5）も述べているように，本剤に含有されるeth－

inylestra　diolによって性ホルモン結合グロブリン

（SHBG）の増加が誘発され，3－keto－desogestrelの

SHBGに対する結合が増大するためと推測される．

一方，連続投与の場合の排泄半減期は単回投与時に

比べわずかに高いが，その差は有意でない（P＝0．295

表9　血清中3－keto－desogestrelの薬物動態パラメーター（ヨーロッパ人との比較）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mean±SD

ヨーロッパ人　　日本人

n＝8（単同）

n＝9（連続）

D．J．　Back

　　（11＝9）

G．Voortman
　　（11＝25）

C．Timmer
　（n＝22）

H．Kuhl
（n＝11）

AUC　　　（単回）

Φmoトh／mD（連続）

T1／2　　　（単回）

（h）　　　（連続）

Cmax　　（単回）
（pmol／ml）（連続）

Tmax　　（単回）
（h）　　　（連続）

Css．　mln　（連続）

（pmol／ml）

　29±23
　97±371）

　19±133）

　22±10

3．4±1，4

12．1±5．5

1．8±0．7

1．2＋O．6

2．1±0．7

44±17

　　一

12＋43）

　　　－

2．3±0．9

1．3±0．5

2．0±0．7

　　　一

107±24

　　　－

23．8±5。3

11．0±3．0

1．6±1．〇

　　　一

　　一
81±271）

　　－

22±7

2．5＋1．1

37±152｝

99±442）

　一

　　一

　　一

　　一

採血ポイント 0，0．5，1，

2，3，4，
8，12，24，48

（10ポイント）

0，0．5，1，

1．5，2，3，

4，6，8，
11，14．24
（12ポイント）

0，0。5，1，

1．5，2，2．5，

3，4，5，
6，8，12，
16，24，48，72

（16ポイント）

0，8，12，24

（4ポイント）

O，0．5，1，

1．5，2，3，

4．24

（8ポイント）

1）：Timmerの成績は，今回の試験と採Ifllスケジコールが異なっているので，「1本のデーターをこ

　　の基準で計算するとAUCは82±32pmol・h／mlとなり極めて近い1直となる。
2）　この実験は投’チ1，3，6，12周期にそれぞれ測定されているが，ti－a回投与については1周期

　　目の投与・1日目のt。一．24の値を，連続投’ノ・については1周期目の投伊21日IIt。－L4のイ111を採用した。

　　ng」・h／m1をPmol・h／m1に換算した。
3）　Backの成績は，24時間以後は採1盒Lはなくt。～24での計算，日本のテー一タ…をto、L4の伯で計覧写

　　ると13．3と近いイ直となる。
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t－test）ことから，　SHBGの産生の誘発は3－keto－

desogestrelの排泄にはあまり影響を与えないようで

ある，

　Ethinylestradio1も同様に，単回投与時の薬物動態

パラメーターから連続投与時の血中濃度をシミュレ

ー トしたものと比較した場合，実際の連続投与時の

値は高く，またAUCについても単回投与と連続投与

に有意差（P＝O．0092　t－test）がみられた．しかし

その差は3－keto・desogestrelほど顕著ではない．この

AUCの差は，単回投与時の2例のT　1／2が非常に

低い値を示し，結果的にAUCが低く算出されている

とも考えられるが，2例を除いても8．4±3．7pmo1・

h／m1となり，まだ有意な差が認められる（P＝0．046

t・test）．　Ethinylestradiolは，エストラジオールやプ

ロゲステロンほどSHBGに特異的に強い親和性を示

さないと言われているが11），弱いながらもSHBGの

上昇が影響しているのかもしれない．

　次にヨーロッパ人と日本人の3・keto－desogestrelの

薬物動態パラメーターを表9に示す．RIA法による

測定でのヨーロッパ人の単回投与時の結果は，T1／

2が日本人が19±13hourであるのに対して，　Back‘）

の報告では12±4hourと低いが，　Backらの採血は

24時問までであり，今回の結果を24時間までの値で

日不妊会誌　36巻1号

計算すると，T1／2は平均13．3hourとほぼ等しい

値となる．またAUCは，日本人が29±23　pmo1・h／

mlであるのに対し，　Backが44±17pmol・h／ml，

kuh15｝らのが37±15　pmol・h／mlと大きい．（表9）

　連続投与後の血中濃度の推移のパラメーターで比

較すると，T1／2は22±10　hourに対し，　Timmer3）

の22±7hour，　Voortman6）らの23．8±5．3hourの

結果とほぼ一致し，AUCは97±37　pmol・h／mlに対

して，kuhlは99±44　pmol・h／m1と一致する．

Timmer3）の結果はそれに比べ81±27　pmo1・h／mlと

低いが，この差は採血のスケジュールが異なるため

と考えられ，今回の結果のうちTimmer3）の採血ポイ

ントのみを採用して計算すると82±32pmol・h／ml

となり，ほぼ等しい値となる．また，Voortman6）と

の比較において，Tmaxは1．2±0．6hourに対し

1．6±1．O　hour，　Cmaxは1．2±5，5pmol／mlに対し

11．0±3．Opmol／mlと，いずれもほぼ等しい．これ

らのことより，日本人とヨーロッパ人の3－keto－

desogestre1の薬物動態はほぼ等しいと結論して良い

と考える．

　Ethinylestradiolの薬物動態については表10に示

す．Desogestrelとの配合剤としてethinylestradiol

が投与された報告の内，ヨーロッパ人の単回投与の

表10　血清中ethinylestradk）1の薬物動態パラメーター（ヨーロッパ人との比較）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mean±SD
ヨーロッパ人　日本人

畷翻〕 G．Voortman
　（11＝25）

C．Timmer
　（n＝22）

AUC　　　　　（単回）
（pmo1・h／m1）　（連続）

T1／2　　　　　（単回）

（h）　　　　　　（連続）

Cmax　　　　　（単回）
（pmol／ml）　　　（連続）

Tmax　　　　　（単回）
（h）　　　　　　　（連続）

Css．　min　　　　（連続）

（pmol／ml）

7．0±4．1

11．7＋3．3

20．0±12．3

23．7±8．8

0．64±0．21

1．18±0．32

1．69±0．96

1．11±0．55

〔〕．32±0．07

　　一
16．3±5．1

　　－
29．1±13．0

　　『
2．4±1．0

　　－
1．4±0．8

　　『　

　　一
7，9±2．5

　　－
22．8±8．3

0．22±0．08

採1血Lポイント 0，0．5，1，

2，3，4，8，

12，24．48

（10ポイント）

0，0．5，1，

1．5，2，2．5，

3，4，5，6，

8，12，16，24，

48．72

（16ポイント）

0，8，12，24

（4ポイント）
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ものはない．しかし，21日間連続投与後の報告があ

り，Tmax及びCmaxは日本人ではそれぞれ1．11±

0．55hour，1．18±0．32　pmo1／mlに対して，

Voortmarl6）では1．4±O．8　hour，2．4±1．Opmol／ml

といずれもやや高い値を示す．T1／2は日本人の

23、7±8．8hourに対して，Voortman6）は29．1±13．O

hourとやや長いが，　Timmer3）は22．8±8．3hourと

ほぽ一致する．AUCは11．7±3．3pmol・h／mlに対

して，それぞれ7．9±2．5　pmol・h／ml，16．3±5．1

pmol・h／mlと，日本入のデーターは中間に位置した．

（表10）

　　以上に述べたように，3－keto－desogestrelおよび

ethinylestradiolの薬物動態に関して，今回の日本で

の成績とヨーロッパの成績とを比較した場合，同じ

ヨーロッパ人での成績でも相違が認められることな

どを考慮すると，人種間の差はないと考えられる．

　　連続投与時に不正出血はみられなかったが，吐き

気，倦，怠感，乳房緊満感，眠気の症状および2例に

体重増加の副作用がみられた．しかしいずれも軽度

であり，投与継続が可能であった．

1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）
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　　The　phamacokinetics　of　3・keto－desogestrel　and

ethinylestradiol（EE）and　the　safety　of　Org5187

（150μg　desogestrel　and　30μg　EE）　in　l7　healthy

Japanese　women（single　dose：8，　multiple　dose：9）

were　studied　after　oral　administration．

　　After　single　dose　administration，　Tmax，　Cmax

elimination　half　life（tl／2β）and　the　area　under　the

curve　（AUC）of　3－keto・desogestrel　were　1．8±0．

7hour，3．39±1．36pmol／ml，19．1±13．Ohour　and　28．6±

22．9pmo1・h／ml，　respectively，　On　the　other　hand，

those　after　multiple　dose　were　12±0．6hour（Tmax｝，

12．12±5，49pmol／ml（Cmax），22．0±9．6hour（tl／2β）

and　97．2±36．8pmoレh／ml（AUC），　respectively．

　　Pharmacokinetic　parameters　of　EE　were　1．69±0．

96hour（Tma幻，0．638±0．205pmo1／ml（Cmax），20．0±

12．3hour（tl／2β）and　7．0±4ユ2pmol・h／ml（AUC）

after　single　dose，　and　1ユ1±0．55（Tmax），1．180±0．

315pmol／ml（Cmax），23．7±8．8hour（tl／2β），11．7±3．

3pmol・h／ml（AUC）after　multiple　dose．

　　The　serum　concentrations　of　3－keto－desogestrel

and　EE　reached　the　steady　state　on　15th　day　after

the　start　of　the　administration．

　　No　differences　were　obsered　between　Japanese

and　European　female　volunteers　in　the　pharmaco－

kinetics　of　3・keto－desogestrel　and　EE，

　　During　the　period　of　the　multiple　dose　treatment

neither　irregular　bleedings　nor　side　effects　which

led　to“drop－outs”were　observed．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年7月20日特掲〉
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て，その薬力学的作用および安全性について検討した．血清蛋白，視床下部一下垂体一卯巣系，副腎，

腎および甲状腺機能への影響を，投薬しない観察周期と投薬周期に分けて検討した．観察周期では8

例中6例に排卵が認められ，2例は無排卵周期症であった．投与周期ではluteinizing　hormone，　follicle－

stimulating　hormone，　estradiol，　progesteroneはそれぞれ抑制されており，またcortisolは有意に

増加し，dehydroepiandrosterone－sulfateは有意に低下した．　Free　triiodothyronine，　thyroid－

stimulating　hormoneは投与前後で変化しなかった．　Sex　hormone・binding　globulin，　ceruloplasmin

は投与後有意に上昇した．排卵群，無排卵群ともに投与周期には排卵を認めず，投与周期中に，8例

中5例に不正性器出血を認めたが，重篤な副作用はみられなかった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，36（1），49－57，1991）

緒　　言

　避妊法として経口避妊薬がアメリカで認可されて

から二十数年が経過しているが，本邦においては，

その有用性は認識されているものの，まだ一般に広

く使用されていないのが現状である．昭和60年に厚

生省は，“経口避妊薬の医学的評価に関する研究班一

班長：小林拓郎，帝京大学教授”を発足させ，その

研究成果に従って“経［避妊薬の臨床評価方法に関

するガイドライン”が昭和62年に厚生省から発表さ

れた．

　このガイドラインに沿って，いわゆる低用量経口

避妊薬のひとつであるOrg5187（1錠中にdesogestrel

150pt　gとethinylestradiol　30ptgを含有する錠剤）を

使用して，本剤服用時の視床下部一下垂体一卯巣系，

副腎，腎，甲状腺機能，および血清蛋白に関する薬

力学的作用と安全性を日本人女性を対象として検討

した．

対象と方法

過去3カ月以内にホルモンを投与されていない健

常日本人婦人で，正常月経周期（28－30日型）をも

つ8例を対象に昭和62年2月より，6月までの間に

行なった（表1，平均年齢27．6歳，range　24　一　35歳）．

第1周期目（control　cycle）は投薬しない観察周期

とし，第2周期（treated　cycle）の月経周期の第1

日目から，本錠を就眠前に21日間連続して経口投与

した．試験中は基礎体温表（BBT）を記録させた．

　検査項目は，下垂体一卵巣系機i能「luteinizing

hormone（LH），　follicle－stimulating　h（〕rmone

（FSH），　estradiol（E2），　progesterone（P）」，血清

蛋白「sex　hormone－binding　globulin（SHBG），

ceruloplasmin」，副腎機能「cortisol，　dehydroepi－

androsterone－sulfate（DHEA－S）」，腎機能「レニン

活性」，甲状腺機i能「free　triiodothyronine（T，），

thyroid－stimulating　hormone（TSH）」，凝固線溶系

「プロトロンビン時問，fibrinogen，　antithrombin　IIL

プラスミノーゲン」，一般検査すなわち血液一般「臼

血球数，赤血球数，血色素量，ヘマトクリット値，

血小板数」，肝機能検査「GOT，　GPT，　Al－p，　ZTT，

LDH，総ビリルピン」，腎機i能「BUN，　cretinine」，

血清電解質「Na，　K，　C1，　Ca」，尿検査「蛋自，唐，

表1　対象婦入の背景およびOrg　5187内服後の副作用

イニシャル
年　齢

（歳）

身　長
（cm）

体　重
（kg）

妊娠歴 既往歴 自覚的副作用 他覚的副作用

NM． 30 158 50 0 無
情緒不安定

両側乳房痛
点状出i白L

S．F， 27 163 53 0 アレルギー 無 無排
　卵　群

K．T 27 160 49 0 無 無 無

Si．T． 24 165 59 0 無 無 点状出IllL

TN． 30 154 44 0 無 無 点状川血L

Sa．T 35 155 47 0 アレルギー 無 点状lll」1血

TS． 24 153 47 〔〕

無 無 点状出1血L無
排
卵

群
SE． 24 158 51 O 無 軽度全身

倦　怠　感
無
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ウロビリノーゲン」，代謝機能「空腹時血糖，insulin」

を測定し，同時に心電図も調査した．原則として，

下垂体一卵巣系は，control　cycleの1，7，10，12，

14，16，18，20，23日目およびtreated　cycleの7，

10，12，14，16，18，20日目に，血清蛋白，副腎機

能，腎機能，甲状線機能，凝固線溶系，一般検査は

control　cycleの27日目およびtreated　cycleの21日

目にそれぞれ測定した（表2）．各種ホルモンおよび

血清蛋白の測定法：LH，　FSH，　E2，　P，　Free－T3，

DHEA－S，レニン活性はRIA（radioimmunoassay）

法で，TSH，　SHBGはIRMA（immunoradiometric

assay）法でcortisolはFPIA（fluorescence　polari－

zation　immunoassay）法で，　ceruloplasminはSRID

（single　radial　immunodiffusion）法で，それぞれ測

定した．有意差検定はpaired　t－testで行なった．

結　　果

　Control　cycleにおいて，　BBT，　LH，　FSH，　E，，

Pをretrospectiveに総合的に検討すると，8例中6

例に排卵が認められ（排卵群），2例は無排卵周期症

（無排卵群）であった（表1，図1）．したがって，

視床下部一下垂体一卵巣系は2群に分けて検討した．

　BBT：BBTはcontrol　cycleにおいてこ相性を示

した排卵群でも，低温一相性を示した無排卵群でも，

treated　cycleでは両群ともに高温一相性を示した（図

1）．

1．視床下部一下垂体一卵巣系への影響

　ゴナドトロピン：Control　cycleのゴナドトロピン

（51）51

は，排卵群ではLH，　FSHともにほぼ典型的な周期

性変動を示したが，無排卵群では不規則な無排卵周

期症のパターンを示した．Treated　cycleでは，両群

ともに，LF，　FSHは低値に抑制されていた（図1，

2）．

　性ステロイド：Control　cycleの性ステロイドは，

排卵群ではE，，Pともに典型的な周期内変動を示し

たが，無排卵群では不規則な変動を示し，特にPは

周期内を通じて低値を示した．

　Treated　cycleでは，両群ともにE、，　Pは低値を

持続しており，排卵は完全に抑制されていた（図1，

2）．

II．血清蛋白への影響

　Control　cycleでは，　SHBGは55．9±8．09　nmol／

1（mean±SE，以下同じ）であったのに対し，　treated

cycleでは162．6±15．92　nmol／1と有意に上昇した

（P＜0．01＞．またceruloplasminは，それぞれ22，70±

1．520mg／d1，40．31±1．808　mg／dlと有意に上昇した

（P＜0．Ol）．

III，副腎，腎機能への影響

　Cortisol：Control　cycleのcortisolは12．52±

1．456μg／d1であったのに対し，　treated　cycleでは

26．10±3　．　966　＃g／dlと有意に上昇していた（P＜

0，05）．

　DHEA・S：Control　cycleのDHEA－Sは2206．0±

671．46ng／mlであったのに対し，treated　cycleでは

1652．0±605，14ng／mlと有意に低下していた（P＜

O．Ol）．

表2　検査スケジュール

a．　COntrOl　CyCle

月経周期（日）
LH，　FSH，　E2，　P

血　清　蛋　白

副　腎　機　能

甲状腺機能
凝固線溶系
一　般　検　査

1…　7101214161820230　　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0　　0

25　　27一

○

0
0
0
0

b．　treated　cycle

内服開始後日数
LH，　FSH，　E2，　P

血　清　蛋　白

副　腎　機　能

甲状腺機能
凝固線溶系
一　般　検　査

1… 7

0
10

0
12

0
14

0
16

0
18

0
20

0
21

○

○

○

○

○
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　レニン活性：Contro1とtreated　cycle間に有意差

は認められなかった．

IV．甲状腺機能への影響

　Control　cycleのTSHは1．31±0。97μg／dl，　free－

T3は3．5±O．25　ng／dl，　teated　cycleではそれぞれ

1．11±0．88μg／dl，3．3±O．08　ng／d1と，周期間で有

意差は認められなかった．

V．凝固線溶系への影響

　凝固線溶系では，プロトロンビン時間，　fibrinogen，

antithrombin　IIIは，有意な変動がなかったが，プラ

スミノーゲンは100．3±5．71％から136．4±5．56％

へと有意に上昇していた（P〈0．01）．

VI．その他一般検査値への影響

　血液一般（臼血球数，赤血球数，血色素量，ヘマ

トクリット値，血小板数〉では，contro1とtreated

cycle間に有意差を認めなかった．

　肝機能検査では，control　cycleでZTTが8．60±

O．　838　U，総ビリルビンが0．81±0．083mg／dl，　treated

cycleではそれぞれ7．74±O．　829　U，0．58±0．059　mg／

dlと正常範囲内で有意に低下した（いずれもP＜

0，01）．その他のGOT，　GPT，　Al－p，　LDHは周期間

で有意な変動は認められなかった．腎機能のうち

creatinineは変化しなかったが，　BUNは9．3±1．97

mg／mlから14．5±2．02へと有意に上昇した（P＜

0．01）．血清電解質（Na，　K，　Cl，　Ca）は周期間で

有意差は認められなかった．代謝機能として，空腹

時血糖insulinは周期間で有意差を認めなかった．

その他，心電図所見，尿検査（蛋白，糖・ウロビリ

ノーゲン）は，投与前後で変化しなかった．

VIL副作用

　自覚的副作用を表1に示したが，いずれも重篤な

ものではなく，服用を中止したものはなかった．他

覚的副作用としては，点状出血が8例中5例に認め

られた（排卵群6例中4例，無排卵群2例中1例）．

その他，臨床上重篤な副作用は認められなかった．

考　　察

Org5187は，　Organon社（オランダ）で開発され

表3　一般臨床検査項目の内服前後の推移（その1）

　　　　　　　　（mean±SE）

検査項目 単　　位 control　cycle treated　cycle 有意差注）
血液一一般

白血球数 ×1〔〕3
5．214±0。221 5，062±0．357 NS

赤血球数 ×104 422．4±11．08 417．6±7，37 NS
血色素量 9／dl 12．6±0．23 12．8±0．22 NS
ヘマトクリット ％ 38．3±0．78 37．9±0．67 NS
血小板数 ×103 251．7±11．29 247．8±16．42 NS

血液生化学

GOT u 13．8±1．67 15．4±0．84 NS
GPT u 9．3±0．80 10．5±1．45 NS
AI－P u 65，3±7．70 64．1±4．00 NS
ZTT u 8．60±0．838 7．74±O．829 p〈0．01

LDH Iu／1 359．9±13．72 366．5士16．21 NS
総ビリルビン mg／dl 0，81±0．083 0．58±0．059 p〈0．01

BUN mg／dl 9．3±1．97 14．5±2．02 p〈0．01

creatinine mg／d1 0．7±0．03 0．6±0．02 NS
Na mEq／1 137．9±0．97 138．8±0．41 NS
K mEq／1 3．9±0．12 4．1土0．14 NS
C1 mEq／1 102．6±O．86 103．9＋0．74 NS
Ca mEq／1 9．1±0．14 9。2±0．10 NS

注）有意差検定は，paired　t－testにて行なった。

NS：not　significant
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た合成黄体ホルモン作用物質であるdesogestrel

150μgと合成卵胞ホルモン作用物質であるethinyles－

tradiol　30μgを含む低用量の経口避妊薬である．

　Desogestrel（図3）は速やかに3－keto　desogestrel

に代謝され，これが強力なprogesterone様活性を持

ち，estrogenicな作用はほとんどなく，またan－

drogenic作用は弱い．そのprogesterone様作用のた

め，経口単独投与すると家兎’）およびヒト2）において

排卵を抑制する．また，家兎の受精能を抑制し1），ヒ

トの頸管粘液の粘性を低下させ，精子通過性を抑制

する2）ことから経口避妊薬への臨床応用に用いられて

いる．一方，ethinylestradiol（図3）は，経口投与

で有効な卵胞ホルモンで，経口投与ではestradiolの

数倍の効力がある31．これらの合剤であるOrg5187は，

1986年現在，世界37ヵ国において承認，発売されて

いる薬剤であるが，日本人婦人を対象とした臨床薬

力学的検討は報告されていない．

　今回の結果から，Org5187内服中のLH，　FSH，

E2，　Pは排卵群，無排卵群ともに低値となっており，

排卵は認められなかった（図1，2）．すなわち，Org5187

（55）55

は下垂体，卵巣機能を完全に抑制していた．

　また，cortisolは本剤内服後に有意に上昇していた

が，Meulenbergらによる同様の臨床試験でも同じ結

果が得られている4），彼らによると，totalのcortisoI

はethinylestradiolの作用によるCBG（cortisol

binding　globulin）の上昇によるとしている．

　しかし遊離cortisolも上昇するとしている．この

上昇については採血時間が午前9：00～9：30であり，

日内変動するcortisolの早朝ピークのシフトによる

ものか，Org5187中のethinylestradio1の持つ下垂体

と標的器官に対する抗糖質corticoid作用であると推

論している。

　DHES－Sは内服によって有意に減少したがHaefeli

ら5）の報告でも同様の現象が述べられており，彼らは

Org5187がmetabolic　clearance　rateに影響してい

ると推論している．

　また，レニン活性はOrg5187によって影響は受け

なかった．以上のようにOrg5187は，副腎機能の検

査値にある程度の影響を与えるものの，今回の症例

の中には臨床的にその徴候がみられた例は認められ

表3　　・般臨床検査項目の内服前後の推移（その2）

　　　　　　　　（mean±SE）

検査項目 単　　位 control　cycle treated　cycle 有意差注）

血清蛋自

SHBG nmol／1 55．9±8．09 162．6±15．92 P〈0．Ol

ceruloPlasmin mg／dl 22．70±1．520 40．31±1．808 P＜0．Ol

副腎，腎機能

cortisol μ9／dl 12，52±1．456 26．10±3．996 p〈0．05

DHEA－S ng／m1 2206．0±671．46 1652．0±605．14 P〈0．Ol

レニン活性 119／ml／hr 4．1±124 2．8±0．60 NS
甲状腺機能

TSH μ9／dl 1．31±0．97 1．11±0．88 NS
Free　T3 ng／d1 3．5±025 3．3±0．08 NS
血液凝固機能

プロトロンビン時間　　　　　秒 13．0±0。52 11．7±0．12 NS
fibrinogen mg／dl 224．4土21．24 259、7±13．37 NS
antithrombin　III ％ 24．6±1」7 23．8±0．73 NS
プラスミノーゲン ％ 100．3±5．71 136．4±5．56 P＜0．Ol

糖

空腹時血糖 mg／dI 88，3±2．62 86．5±1．95 NS
insulin μU／ml 5．6±1．21 6．0±0．89 NS

注）有意差検定は，paired　t－testにて行なった。

　　NS二not　significant
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なかった．

　甲状線機能は，本剤内服によって影響を受けなか

った．

　凝固線溶系の検査値の中でプラスミノーゲンは

100．3±5．71％から136．4±5、56％と正常値上限を

越え有意に上昇した．この上昇はOrg5187を含む他

の経口避妊薬でも認められている6）．しかし他のプロ

トロンビン時間，fibrinogen，　antithrombin　IIIは影

響を受けなかった．

　血清蛋白のうち，SHBGは平均値で約3倍に増加

していた．Haefeliら5）も同様の傾向を指摘しており，

このSHBGの上昇は，　ethinylestradiolによるもの

と推定している．SHBGの上昇は，遊離テストステ

ロンを低下させ，androgen－estrogenのバランスを良

い方向に保つため，内服によって座瘡，脂漏，多毛

などの症状を改善する5｝．また，黄体ホルモンとして

Org5187に用いられているdesogestre1はlevonor－

gestrelと異なり，ethinylestradiolの持つSHBG上

昇作用を妨げないので，よりandrogen作用は抑えら

れるとしている5）．一方，ceruloplasminも内服によ

って増加したが，この作用もethinylestradio1による

ものと考えられる7）．

　血液一般（白血球数，赤血球数，血色素量，ヘマ

トクリット値、血小板数〉，creatinineおよび電解質

（Na，　K，　Cl，　Ca）はOrg5187内服によって影響を

うけなかった．肝機能は，ZTT，総ビリルビン値が

内服後に有意に低下し，またBUNは上昇したが，い

ずれも正常範囲内の変化にとどまり臨床的に問題と

はならなかった．

　自覚的な副作用では（表1），両側乳房痛，情緒不

安定（以上症例NM．），軽度全身倦怠感（症例S．E．）

を訴えた例があったが，いずれも日常生活に支障は

なく，内服を継続できた．これらの自覚症状に加え

頭痛，吐気，轡症状などが経口避妊薬内服時にしば

しば発現するが，この様な症状は投与1周期目にも

っとも多く発現し，服用を続けるにつれて発現率は

低下するとされている8）．

　他覚的な副作用では（表1），8例中5例（62．5％）

に点状出血が認められた（排卵群6例中4例，無排

卵群2例中1例）．この発現率は，他国の集積結果8）

（第1周期目の点状出血発現率14．5％）と比べて高

値となっているが，症例数が少ないため日本人に特

有の現象かどうかは，今回の試験からは判断できず，

今後の臨床試験の結果を待たなければならない．

a）desogestrei

　構造式

H2C

OH

”－ C≡GH

分子式　C22H3。0

分子量　310．5

融点：165－173

性状：白色、結晶性粉末

化学名：（＋）－1　7α一ethinyl－18－methyl－11－methylene－4－estren－1　7．ol

b）ethinylestradioI

　　構造式

HO

CECH

　OH

分子式　C2。H2qO2

分子量　296．4

融点：181　一一　185

性状：白色又は淡黄白色の
　　　　結晶性粉末

化学名：19－nor－1　7α一pregna－1，3，5（10）trien－20－yne－3，17β一dioi

図3　Desogestelおよびethinylestradiolの構造式と化学名
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　　今後さらに症例数，

経口避i妊薬の安全性，

たれる．

（謝辞：コ

石川　他

投与周期数を増やした低用量

有用性の臨床検査の結果が待

　　　　　　A回の臨床試験に使用したOrg5187を，提供

して頂いた日本オルガノン株式会社に感謝いたしま

す。）
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Clinical　pharamacodynamic　studies
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　　　　　　　　oral　contraceptive．

　　　　Akira　Yazim寧，　Hiroshi　Hosiai牌，

Takao　Fukaya絆and　Motoharu　Isikawa串串＊

Department　of　obstetrics　and　Gynecology，

　　Keiou　University，　School　of　Medicine
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ホ：OrganiZing　managerS，
＊＊

：managers，
＊＊＊ ：the　author　ln　charge．

　Org5187　　（desogestrel　150μ9十ethinylestradiol

30μg）was　administered　orally　to　eight　healthy

Japanese　female　volunteers　tQ　evaluate　its　phar－

macodynamic　features　and　its　safety．　Pituitary－

ovarian　axis（LH，　FSH，　E2，　P），　serum　proteins

（SHBG，　ceruloplasmin），　adrenal　function（cortisol，

DHEA－S，　renin　activity），　thyroid　function（free　t3，

TSH）and　general　clinical　examination　ware
evaluated　through　control　cycle　and　sequential

treated　cycle　in　which　volunteers　had　Org51870ne

tablet　a　day　for　twenty　one　days．　During　control

cycle，　six　volunteers　had　ovulatory　cycle　and　two

had　anovulatory　one．　Compared　with　control　cycle．

LH，　FSH，　E2　and　P　were　suppressed　completely　in

treated　cycle．　SHBG，　ceruloplasmin　and　cortisol

were　increased，　and　DHEA－S　was　decreased，　re－

spectively．　As　for　thyroid　function（free－T3　and

TSH）and　renin　activity　were　not　effected　by

Org5187．　Ovulation　was　completely　suppressed　dur－

ing　treated　cycle　in　both　ovulatory　and　anovulatory

volunteers．　Spotting　were　observed　in　5　cases　in

treated　cycle，　but　there　was　no　major　side　effect

during　treated　cycle．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年7月20日特掲）

Department　of　obstetrics　and　Gynecology，

Tohoku　University，　School　of　Medicine，

　　　　　　　　　　Sendai　980，　Japan
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　danazol（DZと略）のターゲッティング療法を考える目的で，減菌水100　mlにhydroxypropylcel－

1ulosum（HPCと略）2．5gを添加し，十分に撹挫混和後，　DZ　50　mg／gを添加，溶解し，2，5％HPC－DZ

ゼリーを作製し，以下の実験を行った．

　6週齢のCrj；CD（SD）系雌ラットおよび日本白色種雌ウサギ（体重約3kg）を麻酔下で開腹し，

子宮腔内にHPC－DZゼリー（DZ　30　mg／kg）を単回注射により投与した．その結果，ラットでは投与

後DZは血中に4日目で1．6±1．6ng／ml，8日目で4．2±0．5ng／ml検出された．一方，ウサギでは投

与後血中に1日目で30．5±5，9　ng／ml，2日目で18．4±3．1ng／ml，4日目で4，6±2．3ng／mL　6日目

で1．2±1．2ng／m1であり，投与後8日目には全くDZは検出されなかった．また，いずれの群におい

ても，子宮，卵巣について組織学的検索を行ったが，炎症，変性などの所見は全く認められなかった．

また，HPC－DZゼリーをラット腹腔内に投与しても全身状態，腹腔内肉眼所見上，全く異常は認めら

れなかった．以上，今回，HPCをキャリアーとしてHPC－DZゼリーを作製し，薬物毒性，子宮卵巣へ

の影響，血中へのDZの移行について基礎的検討を行った．今後，この種の基剤が内膜症の局所療法に

臨床応用できることを期待する．　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，36（1），58－62，1991）

緒　言

　17α・ethynyl　testosteroneの誘導体であるdanazo1

（DZと略）は抗ゴナドトロピン作用を有し，また種々

の卵巣ステロイド産生酵素活性を阻害する1）．そして，

この様な作用機序に基づいて，すでに子宮内膜症に

対する有効な治療薬として広く臨床的に使用されて

いる．しかし，子宮内膜症の中でも卵巣内膜症（い

わゆるチョコレート嚢腫）の症例や，内膜症の密接

な関連疾患として考えられる子宮腺筋症や子宮筋腫
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では，通常のDZ経口投与量では効果の乏しい場合も

あり，治療効果を上げるには投与量が多くなる傾向

は否めず，副作用の発現を抑える為に一層の注意が

必要となる，すなわち，DZの投与量が多くなると，

このステロイドのもつ蛋白同化作用により，極く少

数ではあるが，体重増加や座瘡，肝機能異常などが

認められる場合もあり，治療中に止むなく休薬を強

いられることがある．

　一方，近年の研究報告1・2）によれば，DZの作用は中

枢系や卵巣系を介する以外に，子宮内膜への直接効

果が主であるとする意見も多く，今後DZによる内膜

症や筋腫病変部への局所投与の可能性についても検

索をすすめてゆかなくてはならない．そこで，今回，

DZのターゲッティング療法ともいうべき1つのprelim－

inaryな実験として，主薬（DZ）のキャリアーとし

て最も適当と考えられるhydroxypropylcellulosum

（HPCと略；Fig　1）に着目し，　HPc－Dzゼリーを新

たに作製したので，その薬物動態を中心に基礎的成

果につき報告する．

実験材料および方法

（59）59

［1］HPC・DZゼリーの作製

　減菌水100mlにHPC　2．59を添加し，十分に撹拝

混和後，DZ　50　mg／gを添加，溶解後，　DZ含有2．5％

HPCゼリー（HPC－DZゼリー）を作製した．作製し

たゼリーはガス減菌して実験に使用した．

［2］HPC－DZゼリーのラット，ウサギ子宮腔内へ

　　　の投与

H　　　o

　CH20R

゜t

一
｛一晦・．≧1

Fig．1The　chemical　structure　of　hydroxypropylcel．

　　　lulosum（HPC）

Table．1　Body　weight（g）of　rat

Group Animal　No． dayO day　4 day　8 Anatomico－pathological　finding

Control 1 144 160 一
normal

2 140 170 一
hypertrophy　of　rt－ovary

3 154 166 norma1

11 160 172 180 norma1

12 154 170 182 norma1

13 152 168 180 normal

mean±SE 151±3 168±2 181±1

Base 4 136 156 一
normal

5 165 174 一
normal

6 170 184 一
normal

14 156 168 180 normal

15 160 158 163 norma1

16 156 166 188 normal

mean±SE 157±5 168±4 177±7

2．5％DZ 7 150 160 一
normal

8 164 178 一
normal

9 145 160 一
normal

17 136 156 160 normal

18 155 170 185 normal

19 152 166 184 norma1

mean±SE 150±4 165±3 176±8

Control：operation　alone　without　administration　of　HPC　or　HPC－DZ　jelly

　Base：administration　of　HPC　jelly

2．5％DZ：administration　of　2．5％HPC－DZ　jelly
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　（1）HPC－DZゼリーのラット子宮に及ぼす影響

　ラットは生後6週齢のCrj：CD（SD）系雌ラット

を選び，あらかじめ膣スメアにて性周期が4日であ

ることを確認した上で使用した．先ず，性周期が休

止期のラットをエーテル麻酔下で開腹し，HPC－DZゼ

リー（DZ　30　mg／kg）を注射により子宮腔内に投与

し，4日間ないし8日間全身状態を観察した．ラッ

トは観察期間終了後断頭し，採血後速やかに子宮及

び卵巣を摘出した．血液は血漿に分離しDZ濃度を測

定した．また，子宮，卵巣は湿重量を測定後，10％

中性緩衝ホルマリンにて固定し，鏡検にて組織学的

に検索した．尚，コントロールには，開腹し，投与

操作のみを施行した群と，DZ非含有HPCゼリー

（HPCゼリーと略）のみを投与した群について検討

した．

　（2）HPC－DZゼリーのラット腹腔内投与による刺

　　　激性の検討

　6週齢のCrj：CD（SD）系雌ラットにHPC－DZゼ

リー（DZ　30　mg／kg）あるいはHPCゼリーを単回

腹腔内に投与し，7日間一般症状を観察した．また

観察期間終了後にラットは解剖し，腹腔臓器の癒着

及び炎症の程度を肉眼的に観察した．

　（3）HPC－DZゼリーのウサギ子宮腔内投与後の血

　　　漿中DZ濃度の推移

　日本白色種雌ウサギ（体重約3kg）をペントバル

ビタール麻酔下で開腹，注射針を用いてHPC－DZゼ

リー（DZ　30　mg／kg）を了一宮腔内に投与し，投与後

1，2，4，6，8日目に耳静脈より採血し，血漿中の

DZ濃度を測定した．

実験成績

［1］HPGDZゼリーをラット子宮腔内に投与した

　　　結果

　（1）一般症状

　HPC－DZゼリー投与群及びHPCゼリー投与群のい

ずれにおいても，特に変化は観察されなかった．

　（2＞体重推移

　HPC－DZゼリー及びHPCゼリー投与群のいずれに

おいても，投与後順調に体重は増加し，薬物投与に

よる影響は認められなかった．（Table　1）

　（3）解剖及び組織学的所見

　HPC－DZゼリーを子宮腔内投与後，4日間及び8

日間観察群のいずれも、薬斉il投与による影響は認め

られなかった．また観察期間終了後に摘出した子宮

及び卵巣について，両群共HE染色による組織学的

検索を行ったが，いずれの群も炎症，変性などの異

常所見は観察されなかった．

　（4）子宮及び卵巣重量

　HPC－DZゼリー投与によると考えられる影響は認

められなかった．なお4日間観察群において，HPC－DZ

ゼリー及びHPCゼリーいずれの投与群においても増

加が観察されたが，片側のみであり，両群を比較し

Table　2．　Absolute　organ　weight（mg）of　rat

Observation　period

Group 4days 8days

Animal　No， UterUS Ovary　L Ovary　R Animal　No． UterUS Ovary　L Ovary　R

Contro1 123 214

393

382

19

15

19

20

45

23

11

12

13

255

259

281

30

24

30

28

23

27

mean±SE 330±58 18±1 29±8 mearl±SE 265±8 28±2 26±2

Base 456 213

394

410

20

30

28

28

34

28

14

15

16

301

527

357

32

31

25

41

29

20

mean±SE 339±63 26±3 30±2 mean±SE 395±68 29±2 30±6

2．5％DZ
789 249

454

262

20

31

24

14

27

21

17

18

19

447

256

437

33

27

33

42

36

26

mean±SE 322±66 25±3 21±4 mean土SE 380±62 31±2 35±5

Control：operation　alone　without　administration　of　HPC　or　HPC・DZ　jelly

　Base：administration　of　HPC　jelly

2．5％DZ：administration　of　2．5％HPGDZ　jelly
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ても差は認められなかった．（Table　2）

　⑤血漿中DZ濃度について
　4日間観察群では1／3例，8日間観察群では3／3例

に観察期間終了直後に血漿中にDZが微量検出され

た．（Table　3）

［2］HPC－DZゼリーをラット腹腔内に投与した結

　　　果

　HPC－DZゼリーあるいはHPCゼリーをラット腹腔

内に投与したいずれの群も，投与後7日間，一般症

状に変化はなく，体重増加も順調であった．投与後

7日間の解剖所見ではHPGDZゼリー投与群におい

て，脂肪組織に薬物と思われる白色物質の付着がみ

られた以外に，異常は認められなかった．またHPC

ゼリーのみ投与群では何ら変化は認められなかった．

［3］HPC－DZゼリーのウサギ子宮腔内投与後の血

　　　漿中DZ濃度の推移について

　HPGDZゼリーをウサギ子宮腔内に投与後，血漿

中DZ濃度は投与1日目に約30　ng／mlに達したが，

以後徐々に減少し，投与6日目には検出限界以下と

なった．（Table　4）

考　　察

DZは子宮内膜症の治療薬として臨床的に広く使用

されている．しかし，卵巣のチョコレート嚢腫のよ

うに深在性の内膜症に対しては，従来のDZ経口によ

る全身投与の場合，高用量，長期間に及ぶことも多

く，副作用の面に一層の注意を払わなくてはならな

い．

Table　3，　Plasma　DZ　concentration（ng／ml）in　rat

Observation　period

Animal　No． 4days Animal　No． 8days
789 4．7

ND
ND

17

18

19

3．3

4．2

5．1

mean±SE 1．6±1．6 mean士SE 4．2±O．5

ND；not　detected
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　一方，最近の診療において，診断法としての腹腔

鏡検査を使用することが多くなり，中でもかなりの

頻度で内膜症が発見され，腹腔鏡下での薬物の罹患

部局所への投与を試みる機会も多くなっている．し

かも，DZには子宮内膜への直接作用が強く，その使

用により，内膜症病変が治癒されるとの説1・2）もあり，

このようなDZの局所投与は理想的とも考えられる．

このDZによる子宮局所療法については，最近，五十

嵐3）はDZが内膜症に奏効するには，中枢抑制は不要

であり，DZが内膜症組織に直接作用して萎縮させる

ことを，子宮腺筋症の不妊婦人の子宮腔内にDZ（2

－－ 3．5g）を含有するsilasticなT型IUDを4ケ月間

挿入し，その効果より明らかにしている．DZ含有IUD

を挿入後，ダグラス内膜症は7　一一　78日の平均29．4日

で萎縮を開始し，萎縮の認められなかったものは2

例のみで，94．4％に有効であった．またDZの4か

月間経口療法無効例14例中，7例がDZ含有IUD

挿入中に妊娠し，6例が内膜症の萎縮を認めたこと

は注目に値する．しかも，このDZのIUD装着中に

副作用はなかったと報告している．

　一方，田島ら4）は卵巣チョコレート嚢腫に対して，

嚢胞穿刺し，排液後，DZのエタノール溶解液（10　mg／

ml）を注入し，妊娠率の向上したことを報告してい

る．しかし，エタノールのみ注入しても6例全例が

排卵し，3例の妊娠の成立をみた為，DZによる直接

効果か否かについては証明できなかったと言及して

いる．

　我々はかねてより，子宮筋腫や子宮腺筋症局所で

のエストロゲン産生能（アロマターゼ活性並びにエ

ストロンスルファターゼ活性）が充進していること

を報告しており5・6｝，DZがこれらの酵素活性に対して

10“5M以上の濃度で濃度依存性に抑制効果を示すこ

とを明らかにしている．しかし，DZは通常の400　mg／

日投与した場合，血中濃度は10－6M程度ともいわれ，

DZの局所投与も併用してゆくことが望ましいと考え

ている．

　今回，内膜症罹患部へのDZのターゲッティング療

Table　4．　Plasma　DZ　concentration（ng／’ml）in　rabbit

Observation　period（day）Animal

　No． pre 1 2 4 6 8

ND
ND
ND

25．8

42．3

23．5

／7．6

24．2

13．5

ND
7．3

6．0

ND
3．5

ND

ND
ND
ND

mean±SE 0 30．5±5．9 18．4±3．1 4．6±2．3 1，2±1．2 0

ND；not　detected
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法に着目してみた．すなわち，病変部でDZの効果を

最大限に発揮させ，副作用を最小限に抑える為に，

DZのキャリアーとして，hydroxypropylcellulosum

（HPC）を選び，　HPC－DZゼリーを作製した．　HPC

は日本薬局方にも収載されており，天然の繊維系セ

ルロースに化学的に手を加えたセルロース誘導体で

ある．しかも，目的とする患部に薬剤を正確に配送

し，そこで徐々に効果を発揮させるが，それ自体は

無味，無臭であり，薬理効果はない．すなわち，HPC

にはキャリアーとして最適な3つの大きな特徴であ

る粘膜付着性，局所被覆性，徐放性のいずれの性質

も有している．このような性質をもつHPCは，分子

構造は長い鎖状になっている為，その溶液は一般に

高い粘度を示し，腹腔鏡下で薬剤を投与することも

可能である．しかも化学的に不活性であり，生体内

では無害である．現在このような性質を利用して口

腔外科をはじめ臨床的に広く試みられており，8吟後

婦人科領域でも考慮されよう．

謝 辞

　今回の研究に際し，御協力して頂きました東京田

辺製薬並びに京都府立医科大学附属病院薬剤部に対

し感謝致します．

文 献

1）武谷雄二，水野正彦：danazolの子宮内膜組織へ

　　の直接効果，産と婦，52：1363，1985

2）Rock，　J．　A．　and　SchwepPe，　K．　W．：Recent

　　advances　in　the　management　of　endometriosis，

　　The　Parthenon　Publishing　Group，1988

3）五十嵐正雄：子冨内膜症の新しい治療法，タナゾ

　　ールの局所療法の効果と作用機序，日不妊会誌，

　　34：598，　1989

4）田島達矢，高野　昇，上杉健哲，山賀明弘，田中

　　尚武：子宮内膜症性不妊に対する局所薬物療法に

　　関する臨床的検討，日不妊会誌，34：597，1989
5）Urabe，　M．，　Yamamoto，　T．，　Kitawaki，　J．，　Honjo，

　　H．and　Okada，　H．：Estrogen　biosynthesis　in

　　human　uterine　adenomyosis，　Acta　Endo－

　　crinologica（Copenh．）．，121：259，1989

6）山本　宝，卜部　諭，本庄英雄，北脇　城，岡出

　　弘二：danazo1による子宮筋腫及び腺筋症組織中

　　estrone　sulfatase活性の阻害効果について，医学

　　のあゆみ，152：671，1990

日不妊会誌　36巻1号

7）Williams，　T．　A．，　Edelson，　J．　and　Ross，　R．　W．　Jr．：

　　Aradioimmunoassay　for　danazol，　Steroid，31：

　　205，1978

8）上田公介，増井靖彦，岡村武彦，大田黒和生，井

　　上和彦1膀胱腫瘍に対する粘膜付着性抗癌剤の研

　　究，日泌尿会誌，79：44，1988

　　　　Drug　delivery　of

hydroxypropylcellulosum　jelly

for　drug　delivery　of　danazol

　　　in　rats　and　rabbits

Takara　Yamamoto，　Yosuke　Ohno，

　　Jo　Kitawaki，　Mamoru　Urabe

Massaki　Fukuoka，　Takaya　Tamura，

　　Hideo　Honj　o，　Hiroji　Okada

　　　　and　Shinji　Fushiki

　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　2and　Department　of　Pathology，

　　Kyoto　Prefectural　University　of　Medicine，

　　　　　　　　Kyoto　602，　Japan

　We　evaluated　the　usefulness　of　hydroxypropyl－

cellulosum（HPC）jelly　as　a　delivery　system　for

danazo1（DZ）in　rats　and　rabbits．　The　jelly　was

prepared　by　mixing　2．5　g　of　HPC　with　lOO　ml　of

sterilized　water　to　which　50　mg／g　of　DZ　was　added．

2．5％HPC－DZ　jelly　was　sterilized　and　used　in　the

following　experiments．

　Six　week－old　female　rats　and　adult　female　rab－

bits　underwent　laparotomy　under　anesthesia，　and

HPC・DZ　jelly（DZ　concentration，30　mg／kg）was

applied　to　the　uterine　cavities．　The　serum　DZ　con・

centration　on　Day　4　was　1．6±1．6　ng／ml　and　on　Day

8it　was　4．2±O．5　ng／ml．　In　rabbits，　the　serum　DZ

concentration　on　Days　1，2，4and　6　was　30．5±5．9，18．

4±3．1，4．6±2．3and　1．2±1．2　ng／ml，　respectively．　No

pathological　changes　were　noted　in　the　uterine　and

ovarian　tissues　following　application　of　HPC－DZ

jelly．

　These　findings　indicated　that　only　a　small

amount　of　DZ　entered　the　blood　for　8　days　after　its

administration．

　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年3月7日）
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　過去7年間に当科不妊外来を受診した子宮頚管粘液分泌不全の治療成績について検討した．不妊期

間2年以上の症例は1479例で，このうちInslerの頚管粘液スコアが5点未満の症例は112例で，不妊

夫婦の7．6％であった．

　この112例のうち77例に各種治療を行なった．投与した薬剤はestriol，　conjugated　estrogen，　bromo－

criptine，　sexovid，　hMGなどである．　AIHを施行した症例もある。

　75例に数種の薬剤投与（計114例）を行なったがInslerスコアから有効であったと判定したのはhMG

療法で57．1％と最も良く，以下bromocriptine，　estriol，　conjugated　estrogenのll頃で，平均有効率は

41．2％であった．

　22例が妊娠し，妊娠率は19．3％であった．また有効例中の妊娠率は46．9％であった．

　35例は無治療であったが5例（14．3％〉が妊娠した．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．Fertil．　Steril．，36（1），63　一　68，1991）

緒　　言

　不妊症における頚管因子の割合は5％1｝，2～82｝

％などであり，それほど高くはない．そのためか頚

管因子に対する関心は比較的薄い。しかし子宮頚管

は受精現象において精子の通過経路であるという意

義ばかりではなく，種々の機能を持っている，

　すなわち，1＞頚管粘液は排卵期を中心として，

その性状を変えて精子通過を容易にし，かつ至適な

精子を選別する．2）精子にcapacitationを起こさ

せる．3）精子をcervical　crypts（腺窩）内に貯蔵

し持続的に放出する．4）頚管粘液中に種々の免疫

グロブリンが認められ精子に対する免疫応答の場と

なる．などの積極的な機能も果たしている．

　不妊症における頚管因子の大部分は頚管粘液分泌

不全が原因となっているが，粘液分泌不全の原因，

治療など未だ不明の部分が多く残されている．

　今回，頚管因子のうち粘液分泌不全が原因と思わ

れる不妊症症例について各種薬剤の粘液不全に対す

る治療効果について検討した．

対象および方法

　　　　　　　　対　　象

1982年1月より1988年12月までの満7年間に当



64〔64） 頚管粘液分泌不全の治療

科不妊症外来を受診した不妊期間満2年以上の患者

を対象とした．これら症例中から排卵・卯管・子宮・

男性などに不妊因子は認めず，頚管因子が主たる不

妊因子と考えられた症例は112例であり，これを対

象として各種薬剤の頚管粘液分泌不全に対する効果

を検討した．

　頚管粘液分泌不全の診断はInslerの頚管粘液スコ

ア3）（表1）を用い，スコアーが5点未満の症例とし

表1　頸管粘液スコア3）

l　Amount

　　　　O＝0

　　　　1ニ0．lm1

　　　　2＝0．2ml

　　　　3＝0．3ml　or　more

2　Spinnbarkeit

　　　　O；〈1cm

　　　　1＝1～4cm
　　　　2＝5～8cm
　　　　3＝≧9cm
3　Ferning（Crystallization）

　　　　0＝No　crystallization

　　　　1＝Atypical　fern　formation

　　　　2＝Primary　and　secondary　stems

　　　　3＝Tertiary　and　quarternary　stems

た．

方　　法

日不妊会誌　36巻1号

　各種薬剤の投与方法は原則として月経5日目より

投与を開始し，排卯直後に投与を中止した．

　投与薬剤は（A）Estrogen（Estriol，　conjugated

estrogen，　mestranol），（B）Bromocriptine，（C）

Sexovid，（D）Gonadotropin（hMG・hCG）などであ
る，

　基本的には（A），（B）を第一選択として用い，

これらが無効の場合（C），（D）を用いた．さらに

（C），（D）も無効の場合は洗浄精子を用いたAIHも

施行した．

　効果判定はInslerの頚管粘液スコアが5点以上と

なった場合に有効とした．また2～3周期間の投与

でInslerスコアが5点未満の場合は無効として他剤

に変更した．

成　　績

　1．頚管因子の頻度

　1982～1988年の7年間に不妊外来を受診した2年

以上不妊の患者数は1479例で，このうち粘液分泌不

全の症例は112例（7．6％）であった．

　2．既往妊娠の有無

　分泌不全の112例の症例中妊娠の既往のあったも

表2　当科における頸管粘液分泌不全に対する各種薬剤の成績

投与例 有効例
有効率

（％） 妊娠例
投与例に対する
妊娠率（％）

有効例に対する
妊娠率（％）

estriol

conjugated　estrogen

bromocriptine

mestranol

54

　7

13

　／

21

　3

　7

　1

38．9

42．9

53．8

100

9321

16．7

42．9

15．4

100

42．9

100

28．6

100

計 75 32 42．7 15 20．0 46．9

表3　当科における頸管粘液分泌不全に対する成績

治　療　法 投与剤 有効例
有効率

（％）
妊娠例

投与例に対する
妊娠率（％）

有効例に対する
妊娠率（％）

estriol 56 22 39．3 10 17．9 45．5

conjugated　estrogen 18 5 27．8 4 22．2 80．0
bromocriptine 17 9 52．9 4 23．5 44．4
sexovid 5 0 0 0 O 0

HMG 14 8 57．1 1 7．1 12．5

AIH 5 2 40．0 2 40．0 100
mestrallo1 1 1 100 1 100 100

114 47 41．2 22 19．3 44．4
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のは7例であり，分泌不全の6．3％であった．

　3．各種薬剤の効果

　治療を行なった症例は112例中77例であり，その

方法は表2に示した．このうちAIH　2例を除く75例

に各種薬剤による治療を行なった．薬剤投与を行な

ったのは75例に数種類であり，薬剤別では114例で

あった（表3，図1）．このうち妊娠したのはAIHを

含めた治療例77例中の22例（28．6％）と，無治療

例35例中の5例（14．3％）であった（表2，3）．

各種薬剤の効果を検討する（表3）と（A）Estriol

（1～2mg／day）投与例は56例で頚管粘液スコアが

5点以上になったのは22例（39．3％），うち10例（有

効例の45．5％）が妊娠した．Conjugated　estrogen

（1．25　一一　2．5　mg／dav）投与で有効であったのは18例

中5例（27．8％〉で4例（有効例の80％）に妊娠が

認められた．Mestranol（40γ／day）は早期排卵で頚

管因子を合併した1症例に投与し妊娠に成功した．

（B）B，。m。・・ipti・・（1．25～5．0・mg／d・y）は17例

（65）65

に投与し有効例は9例（52．9％）で4例（有効例の

44．4％）の妊娠を認めた．（C）SexovidはEstriol，

conjugated　estrogenなどの無効例5例に投与した

が，粘液不全の改善を認めず妊娠例もなかった．（D）

Gonadotropin（hMG；75　・一　150単位／day連日ある

いは隔日投与）は（A），（B）が無効であった症例

を中心として投与した．14例中8例（57．1％〉は粘

液スコアが増加し，その内1例（有効例の12．5％）

が妊娠した．残り6例は無効で，このうち3例は洗

浄精子によるAIHを併用し2例が妊娠した．（E）

AIH単独：洗浄精子によるAIHのみ施行した症例は

子宮頚癌0期で子宮頚部円錐切除をした症例の2例

であったが妊娠例は認めなかった．（F＞無処置例；

112例中，E記の薬剤投与もせずAIHも施行せず，

無処置のままであった症例は35例で，この内5例

（14．3％）が自然妊娠した（表2，3，図1）．

嘱 鷺∴〔瓢鑓：∴競！鵠

一・・〈：Xl：L－＜購、1，

・・〔1 く：鋤

：紙∴：嚇1＿《臨畷瓢＿〈：1一

b・・m・c・・p・・ne（1＜
有効（7）②

無効（・・一一・1（・・ 〈

mes・・an・1（1・＜鵜（1）①

有効（1）①

　）－sexevid　（　1） く二』1）く欝1）①

AIHのみ… く
有効

無効（2）
0内は妊娠例数

図1　当科における頚管粘液分泌不全に対する各種薬剤の投与順序とその成績
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考　　案

　不妊症における頚管因子の占める割合はあまり高

くはない，5％1），2～8％2）といわれているが30％

という報告4）も見られる．今回の検討では当科におい

ては7．6％であり，諸家の報告と一致した．

　この頚管因子のうち頚管粘液分泌不全によるもの

が大部分を占め，その指標としてInslerの頚管粘液

スコア3）が用いられている．頚管粘液は月経周期に伴

い，質的にも量的にも大きく変動するが，この変動

は主に卵胞から分泌されるエストロゲン，特にエス

トリオールによって起こる．すなわち子宮頚管腺に

エストリオールが作用し粘液の分泌を刺激する，し

たがって頚管粘液分泌不全の症例ではエストロゲン

濃度が低いために頚管腺が十分に刺激されないこと

が考えられる．

　この頚管粘液分泌不全と血中エストロゲン濃度に

関しては杉田らの報告5）があり，頚管粘液分泌正常例

と異常例との間には血中エストロゲン濃度に有意差

はなかったとしている．そして分泌異常の原因とし

て頚管腺の形態異常によるものと頚管腺のエストロ

ゲンに対する反応性の異常によるものと分類してい

る．しかし桧垣ら6）は粘液分泌量と血中エストロゲン

濃度とは相関するとし，血中エストロゲンや各種薬

剤（エストロゲン，hMGなど）に対する頚管粘液や

頚管腺の形態学的変化から，頚管粘液分泌不全の原

因を（1）エストロゲン不足群，〈2）頚管腺のエス

トロゲンに対する感受性低下群，（3）エストロゲン

に対する反応性低下群，と3群に分類した．これら

の報告はいずれも血中エストロゲンを高めても頚管

粘液分泌が改善しない症例の存在を認め，その原因

として頚管腺のエストロゲン・レセプターの関与を

推定している．Abuzeidら7）も頚管粘液分泌不全の症

例に頚管腺のエストロゲン・レセプターの不足が原

因するものがあると報告し，Soto－Alborsら2）もcon－

jugated　equine　estrogen　（CEE）に反応しない症例で

は頚管腺の解剖学的異常やエストロゲン抵抗性の頚

管のいずれかであるとしている．われわれは頚管粘

液分泌不全症例の子宮頚管腺のエストロゲン・レセ

プターを免疫組織学的に検討し，頚管粘液分泌不全

症例においても必ずしもエストロゲン・レセプター

は低くはないこと，エストロゲン・レセプター陽性

であっても外来性に投与されたエストロゲンにより

頚管粘液分泌不全が改善されるとは限らないことな

どを報告8）し（図2，3），頚管粘液分泌不全の病態

解明にはさらに検討が必要であると考えている．

　この頚管粘液分泌不全に対する治療しとては一般

EFN＋1／E剛＋田→

（％）

100

正常頚管粘液症例

頚管粘液分泌不全症例

期

図2　月経周期におけるER陽性細胞の割合

ER←H／ER珀十十＋ER←→

●エストロゲン補充療法を受けなかったもの

Oエストロゲン補充療法を受けて頚管粘液改簿した
＋ERH

×エストロゲン補充療法を受けても頚管粘液改善しな

（％） たもの

100

3
：

麗

曾

70
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罰

翼
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図3　CM不全症例とエストロゲン補充療法
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には低濃度のエストロゲン剤，抗エストロゲン剤，

bromocriptine，　gonadotropin療法などがある．また

最近は洗浄精子によるAIH9），　Gamete　intrafal－

Iopian　transfer　（GIFT）やin　vitro　fertillization

（IVF）を行なうという報告2）も見られるようになった．

　ここで頚管粘液分泌不全が不妊の原因としてどれ

ほど問題となるのか再度考えてみたい．今回の症例

で妊娠の既往のあるものは6．3％であり，今回の無

治療例の妊娠率は14．3％であった．また無治療で2

回連続して妊娠した例は3例見られた．すなわち頚

管粘液分泌不全の自然妊娠率は5－一　15％であった．

Collinsら1°｝は無治療56例中の妊娠率は44％と非常

に高い成績を報告している．これらの報告などを考

えると頚管粘液分泌不全の全てが不妊の原因となる

とは言えない．しかし，今回の成績では治療例の妊

娠率は28．6％であり，各種薬剤で粘液スコアの改善

の見られた症例の46．9％が妊娠した．これは無治療

例の14．3％よりも有意に高い妊娠率であり，本症に

対する治療の意義を示している．

　分泌不全例にエストロゲン療法を行なう場合はあ

らかじめ頚管腺のエストロゲン・レセプターの有無

を検索してから症例を選ぶべきであるが，臨床上，

頚管粘液分泌不全患者全例の頚管腺エストロゲン・

レセプターを測定することは不可能であることや，

われわれの成績8）でもレセプターの有無と粘液分泌不

全の改善とは必ずしも相関しないことから，われわ

れは粘液分泌不全症例には第一一me択としてエストロ

ゲン療法を施行している．エストロゲンの投与方法

はいろいろあるが，一般には排卵を抑制しないよう

低量のエストロゲンが用いられるが，Check＆
Adelson11）は低量のエストロゲンよりも多量のエスト

ロゲンのほうがより効果的であり，多量では排卵を

抑制するので多量のエストロゲンとhMGを併用し，

34例に投与し82％にpostcoital　testの改善が認め

られ，他の治療で改善しなかった患者の56％が妊娠

し，併用療法の有効性を報告している．

　われわれはエストロゲン無効5例にセキソビット

を投与した．これはセキソビット投与によりエスト

ロゲンのうちエストリールが増加するが12｝，このエス

トリールが頚管腺に作用し粘液分泌を刺激すること

を期待して投与したが5例とも無効であった．

　一方，Bromocriptineの分泌不全症に対する使用

については小田らは13｝Clomid投与時にBromo－

criptineを併用することによりClomidの頚管粘液分

泌動態を改善することが出来たと報告し，その作用

機i序としてBromocriptineが血中プロラクチンを下

降させることにより卵胞の発育・成熟が促進しステ

ロイド産生が充進により内因性のエストロゲンが上

昇し頚管粘液の量，質の向上が起こる結果であり，

さらにBromocriptineの直接作用も考えられるとし

ている．当科でも同様の考えから頚管粘液分泌不全

の症例に本剤を投与し，52．9％に有効であり，妊娠

率は有効例の44．4％と高い妊娠率が得られた．

　Gonadotropin療法の有効性についてはSoto－

Albors2）はCEEに反応した17例にhMG（75　一一　150

u／day）を投与し14例（82．4％）の妊娠例を報告し，

hMGはCEEに反応する頚管粘液分泌不全の治療と

して有効としている．しかしCEEに反応する症例は，

それのみでも妊娠するので，われわれはCEE反応例

にgonadotropin療法を行なうのは副作用，経済性な

どから必要ないと考えている．むしろCEEに反応し

ない症例がgonadotropin療法の適応と考えており，

今回の成績もこの考えで治療した結果である．従っ

て投与対象が各種薬剤が無効であった最も難治の症

例に投与しているためか妊娠率は低かった．また

gonadotropin療法も無効の症例には洗浄精子による

AIHも試み，3例中2例が妊娠した．　Confinoら9）は

洗浄精子によるAIHにより頚管粘液分泌不全の68

％に妊娠を得たと報告している．この方法は手技の

簡便さ，経済性などから，今後試みられるべき方法

と思われる．

　頚管粘液分泌不全に対しては種々の治療法が試み

られているが，未だ満足すべき成績を得ていない．

血中ホルモンとレセプターとの関係，卵管粘液との

関係をも含めさらに検討しなければならない不妊因

子である。
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Hiroshi　Hata　and　Masatoshi　Hashimoto
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and　Gynecology　Sapporo　Medical

　　College，　SapPoro　O60，　Japan

　We　studied　the　results　of　treatment　on　patients

with　poor　cervical　mucus　who　have　visited　our

infertility　outpatient　clinic　during　the　past　7　years．

The　number　of　patients　coming　to　the　clinic　due　to

infertility　of　lnore　than　2　years　reached　1479　cases

in　these　7　years．　Among　them，1／2　cases　or　7．6％of

the　infertile　women　rated　less　than　5　points　on

InSler’S　CerViCal　mUCUS　teSt．

　Various　drug　treatments　were　conducted　on　750f

these　l　l2　patients．　The　drugs　administered　included

Estriol，　conjugated　estrogen，　bromocripine，　sexovid

and　hMG．　AIH　without　drug　therapy　was　carried

Qut　in　2　cases．

　The　best　result　evaluated　by　Insler’s　score　was

obtained　with　hMG　treatment（57ユ％）followed　by

bromocriptine，　Estriol，　conlugated　estrogen　in　this

order．　The　average　efficacy　rate　was　41．2％．

　With　220f　the　treated　patients　becoming　preg－

nant，　the　conception　rate　was　l9．3％．　The　concep－

tion　rate　of　those　with　improved　Insler’s　scores　was

46，9％．

　Though　110　treatment　was　given　to　35　patients，5

became　pregnant（14．3％）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年3月23日）
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カラードプラー法を用いた

超音波卵管疎通性検査の試み

　Evaluation　of　Fallopian　Tube

Patency　by　Ultrasonography　with

　　　　Color　Flow　Imaging

聖マリアンナ医科大学産婦人科学教室

　堀　越　裕　史
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　Masahiko　SAGA　　　Hiroshi　HAMADA
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　同　臨床検査部

永　江　　　学

Manabu　NAGAE
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St。　Marianna　University，　School　of

Medicine，　Kanagawa　213，　Japan

　画像上に，流体の存在をカラー表示する，カラードプラー法を用いた超音波卵管疎通性検査（CDTP＞

を開発し，その有用性を検討した．CDTPは，気泡を作成した生理食塩水を留置バルーンカテーテル

を用いて通水して行なった．11例の不妊症例に試み，疎通性の有無に関して子宮卵管造影法（HSG）

所見と比較して94．7％，腹腔鏡下および開腹下の色素通水法と比較して80．0％の高い一致率を得た．

HSG，腹腔鏡検査で卵管溜水腫を示した3例中2例では卵管内に反転流像が認められた．　X線被爆・

ヨード過敏症の心配がなく，簡便で，外来で反復して施行できるという，従来の超音波卵管疎通性検

査の利点に加えて，流体の方向がカラー表示され，リアルタイムで鮮明な画像が観察でき，反転流の

状態により，部位診断や卵管溜水腫の診断にも有用なことから，CDTPは卵管疎通性のスクリーニン

グ検査として，また，卵管手術後等のfollow　upの手段として有用であると思われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril，，36（1），69－76，1991）
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緒　　言

　従来，卵管疎通性検査法としては，卵管通気法，

卵管通水法、子宮卵管造影法（以下HSGと略），腹

腔鏡下あるいは開腹下の色素通水法が行われてきた．

しかし，通気法，通水法では，部位診断が不可能で

あり，HSGでは，　X線被爆やヨード過敏症の問題が

ある．また，腹腔鏡検査は，その侵襲の大きさゆえ

に頻回の再検査には不適当である．そのため，通気

法，通水法のように外来で繰り返し，簡便，安全に

施行でき，部位診断の可能な疎通性検査法として，

超音波断層法を用いた卵管通水法1』7）が試みられてき

た．

　我々も，気泡が超音波に反応しやすいことを利用

して，生理食塩水とリピオドール・ウルトラフルイ

ドとの4：1の混合液内に気泡を作成して卵管通水

を行い，超音波断層法にて観察する方法Dを試みてき

たが，この方法では，疎通性の有無に関して，HSG

所見と検討して一致率90％の結果であった．しかし，

一般に，超音波断層法を用いた卵管通水法では，コ

ントラストが不充分なため，画像が不明瞭になりや

すいという問題点があった．

　一方，カラードプラー法は，断層エコー上に血流

の存在をカラー表示し，その方向を色彩により認識

する装置で，とくに心疾患を中心とした循環器領域

に応用され，産科領域でも，すでに胎児心疾患の診

断等に応用8｝されている．カラードプラー法では，通

常，トランスデューサーに近づく血流は赤，遠ざか

る血流は青に表示され，流体のイメージングをリア

ルタイムで行なう．しかし，カラードプラー法は，

従来，ほとんど血流の認識手段としてのみ用いられ

てきており，造影剤等の外因性の液体の流れを認識

して何らかの診断に供する目的には用いられていな

い．

表1　症 例

症例　　年齢 不妊歴 通気所見 HSG所見
腹腔鏡・開腹一ド

色素通水法所見 CDTP所見

1■　30　P4年
　　通気・通水治療後

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

子宮内膜症

28

30

35

28

26

左外妊手術後

子宮内膜症

36

36

36

32

35

P　4年
S　2年

P　lO年

P　1年

S　1年

P　2年

P　2年
S　2年

S　2年
S　2年

正常型

正常型

狭窄型

痙攣型

未

痙攣型

iE常型

癒着型

正常型

正常型

正常型

1－OCC

normal

l・OCC

bil－OCC

bil・HYD

l－HYD

r－ELN

bil－PTA

　未

r－PTA

r－OCC

1－PTA

r－OCC

l・PTA

bil－PFA

r－PTA

r（＋）

r（＋）

r（＋）

1（一）

　　　　r（＋）　1（＋）

1（一）　r（＋）　1（一）

1（＋）　r（一）　1（一）

　　bil－HYD

r（＋）　1（＋）

　　bil－HYD

r－Chocolate　Cyst

r（＋）　1（一）

　　bil－PTA

r（＋）

r（＋）　1（＋＞

　　r－HYD

　　bi1－PTA

　　bil－PFA

r（＋）　　1（＋）

r（＋）　　1（＋）

未

未

子宮腔内乱流像

r（＋）　1（＋）

　　r－HYD

r（＋）　1（一）

r（＋）

r（一）　1（＋・）

　1－HYD

r（＋）　1（＋）

r（十）　 1（一ト）

r（十）　 1（十）

r（＋）　1（＋）

両側卵巣嚢腫核出術後

P　原発性　S：続発性　　　　　　OCC
r　右側　1：左側　bi1：両側　　　HYD
＋　疎通性あり　一：疎通性なし　　ELN

卵管閉塞

卯管溜水腫

卯管延長

PTA：卵管周囲癒着
PFA：卵管采周囲癒着
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　今回，我々は，リビオドールを用いずに生理食塩

水中に気泡を作成し卵管通水を行い，カラードプラ

ー法にて観察する方法（Color　Doppler　Tubal　Paten・

cy　Test．　CDTP）を試み，若干の知見を得たので報

告する．

研究方法

　対象は，聖マリアンナ医科大学病院産婦人科外来

受診中の不妊症患者で，すでに行なってあるHSG，

腹腔鏡下あるいは開腹下の色素通水法により卵管疎

通性を評価し得た11名であり，その内訳は表1のご

とくである．

　方法は，膀胱充満Fに子宮腔内にアトム社製通水

バルーンカテーテルを留置し，気泡を作成した生理

食塩水10　一一　60　mlを用手的に注入して，　f一宮腔内およ

び卵管内での流体動態をカラードプラー法にて観察

した．いずれの症例も，CDTP施行前に，白血球数・

CRP血沈値を測定し，炎症所見のないことを確認し

行なった．また，HSGにて卵管溜水腫像を示した症

例では，注入量を10ml以内に限定した．超音波診断

装置は，東芝メディカル社製カラードプラー　SSA－270－

Aを使用した．

成　　績

表1に示す11例の不妊症例に試み，疎通性の有無

撫1
・

i・寒・“・　・x

繍

1欝
鍬　　　　　一t

図1－a　HSG
治療前の左側卵管閉鎖像

に関して，HSG所見，腹腔鏡下あるいは開腹下の色

素通水法所見と比較検討した．疎通性の診断は，卵

管采よりダグラス窩への気泡液の流入・貯留の有無ま

た卵管内での反転流の有無により，良否を診断した．

すなわち，卯管采よりダグラス窩への気泡液の流入・

貯留が認められ，卵管内で反転流の認められない場

合を疎通性良好と診断した．

　今回，我々の検討したCDTPでは，卵管疎通性の

有無をall　or　noneで評価すると，　HSGとの比較で

は，10症例の19卵管のうち18卵管，94．7％の一致

率を，また，腹腔鏡下あるいは開腹下の色素通水法

との比較では，8症例の15症例のうち12卵管，80．0

％の一致率を得た．また，HSG上卵管溜水腫像を呈

した3例中2例では，卵管内で反転流像が認められ

た．以下に，興味深い所見を示した5症例を供覧す

る．

　図1（症例1）は，HSGおよび腹腔鏡にて一側卵

管閉鎖が認められ，通気・通水治療後，疎通性の確

認された症例である．図1－aは，治療前のHSG左

側卵管閉鎖像で，図1－bは，治療後の疎通性の得

られたHSG像である．　CDTPでは，図1－c，　d，

e，fの順に左側卵管像，右側卵管像，つづいて，

ダグラス窩への気泡液の流入・貯留の状態が鮮明に

観察された．描出の時間差などにより，左右差の観

察し得た1例である，

　図2（症例2＞は，HSGでの一側卵管閉鎖例で，

CDTPでも疎通性の確認は，一側のみで，同様の結

頭麟騨

畿

図1－b　HSG
通気通水治療後両側卵管通過性が確認された
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図1－c CDTP

図1－e

図／－d CDTP

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図1－f

CDTP
　　　　　　　　　　　　　　　　　図1症例1

　　　　C　 ，　　　（ヨ　唖　　　し　　辱　　　　f　 プ）］11e圭ζこ　ノ1・1　f1！1」⊥」［・」11梅；f象．　　　イ1『f！〔il⊥Jl・」「「塾～’：f象．

　　　　夕ttグ層ラ　ス託苗／＼ク）な丸1包lf「をノ’）洞こ入　・　H」itiillプ）斗尺∫滋力ご盆見琶｛

　　　　された

果力噺景らdした．

　　1’x】3　（・｝、髭1列3）　1．よ，　HSG　l山jf則馴」希今二1留ノk月重1〃11で』，

CI．）TPでは，図3－bのように，　1’・’宮腔内て暇て泡液

ノ）乱流．像が観察され、両側卵管f象は、描出され．てい

ない．CI）TP後に施〒1’した腹腔鋭ドy．）色素通水法に

おいては，Illljf則珂「・」管；添’f／1く腫：f象力ご観察され、　CD’FPと

他の2法との問にbV－1塞部位の診1析において相違のみ

CDTP

られた症例である．

　　11ズIJ（舶ゴ列4）1よ『　ゴー宮‘1人用1声‘り1豆舶乏f列で’，　1．ISGで11ま，

図4－aの女うに，右1」11巣チョコレート掴泡による右

1：11」管二延長f象，／，llJl・1管1｛ll水li．重f象が。忍ダ）・’♪れる．CDTPで

も，　1’刈．4．．1っノ）ようにイff則」JU管ニカ胡重人；した馴」巣に、よ

って挙ヒされたヰ浪ゴ・，そして、1粥管内でヅ）曳丸泡1夜ゴ．）

反転溺Lの二伏況力漁’臼r月に観察され，麟ミ通’1生ブ）［；章’占：され



bF成3年1月1［ 堀越　他 （73）　73

騨
誓

　　　・鴛
．1嫡，・1？　t／

図2－a　HSG
左側卵管閉鎖像

鰯

1｛）（】2　 りi至fケ1」2 図2－b　CDTP
左側卵管は描出されていない

図3－a　HSG
両側卵管溜水腫像

［’刈3－b　　CDTP

　　　　　∫一宮腔内でク）気泡液の乱流像．両側卵管は描

　　　　　出されていない

図3　症例3

ている様f’一がはっきり確認できた．CDTP後の開腹

r・術では，両側の卵管溜水腫：が確認されている．

　図5　（症例5＞は，　f．宮内膜症症1列で．CDTPで

は，右側卵管の挙Lされた様チ，卵管内での反転1充

ゾ）状況が観察された．CDTP直後に施行’した腹腔鏡

で，右側卵管が著しい癒着のため，」t’宮の前方に挙

ヒしている様∫一が観察され，癒着剥離後の色素通水

にて癒着側の卵管の疎通性が認められた．

　いずれの症例においても、CDTP施行後1～3目

目の超音波断層検査で』は，注入した生理食塩水

10～60mlの貯留像は消失していた．

考 察

　女性不妊の原因としては，卵管因f一がその半数以

Lをしめる9）と苗われ，卵管機llヒのIE確な把握が不妊

診療L乖要であることは言うまでもない．卵管疎通

性の，参断法としては，部位診断がllj“能で，ある程度

1ノ・j腔の状態を観察し得る，・，E，1：より，IISGが最も汎用さ

れているが，近年，腹腔鏡の普：及とともに，腹腔鋭

1・’卵管色素通水法も頻用されつつある．この方法で
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き

’

1蜘　ダ

謙

i’s（］4－a　　IISG

　　　　右側卵巣チョコレート嚢胞による右側卵管延
　　　　11f象，　　メ1三f貝IJj）1・1管i留ノ」、く目・置二f象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図4

　図4－b　CDTP
　　　　　右側卵管が腫大した卵巣により肇ヒ．卯管内で

　　　　　の気泡液の反転流像か観察された

症例4

1つd5　 a　 jl夏11空金尭

　　　　鉗f・にて子宮体部を肇ヒさせているが，右側卵

　　　　管が吾明に癒着している
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図5

は．卵管周囲の癒着の有無，卯のpick　up障害の原

因となり得る微細な病変，∫・宮内膜症の有無などに

関しては，HSGより確実に診断し得る．これらの検

査法により，体外受精，GIFT，卵管r一術等の治療法

の選択，卵管｝術後のfollow　up，通水法等による卵

管機能の改善の把握などが行われている．

　不妊治療法の進歩とともに，より微細な卵管機能

図5－b

；11kfダIJ　5

CDTP
右側卵管が挙ヒし、卵管内での気泡液の反転流

像が観察された

の臨床的な把握が，ますます重要になりっっあり，

通水，HSGの治療的効果1ト13も考慮すると，診断と

治療を兼ねて，外来で安全かつ簡便に行いうる検査

法の開発は，今日でも大きな臨床的意義を持つもの

と思われる．

　近年，超音波診断法の進歩にともない，これを用

いた卵管疎通性検査の開発が試みられつつあり，表
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表2　超音波断層法を用いた卵管疎通性の評価

症例数 致率（疎通性の有無） 比較対象

l　Richman2）

2　Rasmussen3）

3d言i臼］4）

4　大野5｝・岡田6）

5　清水7）

6　田口1）

35

25

34

19

56

30

97％

87．5％

88．2％

63％

92．9％

87％

　　　HSG

　　　HSG

腹腔鏡下色素通水

月夏月空¢童ド色素通ノN

　　　HSG

　　　HSG

2のような報告がある．従来，超音波卵管疎通性検

査は，主としてダグラス窩への液体貯留をもって通

過性の有無を判断している．1984年，Richmanら2｝

は，高粘稠デキストランを用いて，少なくとも一側

の通過性の有無の診断において，HSGとの一致率96

％であったと報告した．生理食塩水のダグラス窩貯

留を指標としたRasmussenら3）の報告では，卵管疎

通性をall　or　noneで検討したHSGとの一致率は

87．5％，false　negative率10％，　false　positive率

25％であったと言う．高田ら4｝は，腹腔鏡下あるいは

開腹下の色素通水法を基準として，ダグラス窩貯留

像の観察によく超音波卵管疎通性検査を行ない，一

致率88．2％であったと言う．大野5｝，岡田6）らは通水

曲線を超音波画像と同一画面に表示するシステムを

用いて，HSG所見との比較を行ない，　HSG異常所

見例においては，90％でこのシステムでも異常を認

めたと記載している．この報告では，超音波画像上，

最も著明な所見が子宮腔内のバルーニングであった

とされており，これまでの報告がダグラス窩への液

体貯留の有無を唯一の指標としていたのに対して，

生理食塩水の卵管内の通過状況を超音波にて観察し

ている点で興味ある報告である．

　一方，我々は，気泡が超音波に反応しやすいこと

を利用して，従来用いられてきた生理食塩水にかわ

り，生理食塩水とリピオドールとの混合液内に気泡

を作成して用いる方法Dを開発した．この方法によれ

ば，超音波画像は従来の方法より鮮明に観察でき，

卵管からの流入・貯留の状態もある程度観察し得た．

しかし，リピオドールを使用するため，ヨード過敏

症に関する問題が残ること，ダグラス窩への貯留が

生理食塩水より遅く30　一一　60分かかること，そして，

卵管峡部の観察がほぼ不可能なことなどの欠点があ

った．

　清水ら7）は，これまでの経腹法にかわり，経膣プロ

ー ブを用いた超音波卵管疎通性検査の成績を報告し，

従来の経腹法での，ダグラス窩液体貯留像に加えて，

卵管采からの液体の流出像より，左右それぞれの疎

通性の評価を試み，HSG所見との比較において92．9

％の一致率であったと報告している．

　我々も，経膣プローブを用いた方法を試みたが，

液体とのコントラストが不充分な場合，画像が不明

瞭となり，部位診断等が困難になる場合があった．

そこで，今回我々は，カラードプラー法を用いて，

流体動態をカラー表示することにより，より容易に

観察することが可能であることに着目してCDTPの

開発を試みた．

　我々の検討したCDTPでは，従来の超音波卵管疎

通性検査よりも鮮明な画像が得られ卵管疎通性の有

無をall　or　noneで評価すると，　HSG所見との比較

では，10症例の19卵管のうち18卵管，94。7％の一

致率を、また，腹腔鏡下および開腹下の色素通水法

との対比では，8症例の15卵管のうち12卵管，80．O

％とこれまでの方法と同様の一致率を得た。さらに，

子宮腔内・卵管内での液体の流れの方向が観察でき，

HSG上卵管溜水腫像を呈した3例中2例では，卵管

内で反転流像が認められ，卵管溜水腫の有無の診断

にも応用されうる可能性が示された．

　本法の利点としてあげられるのは，X線被爆のな

いこと，造影剤を使用せずヨード過敏症などの心配

のないこと，簡便で外来で反復して施行できること

などの従来の超音波断層法を用いた卯管疎通性検査

の利点に加えて，流体の方向がカラー表示され，リ

アルタイムではっきり確認できるため，症例1のよ

うに経時的な変化により左右差を確認することがで

きること，また，症例4・5のように，閉塞例では，

カラー画像上，青と赤の乱流が観察され，閉塞部位

の診断，卵管溜水腫の診断も可能であることがあげ

られる．

　なお，11例の不妊症例のうち，2例がCDTP施行

後2周期目（症例2）と3周期目（症例10）に妊娠

成立している．

　以上，CDTPは，卵管疎通性のスクリーニング検

査として，ある程度，HSGにとってかわる可能性の

ある検査であり，また，繰り返し簡便に行ないうる

ことにより，症例1のように治療通水時における効

果判定の手段として，とくに，卵管手術症例の術後
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のfollow　up等に有用であると思われる．

　　しかし，カラードプラーという特別な装置を必要

とすること，卵管周囲の癒着の診断は不可能なこと，

膀胱充満を必要とし，条件によっては，画像が不明

瞭な場合もあることなど今後克服されるべき問題点

が存在する．カラードプラー法を経膣的に用いるこ

とが可能になれば，さらに鮮明な画像が得られるよ

うになる可能性があり，この点は今後の開発を待ち

たい．また，卵管カテーテルを用いて，片側ずつの

卵管をCDTPにより，観察することも，とくに治療

通水時には検討されるべきであろう．

　　本論文の．要旨の一部は，第101回日本不妊学会関

東地方部会（於東京）において発表した．
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Evaluation　of　fallopian　tube　patency

　　　　　　by　ultrasonography　with

　　　　　　　　　COIor　flOw　imaging

　　Hiroshi　Horikoshi，　Bunpei　Ishizuka，

　Yasuyuki　Taguchi，　Toshihiko　Kondo，

Kenichi　Watanabe，　Yasushi　Kuribayashi，

　　　　Juichiro　Saito，　Masahiko　Saga

　　　　　　　and　Hiroshi　Hamada

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　St．　Marianna　University，　School　of

　　　　Medicine，　Kanagawa　213，　Japan

Manabu　Nagae

Department　of　Clinical　Laboratory，

St．　Marianna　Unlversity，　School　of

Medicine，　Kanagawa　213，　Japan

　　Although　the　diagnostic　usefulness　of　hyster・

Qsalpingography（HSG）is　generally　accepted，　there　is

still　the　clinical　need　for　a　simple，　repeatable　test　for

tubal　patency　which　avoids　radiation　and　is　more

accurate　than　Rubin’s　test．

　　Color　Flow　Imaging（CFI）is　a　system　which　detects

the　directions　of　blood　flow　and　indicates　them　by

colors　on　Ultrasonograph．　In　the　present　study，　we

attempted　to　demonstrate　tubal　patency　by　CFI　after

transcervical　injection　of　sterile　isotonic　solution　of

NaCl　in　ll　infertile　women　and　compared　the　results

with　those　obtained　at　HSG　and／or　laparoscopy．

　　Consequently，　the　results　at　this　method　of　180ut　of

lg　fallopian　tubes（94．7％）of　10　cases　were　equivalent

with　those　at　HSG．　Also，　corresponding　results　were

obtained　in　l20ut　of　15　tubes（80．0％）of　8　patients

with　those　at　laparoscopy．　With　CFI　tubal　patency

test，　bidirectional　fluid　flows　in　the　tubes　were　obsere

ved　in　2　cases　with　HSG　diagnosis　of　bilateraI

hydrosalpinx，　and　sites　of　tubal　obstruction　were

detectable　in　3　cases　with　tubal　obstruction　previous・

1y　Clemonstrated　at　HSG．

　Thus，　the　present　sutdy　demonstrated　that　CFI　can

be　used　for　a　screening　test　of　tubal　patency　before

HSG　and　for　a　follow　up　method　following　various

treatment　for　tubal　dysfunciton．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年3月3日）
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　黄体期の生殖臓器は，妊卯の受容とその維持に向けて，視床下部一F垂体一卵巣一子宮内膜系

（H－P－0－E系〉の精緻な機i能連関のもとに劇的な変化をとげる．従って，H－P－0－E系のいずれの部位の

不全によっても黄体期不全はひきおこされると考えられる．従来，黄体機能不全という言葉に代表さ

れるように，黄体期不全は黄体の機能からとらえられることが多かったが，今回，P－0－E系の機能連

関から黄体期不全を総合的に解析し，若干の知見を得たのでここに報告する．症例は当科妊孕外来通

院中の挙児希望を主訴とする患者25例である．方法は黄体中期に下垂体機能の指標としてGnRH／TRH

同時負荷テストを行い，黄体化ホルモン（LH），卵胞刺激ホルモン（FSH），プロラクチン（PRL）の

反応性検討し，同時に卵巣機能の指標として血中エストラジオール（E2）とプロゲステロン（P）の

測定，子宮内膜の指標として血中CA－125の測定および子宮内膜日付診を施行した．また，次回発来月

経2H目に血中CA－125を測定した．内膜日付診でout　of　phase群（00P群）とin　phase群（IP群），

高温相持続期間からshort　lutea1群（SL群）とnormal　luteal群（NL群）に分類して解析し，以下

の結果を得た．①00P群あるいはSL群においてはそれぞれIP群，　NL群に比較して有意にTRH負

荷に対するPRLの反応性が低かった．②00P群あるいはSLにおいては，それぞれIP群，　NL群に

比較して有意に黄体中期血中CA－125値が低かった．月経期血中CA－125についても同様の傾向が認め

られた．③黄体中期血中P値は00P群とIP群，あるいはSL群とNL群の間で差を認めなかった．

以上より，黄体期不全の指標として黄体中期におけるTRHに対するPRLの反応性および血中CA・125

値が有用と考えられた．また，黄体中期のP値はこれらに比べて，感度が低いものと考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，36（1），77－82，1991）
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緒　　言

　黄体期の生殖臓器は妊卵の受容とその維持に向け

て，視床下部一下垂体一卵巣一子宮内膜系（H－P－OE

系）の精緻な機能連関のもとに劇的な変化を遂げる．

視床下部のコナドトロピン放出ホルモン（GnRH）に

制御されて下垂体からゴナドトロピンが放出され，

このゴナドトロピンにより卵胞の発育・成熟，排卵

が惹起され，これに伴って分泌される卵巣の性ステ

ロイドにより子宮内膜は増殖期・分泌期変化を来し，

妊卵の受容に備える．したがって，H－P－O－E系のい

ずれの部位の不全によっても黄体期着床不全は引き

起こされると考えられる．従来，「黄体機能不全」と

いう言葉に代表されるように，黄体期着床不全は，

黄体の機能からとらえられることが多かったが，今

回，H－POE系の機能連関の観点から黄体期着床不

全を黄体中期の下垂体機能，卵巣機能，子宮内膜機

能に分けて総合的に解析し，若干の知見を得たので

ここに報告する．

対象と方法

　対象は当科妊孕外来通院中の挙児希望婦人25例

（25　一一　38歳，平均年齢33．2歳）で，すべて基礎体温

表にて規則的に排卵性周期を有する症例である．子

宮内膜症や顕在性高プロラクチン血症を合併する症

例は除外した．この25症例に対して，黄体中期（高

温相6～9日目）に，下垂体機能の指標として

GnRH／TRH同時負荷テスト（GnRH　100μg，

TRH　250μg，いずれも田辺製薬，静脈内注射）にお

ける黄体化ホルモン（LH），卵胞刺激ホルモン（FSH），

プロラクチン（PRL＞の反応性を検討し，同時に卵

巣機能の指標として血清エストラジオール（E、）と

プロゲステロン（P）の測定，子宮内膜機能の指標

として血清CA125の測定のおよび子宮内膜日付診を

施行した．また，次回発来月経2日目にも血中CA125

を測定した．子宮内膜日付診はNoyesら1・2）の診断基

準に従って行った．判定の方法は続いて発来する月

経の第1日目をDay　28とし，これから逆算した

retrospective　dateとhistological　dateとのずれを

求め3・4），このずれが3日以上の場合Out　of　Phase

表1　黄体’1’期GnRH／TRH同時負荷試験

LH FsH PRL
基礎値　　ピーク値　反応率＊　　基礎値　　ピーク値　反応率＊　　基礎値　　ピーク値　　反応率’

（mlU／m1）（mlU／ml）　　　　　　（mIU／ml）（mIU／ml）　　　　　　　（ng／mD　　（ng／m1）

黄体中期　00P群
内膜日付診　　IP群

有意差検定

5．7±2．3　 43．8土5．1　10，4±2．8

4．6±1．8　47．2±5．7　12．0±2．8

　N，S．　　　N．S．　　　N。S。

4．5±1．4

3，8±1．O

　N．S．

7．3±1．5　 1．0±0．9

6．6±1，3　 0．8±二〇．4

　N．S．　　　　N．S．

21．0±2．1　134．2±0．8

16．7±1．9　153．4±20，5

　N，S．　　　N．S．

4．6±0，8

9．6±1．9

P＜0．05

高　温相　　SL群

持続期間　NL群
有意差検定

5．5±L4

5，0±2．1

　N，S．

42．2±3．9　 7．4±1．4

49．1±5．7　12．5±2，9

　N，S．　　　N．S．

4．0±0．9

4．1±1．3

　N．S．

8．5±0．8　 1．2：ヒ0，6

6．7±1．4　 0．8±0．6

　N．S．　　　N．S．

17．6±5．4　 97．4±19．4

17．7±二1．5　152，0±17．3

　N．S．　　P＜0．05

4．1±1，2

7，7±1．1

P〈0，05

反応率’1（ピーク値一基礎値）／基礎値

N．S．：not　significant

表2　黄体中期の血中E，・P値

E2 P
基礎値
（P9／ni　1）

60分値＊

（P9／ml）

基礎値
（ng／ml）

60分値＊

（ng／ml）

P／E2＊＊

黄体中期
内膜日付診

有意差検定

00P群
IP群

124．9±6，6

138．3±6．9

　N．S．

123．6±7．0

141．4±6．7

　NS．

10．4±1，3

10．4土1．2

　N．S．

11、6±1．4

12．2±1．5

　NS．

76．7±6．8

108．6±18．6

　N．S．

高　温　相

持続期間
有意差検定

SL群

NL群

126．1±6t6

129．0±6．O

　N．S．

130．2±6．3

133．0±6．5

　N．S．

10．1±1．6

10，6±0．9

　N．S．

ll．8±1．6

13．1：ヒ1．2

　N．S，

80．8±6。3

79．1±7．6

　N．S．

60分値＊：GnRHIOOitg負荷後60分の値

P／E2＊＊：P基礎値／E2基礎値
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（00P群），2日以内の場合In　Phase（IP群）とし

た．また，各患者の基礎体温表より高温相の持続期

間を求め，10日以内の場合Short　Lutea1（SL群），

11日以上の場合Normal　Luteal（NL群）とした5〕．

　LH，　FSHおよびPRLは第一ラジオアイソトープ

社のRIAキット（それぞれ，　SPAC－S　LHキット，

SPACS　FSHキット，　PRLキット「第一」II），　E　2

とPはミドリ十字社のRIAキット，CAI25はセント

コア社のRIAキットをそれぞれ用いて測定した．

　得られた数値データはStudent’s　t　testを用いて有

意差検定を行った．

結　　果

　前述したように，00P群（9例）とIP群（16例），

SL群（5例）とNL群（20例）に群別して以下の検

定を行った．

1．黄体中期GnRH／TRH同時負荷試験

　黄体中期のGnRH／TRH同時負荷試験における

LH，　FSH，　PRLの基礎値，ピーク値，反応率を表

1にまとめた．ゴナドトロピン分泌動態は00P群と

IP群，　SL群とNL群の問で全く差異は認められなか

ったが，PRL分泌をみるとTRHに対する反応性に

明らかな差異を認め，反応率（（ピーク値一基礎値）／

基礎値）が00P群、　SL群でそれぞれ4．6±

0．8（mean±SE，以下同様）、4．1±1．2であるのに

対し，IP群，　NL群においてはそれぞれ9．6±1．9，

7．7±1．1とIP群およびNL群において有意差をもっ

て高反応を示した．基礎値には有意差を認めなかっ

た．

2．黄体中期のE2とP

　GnRH／TRH負荷試験の際，負荷前と負荷後60分

に得られた血清についてE2とPを測定したが，表2

に示すように，GnRH負荷後60分のP値がIP群と

NL群においてやや高い傾向を示したものの有意差は

認められなかった．基礎値，P／E2比についても同

様に有意差を認めなかった．

3．黄体中期および月経期血清CA125

　黄体中期の末梢血中CA125は，00P群，　SL群で

それぞれ9．4±1．3U／ml，9．9±1．2U／m1であっ

たのに比べ，IP群およびNL群ではそれぞれ16．6±

2．OU／ml，16，0±1．7U／mlと有意に高い値を示

した（表3＞．次回発来月経期末梢血中CA125値に

ついても同様にIP群およびNL群で高値をとる傾向

を示したが，月経期のCA125値には個々の症例間で

のばらつきが大きく，有意差は00P群とIP群の間

にのみ認められるにとどまった．月経血においても

同様で，症例間のばらつきが大きく，有意差は認め

られなかった（表3＞．

表3　黄体中期・月経期CA　125値

黄体中期 月　経　期

末梢血中CA125
　　（U／ml）

末梢血中CA　125
　　（U／ml）

月経血中CA125
（×104U／mD

黄体中期
内膜日付診

有意差検定

00P群
IP群

9．4±1．3

16．6±2．O

P＜0．05

16．4±3．4

41．0±6．7

P＜0．05

16．8±3．3

11．3±2．6

　NS．

高　温　相

持続期間
有意差検定

SL群

NL群

9．9±1．2

16。0±1．7

P＜O．05

25．1±5．7

37．4±8．6

　NS．

13．3±4．0

14．1±2．8

　NS．

表4　Luteal　Phase　Adequacyと内分泌パラメーター

Normal Dysfunction

PITUITARY PRL　Response　to　TRH　in　Mid－luteal　Phase →
↓

CORPUS　LUTEUM
Length　of］High　Phase normal short

Serum　Progesterone　Levels →
↓

Serum　CA・125　in　Mid－luteal　Phase →
↓

ENDOMETRIUM
Endometr　ial　Dating in　phase　　　out　of　phase

Progesterone　Receptor →
↓

PRL →
↓
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考　　察

　黄体期には，子宮内膜腺の分泌活動や子宮内膜間

質の脱落膜化が進行し，妊卵の受容と維持が円滑に

行われるよう制御されている．従来より黄体機能が

不十分な結果，あるいは子宮内膜の黄体ホルモンに

対する感受性が不十分である結果，不妊症となるこ

とが知られており，黄体期不全（Luteal　Phase　Defect，

LPD）と総称され，不妊症の約10％，習慣性流産の

約25％がLPDによるものと考えられている6・7）．

　LPDは1949年にJonesによって初めて報告され81，

その後LPDに関して数多くの報告がなされたが，臨

床の場におけるその診断や治療に関しては現在なお

明解な基準は設定されていない．その診断に関して

いうと，基礎体温表から求めた高温相持続期問が11

日以下の場合をShort　Luteal　Phase（以ドSL）と

してLPDのextreme　patternととらえる報告もある

が5），基礎体温の測定は環境条件に左右され，またそ

の解釈そのものにもあいまいな点が多いと考えられ

る．また，連日の血清P値の測定が最も信頼できる

との報告もあるが9），臨床の場で実際に行うことは困

難を伴い，また，子宮内膜のPreceptorに問題があ

る病態も考えられており4・1°），血清P値が必ずしも内

膜の機能を反映するとは限らないと考えられる，

　基礎体温表や血清P値の測定は本来，卵巣機能を

評価するものであって，子宮内膜機能を直接反映し

ているものではない．妊卵を受容し，維持するのは

直接的には子宮内膜であり，その機能の評価が最も

重要である．r一宮内膜機能の低下の一因として黄体

機能低下が存在するものであり，この両者は異なる

次元に位置づけられるべきものと考える，子宮内膜

の状態を評価する方法として子宮内膜日付診が実際

の臨床の場でよく用いられるが，患者の苦痛を伴う

こと，1回の検査では判定が困難であること11），解釈

の難しい場合の存在することなどの欠点を有してい

る．これらの欠点を補うべく近年，子宮内膜がP依

存症に産生する物質に注目し，その血清巾あるいは，

子宮液中の濃度を測定することにより内膜の機能を

直接評価しようとする試みがなされている．Joshi　et

a1は，子宮内膜がP依存性にprogestagen　associat－

ed　endometrial　protein（PEP）を産生し，その血

中濃度を測定することにより子宮内膜の機能を評価

することが可能であると報告している12）．Maier　et

alは，ヒト子宮液中のPRL濃度が子宮内膜機能を反

映する可能性があると報告している13）．腫瘍関連抗原

であるCA125は14），卯胞期・黄体期の両期を通して

内膜腺で産生されるだけでなく，脱落膜化した内膜

能の発現には一定量のPRLが必要であると考えられ

ている．このように，PRLが黄体機能あるいは子宮

内膜機能に深く関係していると考えられる中で，正

常例にくらべ，00P群あるいはSL群においてPRL

分泌予備能が有意に低下していたという今回のわれ

われの結果は着床期のPRLの生理的意義を考える上

で示唆に富むものと考えられる．

　IP群と00P群，　NL群とSL群において黄体中期
間質でも産生されることが知られている15・16・17）．Jager

et　alの報告によれば，血中CAI25値は，自然排卵

周期において、卵胞期には卵胞の発育に伴って徐々

に上昇し，黄体期にはプラトーに達するといわれて

いる18｝．また，月経期には血中CA125値が一過性に

上昇し，ピークを形成するという報告が相次いでな

されている19・2°・21）．このようなことからCAI25は卵

巣あるいは子宮内膜機能と密接に関連した物質であ

ろうと考えられる．今回の検討において，黄体中期

の血中CA125値がIP群およびNL群において，そ

れぞれ00P群あるいはSL群に比べて有意に高値を

示し，月経期血中CA125値もIP群において00P群

より有意に高値を示したことは，血中CA125値が黄

体期子宮内膜機能の指標になる可能性を示唆してい

る．黄体期においてCAI25が特に脱落膜化した子宮

内膜問質から産生されることと考え合わせると，黄

体期血中CA125が子宮内膜の脱落膜化の程度を反映

している可能性も考えられる．

　今回の検討において，血中CA125値と並んで群間

で顕著な相違を示したのは黄体中期のPRLの分泌動

態である．基礎値でみると差は認められないが，TRH

負荷に対するPRLの反応性は，　IP群あるいはNL群

において，それぞれ00P群あるいはSL群と比べて

有意に高いことが示された．これまで，高PRL血症

がLPDの原因となりうることについて数多く報告さ

れているが22），黄体中期のPRL分泌予備能について

の検討はほとんどなされていない．子宮内膜自身，

脱落膜化とともにPRLを産生するようになり23・24），

LPDにおいては子宮内膜からのPRL産生が低下し
ているとの報告もある25｝．また，in　vitroにおいて子

宮内膜はPにより脱落膜化を来すが，その時，同時

にPRLも産生されるようになり，脱落膜化の指標と

して用いられている26）．この子宮内膜から産生される

PRLの機能については不明であるが，脱落膜化とと

もに産生されて来ることは着床現象に深く関係して

いるものと想像される．黄体機能にもPRLは関係し，

ヒト卵巣穎粒膜細胞の培養系において，PRLがP産

生を調節することが報告されており2η，正常な黄体機

のP基礎値に差が認められないにもかかわらず，血
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中CAI25値およびPRL分泌予備能に顕著な差異を

認めたことは，血中P測定よりも鋭敏な着床期子宮

内膜の機能的指標として用いられる可能性を示唆す

るものと考えられる．

　　最後に，これまでの報告と今回の結果を総合して，

われわれが現在考えている着床期子宮内膜機能の内

分泌パラメーターを表4にまとめた．40年以上を経

過した現在なお，Noyesらの子宮内膜日付診の形態

学的基準がそのまま用いられているが，今後，着床

現象の機序の解明とともに子宮内膜の機能的指標に

関する研究が求められていると考える．

　　本論文の要旨は第63回日本内分泌学会総会学術

集会（1990年5月19日）にて発表した．
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Pituitary－ovarian－endometrial　axis

　　　　　　　in　luteal　phase　defect

　　Masahide　Shiotani，　Kenji　Takakura，

　　　　Yoichi　Noda，　Hiroshi　Fjuiwara，

Katsuhiko　Narimoto　and　Takahide　Mori

　　　Department　of　Gynecology　and　Obstetrics，

Kyoto　University　Faculty　of　Medicine，　Kyoto　606，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Japan

Mikihisa　Kinoshita

Department　of　Gynecology　and　Obstetrics，

Kyoto　Katsura　Hospital，　Kyoto　606，　Japan

　　Transformation　of　endometrium　during　periim－

plantation　and　decidualization　is　believed　to　be　a

prerequisite　for　successful　implantatiQn　and　subse－

quent　develoPlnent　of　the　embryo．　And　the　transfor－

mation　is　regulated　under　the　intimate　interrela－

tlon　among　the　hypothalamic－pituitary－ovarian・

endometrial（H－POE）functions．　We　investigated

the　endometrial　dysfunction　during　the　luteal　phase

or　luteal　phase　defect（LPD）from　a　viewpoint　of

H－P・0－Eaxis．

　　Twenty－five　women　with　regular　menstruaI

cycles　were　divided　into　in・phase（IP；n＝16）or

out－of・phase（00P；n＝9）group　based　on　midluteaI

endometrial　dating．　They　were　also　subgrouped

into　normal　luteaI（NL；n＝20）or　short　Iuteal（SL；

n＝5）group　according　to　the　luteal　length　of　basaI

body　temperature　charts．　On　the　same　day　of　end・

metrial　biopsy　in　the　midluteal　phase，　serum　Ievels

of　LH，　FSH，　and　PRL　were　measured　before　and

after　simultaneous　administration　of　GnRH　and

TRH．　Serum　Ievels　of　progesterone（P），　estradiol

（E2），　and　CA125　were　also　determined　by　RIA．

Although　secretory　patterns　of　gonadotroping．　were

not　different　among　subgroups，　the　responsiveness

of　PRL　to　TRH　administration　was　augmented　in

IP　or　NL　group．　Midluteal　CAl251evels　were

significantly　higher　in　IP　or　NL　group．　There　was

no　difference　among　the　subgroups　ill　mid］uteal　P

or　E21evels．　These　findings　suggest　that　the　re・

sposiveness　of　PRL　to　TRH　and　serum　CA1251evel

might　be　served　as　sensitive　functional　parameters

in　evaluating　the　luteal　phase　adequacy．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年8月2日特掲）
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EFFECT　OF　CLOMIPHENE　CITRATE　ON

CORPUS　LUTEUM　FUNCTION
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　　Abstract：Effect　of　clomiphene　citrate，　an　estrogen　antagonist，　on　corpus　luteum　function　was

evaluated．　Serum　estradiol－17βand　progesterone　in　midluteal　phase　were　remarkably　increased

ill　clomiphene　citrate　treatment　cycles．　These　results　suggest　that　clomiphene　citrate　not　only

induces　ovulation　but　also　stimulates　corpus　luteum　function，　necessary　for　achievement　of

conceptlon．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J，Ferti1．　Steril．，36（1），83－87，1991）

Introduction

　　More　than　30　years　ago，　Greenblatt　et　aL　first

reported　the　induction　of　ovulation　by　clomiphene

citrate．　Since　then，　this　drug　has　been　widely　used

for　treatment　of　anovulatory　disorders．　Although

clomiphene　citrate　induces　ovulation　with　high

success　in　anovulatory　women，　its　pregnancy　rate

is　not　as　satisfactory　as　could　be　expected．　Since

corpus　luteum　function　after　ovulation　is　essential

for　pregnancy，　the　effects　of　clomiphene　citrate，

an　estrogen　antagonist，　on　the　corpus　Iuteum

should　be　evaluated．

　　In　the　present　study，　an　attempt　was　made　to

determine　whether　clomiphene　citrate　favorably

affects　corpus　luteum　function　in　infertile　women．

Materials　and　Methods

Clinical　subjects

　　Eighteen　patients，　apparently　suffering　from

functional　sterility　for　no　definite　cause　of　infer－

tility　could　be　detected，　were　studied．　Three

became　pregnant　during　the　study　period．　Mean

age　of　the　remaining　was　30。4　yr（25・42yr），　aver－

age　period　of　sterility　was　4．9yr（2－14yr）．　Ten　of

the　15（66．7％）had　primary　sterility　and　5（333％）

were　secondary．

Administration　of　clomiphene　citrate

　　No　treatment　was　given　in　the　control　cycle　for

all　patients．　From　the　5th　day　of　the　treatment

cycle，　clomiphene　citrate（Clornid，　Shionogi，　Co．

Ltd．，　Osaka，　Japan）was　given　50　mg／day　for　5

days　in　the　lst　treatment　cycle　and　100　mg／day

for　5　days　in　the　2nd　cycle．

　　Blood　samples　were　collected　between　day　21

and　23　in　the　pretreatment　and　treatment　cycles，

and　serum　LH，　FSH，　PRL，　estradiol（E2）and

progesterone　（P）　were　measured　by
radioimmunoassayD．（Fig．1）

　　Before　the　study　was　inhibited，　informed　con－

sent　was　obtained　from　all　patients。

Results

1．Effect　of　clomiphene　citrate　on　serum　values　of

LH，　FSH　and　PRL　during　luteal　phase

　　Results　are　shown　in　Figs．2to　4。　LH，　FSH　and
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Fig。1Menstruation，
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Fig．2　Serum　LH　Ievels　of　infertile　patients　before

　　　　　　and　after　midluteal　5　day　so　and　100　mg／day

　　　　　　clomiphene　citrate　treatment．　Vertical　bars

　　　　　　indicate　mean±SEM．

PRL　were　16．91±3．1　mlU／ml（n＝14），7．3±0．9

mlU／m1（n＝14）and　IL6±1．9　ng／ml（n＝10）in　the

control　cycle，11，7±2．7　m1U／m1（n＝14），4．4±0．5

miu／ml
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0
　　　　　　　Controt　　　　　Cromiphene　　　　Ctomiphene

　　　　　　　　　　　　　　　　　50㎎／daγ　　　　100㎎／day

Fig．3Serum　FSH　levels　of　infertile　patients　before

　　　　　and　after　same　as　Fig，2．　Vertical　bars　indicate

　　　　　mean±SEM．

mlU／ml（n＝14）and　12．1±1．5　ng／ml（n＝10）in　th6

first　treatment　cycle（50　mg／day），19．3±4．2　mlU／

ml（n＝7），5、6±1ユmlU／ml（n＝7）and　14．0±L3

ng／m1（n＝5）in　the　second　treatment　cycle（100

mg／day）．　There　was　no　significant　difference　in

the　Ievels　of　LH，　FSH　and　PRL　between　pretreaし

ment　and　treatment　cycles．

II．　Effect　of　clomiphene　citrate　on　serum　values　of

E2－17βand　progesterone　during　luteal　phase

　　Results　are　shown　in　Figs．5and　6．　Serum　E2　in

the　control　cycle　was　183．2±21．7　pg／m1（n＝13）．

That　in　the　first　treatment　cycle　increased　to
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ng／ml
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lOO㎎／daγ

Fig．4Serum　PRL　levels　of　infertile　patients　before

　　　　　and　after　same　as　Fig．2and　3．　Vertical　bars

　　　　　indicate　mean±SEM．
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600

500

400

300

200

100

0

嵐蚕 P＜O．005
巌羅叢 P＜O．001r・

Control Clomiphene

50㎎／day
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Fig．5Serum　estradiol　levels　of　infertile　patients

　　　　　before　and　after　sarne　as　Fig．2，3and　4．　Ver－

　　　　　tical　bars　indicate　mean±SEM．

385．6±65．6pg／ml（n＝14）being　significantly　high－

er（P〈0．005）than　that　in　the　control　cycle，　and　in

the　second　treatment　cycle　to　474．1±82．2　pg／ml

（n；8），significantly　higher（p＜0．001）than　that　in

　　ng／m1

30

20

10

O
　　　　　　　　Control　　　　　Clomiphene　　　　　Clomiphene

　　　　　　　　　　　　　　　　　　50㎎ノday　　　　　　　lOO㎎ノday

Fig．6Serum　progesterone　levels　of　infertile　patients

　　　　　before　and　after　same　as　Fig．2，3，4　and　5．

　　　　　Vertical　bars　indicate　mean±SEM．

塞 P＜0．01

顛 PくO・OO5　　　　　（n＝14）

（n＝7）

塑

叢徽

（n司2）

the　control　cycle．

　　serum　Ps　in　the　control　cycle，　and　the　first　and

second　treatment　cycles　were　13．1±1．6　ng／m1（n＝

12），24．1±3。6ng／ml（n＝14）and　25．8±4，6　ng／ml

（n＝7），respectively．　P　levels　in　the　two　treated

cycles　were　significantly　higher（p〈0．005　and　p＜

0．01，respectively）than　that　in　the　control　cycle・

　　Mean　levels　of　serum　E2　and　P　in　midluteal

phase　were　markedly　increased　in　the　clomiphene

citrate　treated　cycles．　However，　there　was　no

significant　difference　between　the　two　treated

cycles，

Discussion

　　Clomiphene　citrate　has　been　very　widely　used

to　induce　ovulation．　Laufer　and　Downs　reported

that　clomiphene　citrate　treatment　induced　ovula－

tion　in　70％of　women　but　the　resulting　pregnancy

rate　was　only　27％to　40％with　an　associated

abortion　rate　of　25％2・3）．　In　addition，　50％　　of

women　treated　by　clomiphene　citrate　were　found

to　have　an“out　of　date”endometrial　biopsy4）．

　　Our　results　indicate　that　serum　LH，　FSH　and

PRL　levels　were　not　significantly　different

between　the　control　cycle　and　treated　cyclces．

Judging　from　PRL　values，　clomiphene　citrate，

unlike　bromocriptine，　seems　to　have　no　apparent

dopaminergic　effects．

　　Increased　E、　and　P　levels　in　clomiphene　citrate
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treated　cycles　showed　stimulation　of　follicular

growth．　Similar　results　have　been　reported　by

othersト8）．　However，　endometrial　histologic　find－

ings　by　Cook　et　aL　indicated　that　clomiphene

cltrate　was　not　effective　in　improving　luteaI

function9）．　Dadson　et　al．　showed　that　clomiphene

cltrate　apparently　improved　follicular　growth　as

assessed　by　increased　E21evels6）．　It　is　believed

that　clomiphene　citrate　interferes　with　estrogen

receptor　replenishment　at　the　hypothalamic　leve1，

resulting　in　secretion　of　gonadotropin・releasing

hormonelo）．　The　pituitary　responds　with　a　rapid

lncrease　ln　the　secretion　of　FSH　and，　to　a　Iesser

degree，　in　that　of　LH．　The　resulting　follicular

stimulation　raises　the　Ievel　of　endogenous　E29｝．

　　Hammond　and　Talbert　recently　found　that

luteal　phase　deficiency，　as　defined　by　midluteal　P

Ievels　of　less　than　20　ng／ml，　was　highly　responsive

to　clomiphene　citrate　administered　in　an　escalat．

ing　fashion　to　assure　levels　greater　than　20　ng／ml．

They　concluded　that　clomiphene　citrate　was　ef－

fective　in　treating　luteal　defectsn）．

　　In　our　study，　the　value　of　P　was　increased　to

24．1±3．6ng／ml　in　the　first　cycle　and　25．8±4．6　ng／

ml　in　the　second　cycle　compared　to　13ユ±L6　ng／

ml　before　treatment．　Levels　of　E2　and　P，　as　an

expression　of　luteal　function，　were　remarkably

increased　in　the　midluteal　phase　of　the　treated

cycle．　These　results　suggest　that　clomiphene

citrate　favorably　stimulates　the　corpus　luteum　to

increase　E2－17βand　P．　Corpus　luteum　function

after　clomiphene　citrate　induced　ovulation　does

not　seem　to　be　responsible　for　the　low　rate　of

pregnancy　following　clomiphene　citrate　treat，

ment．

3）Downs，　K．　A．，　Gibson，　M：Clomiphene　citrate

　　　　therapy　for　luteal　phase　defect，　Ferti1．　SteriL，
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　　目的：Clomiphene　citrate（以下CLと略す）の黄体

機能へ及ぼす影響について検討した．

　　方法：宮崎医科大学産科婦人科不妊外来を訪れた25

歳から42歳までの不妊患者15名を対象とした．その
平均年齢は30．4±1．2歳，不妊期間は66．5±12．8ヵ月

だった．そのうち原発不妊10／15（66．7％），続発不

妊5／15（33．3％〉であった．月経周期21　一一　23日に採

血し，この周期をcontrol周期とした．続いて月経周期
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の第5日目よりCLを1周期目は50　mg／日，2周期目

は100㎎／日を5日間就寝前に投与した．この各周期

21日一一　23日に採血し，血清LH，　FSH，PRL，　estradiol

（E2），　progesterone（P）を測定した，

　成績：このCL投与中3例が妊娠したが，これらの症

例は除外して検討した．血清LH，　FSH，PRLはCL投

与前後において有意差はなかった．しかし，血清E、は

前値183．2±21．7pg／ml（n＝13），50㎎投与後
385．6±65．6pg／ml（n＝14），100㎎投与後474．1±

82．2　pg／ml（n＝8）となv’）CL投与後は著増を示した．

血清Pは前値13．1±1．6　ng／ml（n＝12），50㎎投与後

24．1±3．6　ng／ml（n＝14），100㎎投与後25．8±4．6

pg／ml（n＝7）となりCL投与後は増加傾向を示した．

　結論：以上の成績は，CLの排卵誘発作用のみならず，

投与周期の黄体期の内分泌環境に，何らかの好影響を

与えていることを示唆するものである．

　　　　　　　　　　（受付：1990年6月4日特掲）
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　卵胞成熟，排卵が左右の卵巣においてどのような順序で起こるかについて，経膣超音波断層法を用

いて左右の卵巣を観察し検討した．

　対象は，左右に卵巣を持ち，排卵誘発剤を使用せずに正常性周期を示す成熟期婦人とした．

　連続して2周期以上観察し得た52症例の194周期について検討した．単一周期についてみると，左

右卵巣での排卵率はそれぞれ47．9％と52．1％であった．連続した2周期について観察すると，初め

の周期とあとの周期が，同側であった場合が52．8％，他側であった場合が47．2％であった．初めの

周期またはあとの周期を，左または右と限定した場合にも左右差は同様にまったく認められなかった．

　以上の事から左右卵巣からの排卵率は同じであるが排卵の順番は不規則であり，前周期の卵胞成熟，

排卵、黄体形成等は，今周期の卵胞成熟及び排卵が左右どちらの卵巣で起こるかについては影響しな

いことが示された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steri1．，36（1），88－92，1991）

緒　　言

　左右両側に卯巣が存在し，正常性周期を有する婦

人では，排卵は1排卵周期に1個ずつ左または右の

卵巣から交互に起こる1）と言われてきたが，このこと

を実際に確かめた報告は散見されるにすぎず2－5〕，多

くは開腹により調べた結果である．しかし，一側の

卵巣を摘出した場合には，残存した卵巣から毎周期

排卵がおこることは，臨床上よく経験する．

　どちらの卵巣から排卯されるかを知ることは不妊

症で一一側の卵管の通過障害がある場合に問題となる．

すなわち，通過障害卵管側の卵巣からの排卵の場合，

卵の外遊走の可能性は少なく，その周期の妊娠率は

低下することが予想される．またAIHを施行する場

合には通過障害卵管側の卵巣から排卵すると考えら

れる周期でのAIHの成功率は低下すると思われる．
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AIHによる感染の危険性を考えるとこのような周期

ではAIHを行なうべきか否か疑問が残る。したがっ

て，左右どちらの卵巣からの排卵かをあらかじめ知

ることは不妊症治療に際しては重要なことと思われ
る．

　近年，経膣プローブの出現等の超音波断層法の発

達により，卵巣での卵胞成熟が精細に観察できるよ

うになり，排卵時期の推定等に非常に役立つように

なってきた6）．さらに卵胞径の増大の経過を観察でき

るばかりでなく，その卵胞が左右どちらの卵巣に存

在するのかの診断も可能となってきた．

　そこで今回，我々は経膣プローブを用いて卵胞径

の増大による排卵時期の推定を行なう際に主席卵胞

の成熟が左右どちらの卵巣において起こっているの

かをチェックし，卵胞成熟及び排卵が左右交互にお

きているか否かを検討した．

対象及び方法

　当科不妊外来に通院中の22歳から41歳の婦人の

うち，排卵誘発剤を使用せずに自然に排卵する正常

性周期症例を対象とした．次のような症例は対象か

ら除外した．1＞黄体機能不全のためhCGクールを

施行しいてる婦人，2）高プロラクチン血症のため

に，プロモクリプチンを服用している婦入，3）正

常性周期を示す婦人においても，排卵のタイミング

をはかるためにHCGを投与した場合には，その周期

と次の周期．

　排卵の確認は，基礎体温の高温相への移行，血中

プロゲステロン値の上昇，経膣超音波断層所見での

成熟卵胞の消失およびその後の黄体の形成，で行な

った．

　この正常性周期を有する婦人のうち経膣超音波断

層法で単一の卵胞成熟を連続2周期以上観察し得た

　右
101周期
（52．1％）

　左
93周期

（47．9％）

図1　単一の卵胞成熟を認めた周期での卵胞成熟側全観

　　　察週数＝194周期

図2　連続した2周期の卵胞成熟側の変化

　　　観察組数＝127組

52症例について検討した．

　超音波断層法は，アロカSSD－650を用いて行い，

経膣プローブはUST－945P・5（5MHz）を使用した．

最大径が16mm以上に成長した卵胞を排卵可能な成

熟卵胞とした6）．

　連続して2周期，経膣超音波断層法で単一の卯胞

成熟を認めた場合，これを1つの組と数えた．

成　　績

1）単一周期について見てみると，左右どちらかの

卵巣に単一の卵胞の成熟を認めた周期は全部で194

周期であった．このうち右卯巣で卵胞の成熟を認

めたのは101周期（52。1％）であり，左卯巣で認

めたのは93周期（47．9％）であった．成熟卵胞の

左右出現頻度には有意な差は認めなかった（図1＞．

2）連続した2周期を観察した組数は全部で127組

あった．第1周期と第2周期に排卵が、同側（右

または左）で起きたのは67組（52．8％）であり，

第1周期と第2周期の排卵が左右異なる卵巣で起

　きたのは60組（47．2％）であり，この2者の出現

頻度には有意な差は認めなかった（図2）．

3）連続した2周期の卵胞成熟が同側であった67組

のうち，左側の卵巣で成熟が起きたのは33組（49．3

％）であり，右卵巣で起きたのは34組（50．7％）

であった．すなわち有意な左右差は認めなかった

　（図3）

4＞前述したごとく，連続した2周期の卵胞成熟が

第1周期と第2周期で異なったのは，60組であっ

　た．このうち図4に示すように，第1周期が左側

　で，第2周期が右側で卵胞成熟を認めたのは31組

　（51．7％）であった．逆に，第1周期が右で，第2

周期が左であったのは29組（48．3％〉であった．

上記2者の間には，有意な差は認めなかった．
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図3　連続した2周期が同側であった場合の卵胞成熟側

　　観察組数＝67組

右一左

　29組
（48．3％）

左一右

31組
（51．7％）

図4　連続した2周期が左右異なった場合の卵胞成熟側

　　の変化
　　観察組数＝60組

5）図3および図4を第1周期を中心に分類しなお

　した（図5）．第1周期の排卵が左卵巣であった組

は64組（50．4％〉あった．この場合に，続いて起

　こる第2周期の排卵が同じ左卵巣であった組は33

組（51．6％），反対側の右卵巣であった組は31組

　（48．4％）であった。第1周期の排卵が左卵巣で起

　きた場合，第2周期の排卵側について有意な差は

　認めなかった．

6）5）と同様な方法で，第1周期の排卵が右卵巣

　であった組は，63組（49．6％）であった（図6＞．

　第1周期の卵胞成熟について有意な左右差はなか

　った．

　第1周期の卵胞成熟が右側であった場合，第2周

期が反対側の左になったのが29組（46．0％〉あっ

　た．逆に，第2周期が同側の右になったのは34組

　（54．0％）であり，第2周期の左右の頻度に有意な

　差は認めなかった．

7）次に，第2周期に着目して整理すると以下の通

第1周期

国一一レ

第2周期

左　33組
51　，6％

右　31組
48．4％

図5　連続した2周期において第／周期が左であった場合

　　　の第2周期の卵胞成熟側

　　観察組数＝64組

第1周期 第2周期

左　29組
46．0％

右　34組
54．O％

図6　連続した2周期において第1周期が右であった場合

　　　の第2周期の卵胞成熟側

　　観察組数＝63組

　りとなった（図7，8）．

第2周期が左であったのは62組（48．8％）であり，

右で成熟していた65組（51．2％）と比較して有意

差はなかった．

第2周期が左であった62組のうち，第1周期に左

で成熟が起きていたのは33組（53．2％〉であった．

右で成熟が起きていたのは，29組（46．8％）であ

　り，有意な差は認めなかった．

8）第2周期が右であった65組のうち（図8），第

　1周期が，左であったのは31組（47．7％）であり，

右で卵胞成熟を認めたのは34組（52．3％）であっ

　た．第1周期の卵胞成熟について有意な左右差は

　なかった。

9）52症例中，連続して同一側で卵胞成熟が観察さ

　れたのは，最高で5連続周期であった．

考　　察

　ヒトの正常成熟婦人では，一定の周期で原則とし

て1つの卵子のみが成熟し排卵される．そして，卵

巣は右と左に1個ずつ計2個あるため，卵胞成熟，
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第1周期

左　33組
53．2％

右　29組

46．8％

第2周期

一一一 国

幡　他

図7　連続した2周期において第2周期が左であった場合

　　の第1周期の卵胞成熟側

　　観察組数＝62組

第1周期

左　31組

47．7％

右　34組
52．3％

第2周期

一一一 国

図8　連続した2周期において第2周期か左であった場合

　　の第1周期の卵胞成熟側

　　観察組数＝62組

排卵は左右の卵巣で周期毎に交互に起きると考えら

れてきた．しかし，このことを実際に確かめた文献

は少ない．種々の教科書においても排卵は交互に起

こると明記しているもの11，左右均等に起こるとのみ

記載しているものη，明言を避けて言及していないも

の8）に大別される．

　この排卵の左右側について本邦の詳しい報告は

Ichinoeら2・3｝，荒木ら4）があるにすぎない．

　Ichinoeら2）は470例のヒトの妊娠黄体の出現の左

右差について調べた結果を報告している．それによ

ると，妊娠回数が少なく年齢も若い群では右側に，

逆に分娩回数が多く年齢も高い群では左側に妊娠黄

体が有意差をもって多く存在することを認めて，ヒ

トの排卵形式は交互性でないとした．さらに，ヒト

では黄体の連続観察か不可能なため，月経周期がヒ

トとよく似たHolstein系乳牛135例について連続し

た2周期以上の発情周期を観察し，連続した2周期

とも同側に黄体を認めた場合と，対側で認めたた場

合では全く近似した出現率を示すため，発情周期で

排卵は交互性ではないと推定した2）．また，Ichinoe3）

（91）91

は子宮頸癌の手術時に，両側卵巣を上腹部に移植し，

以後30ケ月にわたり性周期における卵巣の大きさを

観察した症例について，卵巣の腫大は両側で不規則

に起きたことを報告している．これらの成績は今回

の我々の超音波断層法を用いて得た卵巣からの排卵

には左右の規則性はないという結果と同じであった．

　さらに荒木ら4）は，卵管通過障害のため腹腔鏡を行

い，次周期に開腹，卵管形成術を行った11例におい

て成熟卵胞または新鮮黄体がどちらの卵巣に存在す

るか観察した．その結果，同側6例，他側5例であ

り，排卵が左右交互に起こるという説は否定される

とした．症例数が少ないが我々やIchinoeら2・3）の成績

と一致した．たしかに，超音波断層法が発達するま

では，卵胞成熟または排卯がどちらの卵巣で起きた

のかについては開腹し実際に肉眼で確認するほかに

方法がなかったので，荒木ら4）の方法は連続した2周

期の排卵側を観察するのには有効な方法である．し

かし，腹腔鏡もしくは開腹による観察では2周期以

上の長期にわたる連続観察や症例数を積み重ねるこ

とは非常に難しい，

　近年，超音波断層法の発達により，産婦人科領域

の画像診断は長足の進歩を遂げてきた6｝．

　さらに，腹壁を通しての超音波断層法に比較して，

経膣プローブの出現は非常に詳細な画像を簡単に得

ることを可能にした．このため卵巣での卵胞の精細

な観察が臨床レベルで可能になり，排卵時期の推定，

排卵の有無の確認，多嚢胞卵巣，卵巣過剰刺激症候

群の診断等に非常に役立つようになってきた，

　今回我々は，経膣超音波断層法により卵胞の成熟，

排卵がどちらの卵巣で起きているかを観察した．そ

の結果，左右の卵巣での卯胞成熟および排卵の出現

頻度に有意な差はないことを確認した．さらに，そ

の周期と前後の周期の卵胞成熟及び排卵側について

検討し，卯胞成熟及び排卵は前周期の排卯が左右ど

ちらの卵巣で起きていようとそれとはまったく関係

なく右または左の卵巣で同頻度で起きていた．また，

今周期の排卵が左右どちらの卵巣でおきていようと

も次周期の卵胞成熟及び排卵はそれには影響されず

に左右均等に起きていた．これはIchinoe2・3｝，荒木ら4）

と同様の結果である．

　Werlinら5｝は超音波断層法で6周期連続して卯巣

を観察し，同一卵巣のみからの排卵が39症例中9症

例（23．1％）に認められたと報告している．しかし，

我々の成績では同一卵巣からの連続排卵は最長5周

期が1例のみであり，　Werlinらの報告とは異なった

結果であった．さらに，Werlinらは次周期の排卵側

は75％の確率で今周期と同側になると報告している
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が，我々の成績とは左右交互には排卵は起きないと

いう点では同じであるが，同側になる頻度は我々の

成績の50％とは差が認められた．この頻度に差があ

った原因については今後の検討が必要と思われる．

まとめ

　　卵巣からの排卵率は左右ほぼ等しいが排卵は従来

から言われていたように左右の卵巣で交互に起きる

のではなく，左右不規則に起こり，前周期の卵胞成

熟，排卵，黄体形成等は今周期の卯胞成熟及び排卵

が左右どちらの卯巣で起こるかについては影響しな

いことが示唆された．

　　本論文要旨は第34回日本不妊学会総会（旭川，

1989）において発表した．

1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）
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The　observation　of　successive　cycles
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Hiroshi　Hata，　Takuhiro　Hayashi，
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Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　SapPoro　Medical　College，

　　　　　　　　SapPPoro　O60，　Japan

　　To　investigate　in　what　order　follicular　r’natura－

tion　occurs　in　the　right　and　Ieft　ovaries，　the　present

study　was　carried　out　on　both　ovaries　using　tran－

svaginal　ultrasonotomography．

　　Females　who　had　right　and　left　ovaries　and　who

demonstrated　normal　menstral　cycles　without　the

induction　of　ovulation　were　selected　as　the　subjects．

　　The　investigation　was　made　on　194　cycles　from

the　52　cases　for　whom　observation　of　more　than　2

successive　cycles　was　possible．　Regarding　in－

dividual　cycles，　the　ovulation　rates　in　the　left　and

right　ovaries　were　47．9％and　52．1％，　respectively．

Vし「hen　the　2　successive　cycles　were　regarded　as　a

pair，　the　first　and　second　cycles　occurred　on　the　one

side　in　52，8％of　the　pairs　while　they　were　observed

on　the　other　side　in　47．2％．　Similarly　no　difference

in　incidence　was　observed　between　the　right　and

left　ovaries　even　when　the　successive　cycles　alter－

nated　left　and　right．　From　the　above，　it　was　suggest－

ed　that，　although　the　ovulation　rate　is　sinlilar　in　the

left　and　right　ovaries，　the　order　of　ovulation　is

irregular　and　that　follicular　rnaturation，　ovulation

and　luteinization　in　the　previous　cycle　have　no

influence　over　which　ovary　will　have　the　next

follicular　maturation　and　ovulation．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990・年3月31日）
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　Abstract：In　in　vitro　fertilization　and　embryo　transfer（IVF－ET）programs，　follicular　rnonitor－

ing　and　determination　of　the　proper　timing　of　the　HMG　discontinuation　are　critical　for　success．

They　are　generally　achieved　by　daily　measurements　of　serum　estradiol　levels　and　follicular

diameters．　But　serum　hormone　assays　are　relatively　complicated　and　expensive．　The　purpose　of

this　study　was　to　determine　by　ultrasound　the　appropriate　criterion　for　discontinuing　HMG．

　　The　records　of　all　patients　undergoing　IVF・ET　in　Niigata　University　between　February　1988

and　June　l989　were　reviewed．　Ovarian　stimulation　was　carried　out　with　HMG－HCG　with　or

without　Buserelin．　Follicular　developments　were　monitored　by　ultrasound。　HMG　injection　was

discontinued　when　the　largest　follicle　had　a　diameter　of　l8mm　in　phase　I，　and　of　15～16mm　in

phase　II．　The　serum　estradiol　levels　were　measured　on　the　day　of　HCG　administration　afterward，

and　patients　were　divlded　into　three　groups　according　to　those　values：patients　with　estradiol〈

600pg／ml　in　group　L，　those　with　600pg／m1≦estradiol〈1200pg／ml　in　group　M，　and　those　with

1200pg／ml≦estradiol　in　group　H．

　The　mean　normal　fertilization　rate　and　the　mean　embryo　grade　were　significantly　highest　in

group　M，　in　both　of　phases　I　and　II．　The　percentage　of　patients　in　group　M　was　significantly

greater　in　phase　II（27．8％in　phase　I，　and　47．8％in　phase　II，　p＜0．05）．　Therefore，　HMG　injection

should　be　discontinued　when　the　largest　follicle　becomes　15～16mm　to　increase　the　percentage　of

patients　in　group　M，　in　which　the　oocyte　and　the　embryo　quality　is　thought　to　be　best．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，36（1），93－98，1991）

Introduction

　It　has　been　the　custom　in　in　vitro　fertilization

and　embryo　transfer　（IVF－ET）programs　to

stimulate　normally　menstruating　women　with

ovulation－inducing　agents，　such　as　human　meno一

pausal　gonadotropin（HMG），　to　recover　multiple

oocytes．　Since　there　are　individual　differences　in

patients’responses，　follicular　monitoring　and

determination　of　the　proper　timing　of　the　HMG

discontinuation　are　critical　for　success．　Follicular

monitoring　is　generally　achieved　by　daily　mea・
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surements　of　serum　estradiol　concentrations　and

follicular　diameters．　Estradiol　levels　are　mea－

sured　by　radioimmunoassay，　so　daily　assays　are

relatively　complicated　and　expensive．　On　the

other　hand，　follicular　diameters　are　measured

with　ultrasound，　which　has　been　easy　and　simple

technics　with　the　development　of　vaginal　tran－

ducers．

　　In　a　few　IVF－ET　programs　including　ours，　foL

licular　monitoring　has　been　performed　with　ultra－

sound　without　daily　estradiol　measurementsL2）．

From　Februay　to　December　1988　in　Niigata

University，　HMG　injection　was　discontinued　when

the　largest　follicle　had　a　diameter　of　18mm．

There　results　were　retrospectively　analyzed　and

were　found　to　be　unsatisfactory．　So　from　January

to　June　l989，　the　criterion　for　discontinuing　HMG

was　changed　to　improve　the　results　of　IVF－E7r．

The　purpose　of　this　study　w・as　to　determine　by

ultrasound　the　apPropriate　criterion　for　discon－

tinuing　HMG　and　to　discuss　follicular　monitoring

by　ultrasOUnd．

Materials　and　Methods

　　The　records　of　all　patients　undergoing　IVF・ET

in　Niigata　University　between　February　1988　and

June　1989　were　reviewed．　Patients　whose　oocyte

retrieval　was　cancelled　were　excluded　from　the

study．

　　Details　of　the　IVF－ET　programs　in　Niigata

University　were　previously　described2）、　Ovarian

stimulation　was　carried　out　with　HMG（Nikken

Co．，　Tokyo）with　or　without　Buserelin（Hoechst

Japan，　Tokyo）．　In　the　stimulation　protocol　with・

out　Buserelin，　two　ampules　of　HMG　per　day　were

given　starting　on　day　30f　the　cycle．　From　day　8，

follicular　development　was　monitored　by

ultrasound；the　follicular　diamters　were　measured

in　three　planes　and　the　means　were　calculated．

HMG　injection　was　discontinued　when　the　largest

follicle　had　a　mean　diameter　of　l8mm　in　l988

（phase　I），　and　of　15～16mm　in　1989（phase　II）．

Human　chorionic　gonadotropin（HCG；HCG　Mo－

chida，　Mochida　Pharmaceutical　Co．，　Tokyo），10，

0001U，　was　administered　one　or　two　days　after　the

last　HMG　injection．　In　the　stimulation　protocoI

with　Buserelin，　it　was　given　intranasally　starting
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on　day　21　0f　the　previous　cycle　and　continuing

until　HCG　injection2）．　HMG　injections，　the　crite－

rion　for　HMG　discontinuation，　and　the　timing　of

the　HCG　administration　were　the　same　as　in　the

protocol　without　Buserelin．

　　Blood　samples　were　collected　on　the　day　of　the

HCG　administration，　and　serums　were　stored　at

20℃until　assayed．　Serum　estradiol　levels　were

measured　afterward　with　commercially　available

radioimmunoassay　kits（E2　kit，　CDP　Co．，　Tokyo）．

Then　patients　were　divided　into　three　groups

according　to　the　estradiol　levels：patients　with

estradiol〈600pg／ml　in　group　L，　those　with　600pg／

ml≦estradiol〈1200pg／ml　in　group　M，　and　those

with　1200pg／ml≦estradiol　in　group．　H．

　　Thirty－six　hours　after　the　HCG　injection，

oocytes　were　retrieved　transvaginally　by　tran・

svaginal　ultrasound．　Recovered　oocytes　were　in－

cubated　for　3・－6　hours，　then　were　inseminated

with　1～5×105　motile　sperms／ml．　Sixteen　hours

after　the　sperm　addition，　normal　fertilization　was

verified　by　the　presence　of　two　pronuclei．　Forty－

eight　hours　after　the　oocyte　retrieval，　the　mor－

phological　appearance　of　the　fertilized　embryos

was　assessed　according　to　the　grading　system

（Table　1）to　evaluate　the　embryo　quality，　then

embryos　were　transferred　into　the　uterine　cavity．

　　Progesterone，50mg，　was　administered　intra－

muscularly　on　the　next　day　after　the　oocyte　re－

trieval，　then　30mg　was　injected　daily　for　13　days．

Twelve　days　after　the　embryo　transfer（ET），

serumβ一HCG　was　measured　by　fluorometric

enzyme　immunoassay　（Stratus，　Baxter

Table　1．　Embryo　grade

Grade Characteristics

4

3

2

ユ

Even　blastomeres，　sharp　borders，　no

fragmentation，　no　granularity　in

ooplasm．

Even　blastomeres，　sharp　borders，　slight

fragmentation，　no　granularity　in

ooplasm．

Moderately　irregular　blastomeres，

modest　fragmentation，　slight　granula－

rity　in　oOplaSm．

Arrested　cleavage，　or　severely　irregular

blastomeres，　severe　fragmentation，

significant　granularity　in　ooplasm．
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Healthcare　Co．，　Miami，　USA）．　If　it　was　elevated，

ultrasound　examination　was　applied　four　weeks

after　the　ET，　and　pregnancy　was　diagnosed　when

agestational　sac　was　shown　to　be　present　in　the

uterlne　CaVlty．

Statistical　analysis was performed USlng

Student’s　t　test　and　chi－square　analysis．　All　data

are　expressed　as　means±SD・

Results

　　Of　the　157　patients　in　this　study，86　were　in

phase　I　and　71　in　phase　IL

　　In　phase　I（Table　2），　the　mean　serum　estradiol

level　on　the　day　of　the　HCG　admmlstratlon　was

Table　2．　Results　of　IVFET　in　phase　I

Oocyte　retrieval

Estradiol　levelsa）

Oocytes　recovered

Fertilization　rateb）

ET
Embryos／ET

Embryo　grade

Pregnancies／ET

　　　86patients

l，226±1，041pg／ml

　　　4．14：ヒ3．45

　　　58．6±36．6％

　　　　　　　51

　　　2．63＋1．17

　　　2．75±二〇．76

　　　　7（13．7％）

a）Serum　estradiol　levels　on　the　day　of

　　HCG－admmlstratlon．
b）Male　factor　cases　were　excluded．

Table　3．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（95）95

1226±1041pg／m1，　the　number　of　oocytes

recovered　per　retrieval　was　4．14±3．45，　the　mean

fertilization　rate（excluding　male　factor　cases）

was　58．6±36．6％，　the　embryos　transferred　per　ET

were　2．63±1．17，　and　seven　pregnancies　occurred

（pregnancy　rate　per　ET　was　13．7％）．

　　The　serum　estradiol　levels　on　the　day　of　the

HCG　administration　were　measured　in　72　patlents

of　phase　I．　As　shown　in　Table　3，　in　the　groups　of

phase　I，　most　of　the　patients　were　in　group　H．　The

number　of　oocytes　recovered　per　retrieval　and　the

number　of　embryos　transferred　per　ET　were

significantly　greatest　in　group　H・On　the　other

hand，　the　mean　normal　fertilization　rate（exclud－

ing　male　factor　cases）and　the　mean　of　the　embryo

grade　were　significantly　highest　in　group　M

Though　the　number　of　embryos　transferred　was

significantly　greatest　in　group　H，　the　pregnancy

rate　per　ET　was　not　significantly　different．

　　In　phase　II（Table　4），　the　mean　serum　estradiol

level　on　the　day　of　the　HCG　administration　was

967．6±591．7pg／ml，　the　number　of　oocytes　recover－

ed　per　retrieval　was　5，27±3．70，　the　mean　fertiliza－

tion　rate（excluding　male　factor　cases）was　70，7±

25．6％，embryos　transferred　per　ET　were　3．00±

　1．64，and　sixteen　pregnancies　occurred（pregnancy

Acomparison　of　the　results　of　IVFET　according　to　the　estradiol　levels　on　the　day　of　the　HCG

administration　in　phase　1

group　L

Estradiol　Levels

　　　group　M group　H

Oocyte　retrieval 22 20 30

Oocytes　recovered 1．77±1．27

　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
「一一一一一一一一一　一一一一一「　「　一一一一一一一一一一一一一一「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．73±3．78

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
3．25±2．22

Fertilization　ratea） 49．4±39．2％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53．5±36．5％

　　　　　L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一＿＿＿＿一」　L＿一一」

＊＊

ET 11

＊

14

＊＊

＊

19

Ernbryos／ET

Embryo　grade

Pregnancies／ET

　　　　　「一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一』一「
1．82±1．17　　　　　　　　　　　　　2．50±1，02　　　　　　　　　　　　　3．25±1．02
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L＿＿一一一＿＿＿＿＿一一一一．一一一＿＿＿」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊

2．55±0．91　　　　　　　　　　　　　3。18±0．73　　　　　　　　　　　　　2．58±0．71

　　　　　L．一一＿一一」　　1－＿＿」　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊

　1（9．1％）　　　　　　　　　　　　2（14．3％）　　　　　　　　　　　　4（21．1％）

　　　　　＊p＜0．05，＊＊p＜0．01

a）Male　factor　cases　were　excluded．
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rate　per　ET　was　28．1％）．

　　The　serum　estradiol　levels　on　the　day　of　the

HCG　administration　were　assayed　in　67　patients

of　phase　II．　In　the　groups　of　phase　II（Table　5），

most　of　the　patients　were　in　group　M．　The　number

of　oocytes　recovered　per　retrieval　and　the　number

of　embryos　transferred　per　ET　were　significantly

greatest　in　group　H．　But　the　mean　normal　fertiL

ization　rate（excluding　male　factor　cases）and　the

mean　of　the　embryo　grade　were　significantly

higher　in　group　M　than　in　group　H，　As　in　phase　I，

though　the　numger　of　embryos　transferred　was

significantly　greater　in　group　H，　the　pregnancy

Table　4．　Results　of　IVF－ET　in　phase　II

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日不妊会誌　36巻1号

rate　per　ET　tended　to　be　higher　in　group　M　than

in　group　H．　The　percentage　of　patients　in　group

Mwas　significantly　greater　in　phase　II（p＜0．05）．

（Table　6）

　　　　　　　　　　　　　　　　Discussions

Oocyte　retrieval

Esrtadiol　levels・）

Oocytes　recovered

Fertilization　rateb）

ET
Embryos／ET

Embryo　grade

Pregnancies／ET

　　　　71cycles

967．6±591．7pg／ml

　　　5．27±3．70

　　　70．7±25．6％

　　　　　　　57

　　　3．00±1．64

　　　2，69±0．73

　　16（28．1％／ET）

　　In　phase　I，　HMG　injection　was　discontinued

when　the　largest　follicle　had　a　diameter　of　18mm．

Retrospective　analysis　of　these　results　showed

that　though　the　most　oocytes　recovered　and　the

most　embryos　transferred　were　significantly　in

group　H，　the　pregnancy　rate　in　group　H　was　not

significantly　high．　Furthermore，　the　normal　fertil－

ization　rate　and　the　embryo　grade，　which　are

thought　to　be　associated　with　oocyte　and　embryo

quality，　were　highest　in　group　M．　These　suggested

that　excessive　estradiol　concentrations　affected

Table　6． Acomparison　of　numbers　of　patients　in

each　groups　in　phases　I　and　II

9「oups phase　I phase　II

a）Serum　estradiol　levels　on　the　day　of

　　HCG　administration．

b）Male　factor　cases　were　excluded．

Group　L

Group　M

Group　H

22（30．6％）

20（27．8％）＊

30（41．7％）

17（25．4％）

32（47．8％）＊

18｛26．9％）

TotaI 72（100％） 67（100％）

Table　5．

＊p〈0．05

AcomparisQn　of　the　results　of　IVF－ET　according　to　estradiol　levels　on　the　day　of　the　HCG

administration　in　phase　II

group　L

Estradiol　Levels

　　　group　M group　H

Oocyte　retrieval 17 32

＊＊

18

Oocytes　recovered

Fertilization　ratea）

1．59±1．23　　　　　　　　　　　　　3．78±1．68　　　　　　　　　　　　　9．83±3．20

　　　　　L＿一＿一一＿＿＿＿一一一＿＿＿＿＿」　L＿～＿＿」

75．0±35．4％

＊＊

77．3±18．9％

＊＊

52．6±12．0％
L＿＿＿＿一一一一＿一＿一」

＊＊

ET 12

　　　　　一
1．50±0．80

29

＊＊

16

Embryos／ET 3． 10±1．11
　　　1

Embryo　grade 2．47±0．98

＊＊

2．93±0．56
　　　　　L

＊

　　　　4．46±2．00

　　　2．60±0．48

＊

Pregnancies／ET 0（0％） 12（41．4％） 4（25．O％）

＊＊

　　＊p＜0．05，　＊＊p〈O．01
a）Male　factor　cases　were　excluded．
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the　oocyte　and　ernbryo　quality，　and　that　quality

was　best　when　the　serum　estradiol　levels　on　the

day　of　the　HCG　administration　were　600～

1200pg／ml（group　M）．　In　phase　I，　only　27．8％of

patients　was　in　this　range，　and　41．7％was　beyond

it，　It　appeared　that　if　HMG　injection　was　dis－

continued　earlier，　the　rate　of　group　H　patients

would　decrease，　and　the　mean　of　the　embryo

grade　would　improve．　It　is　important　to　transfer

the　embyos　with　high　grade，　since　the　mor－

phological　appearance　of　the　embryo　is　assumed

to　be　asocciated　with　the　pregnancy　rate3）．　So　in

phase　II，　the　HMG　injection　was　discontinued

when　the　largest　follicle　had　a　diameter　of　15

－－ 16mm，　then　the　percentage　of　patients　in　group

Msignificantly　increased（47．8％），　and　only　269％

was　in　group　H．

　　Since　this　study　was　not　distinctly　case－

controlled，　comparison　of　results　of　IVF－ET

between　phases　I　and　II　is　not　of　significance．　But

the　change　of　the　criterion　for　the　HMG　discontin－

uation　could　be　responsible　for　the　increase　in　the

patient　rate　in　group　M，　in　which　the　oocyte　and

embryo　quality　appeared　to　be　good．　　　－

　　There　are　few　IVF－ET　programs　published

in　which　follcular　monitoring　is　performed

by　ultrasound　without　daily　estradiol　measure－

mentsl・2）．　It　was　demonstrated　that　HCG　should

be　injected　in　anovulatory　women　to　induce

ovulation　with　HMG　when　the　largest　follicle

had　a　diameter　of　18　’一　19mm4｝．　If　this　principle

is　adapted　in　IVF－ET　programs　and　the　largest

follicular　diameter　is　to　be　18～19mm　at　the　time

of　the　HCG　administration，　it　should　be　approxl－

mately　2～4mm　smaller　when　HMG　is　dis－

continued，　since　the　HMG　discontinuation　is　1　一一2

day　prior　to　HCG　injection　and　the　growth　rate　of

the　largest　follicles　are　about　2mm／day　in　this

period．5）．　Mantzavinos　et　al5），　demonstrated　that

when　follicles　were　considered　to　be　mature　by

the　clinical　evaluation　of　the　response　of　the

estrogen　target　tissues　in　the　HMG－HCG　stimula－

tion　protocol　in　IVF－ET，　those　diameters　were

smaller　than　that　in　natural　cycles　or　in　cycles

stimulated　with　clomiphene　citrate，　and　the　mean

size　of　the　largest　follicle　one　day　prior　to　oocyte

retrieval　was　16．2mm．　So　we　concluded　that　HMG

（97）97

should　be　discontinued　when　the　largest　follicule

had　a　diameter　of　15～16mm．

　　It　has　been　reported　that　high　serum　estradiol

levels　subsequent　to　ovarian　stimulation　have　a

detrimental　effect　on　the　results　of　IVF－ET6・7）．

Excessive　estradiol　may　exert　adverse　effects　on

several　parts：on　the　endometrium，　the　corpa　lutea

and　the　oocytes　and　embryos．　This　study　shows

that　excessive　estradiol　levels　decreases　the

oocyte　and　embryo　quality．　Though　this　study

does　not　allow　us　to　identify　the　mechanisms

responsible　for　this，　there　may　be　two　factors．　One

may　be　a　direct　toxity　of　estradiol　to　the　oocytes

and　embryos．　Using　an　experimental　model　of

perfused　rabbit　ovary，　Yoshimura　et　al8》．　demon・

strated　that　high　estradiol　levels　may　exert

cytotoxic　effects　on　follicle－enclosed　oocytes．　The

other　mechanism　may　be　postmaturity　of　oocytes．

Garcia　et　al9）．　reported　that　there　was　post－

matuarity　in　some　of　their　patients　who　were　high

estradiol　responders．

　　Previous　reports　have　demonstrated　that　fol－

1icular　monitoring　by　ultrasound　alone　is　inade－

quate　in　IVF－ET　programs5・lo｝、　Buttery　et　allo）．

pointed　out　that　there　may　be　technical　diffi－

culties　in　ultrasound．　But　this　problem　has　been

resolved　by　the　development　of　vaginal　tran－

ducers，　with　which　follicles　can　be　clearly　visual－

ized　without　great　skil1．　They　also　emphasized

that　ultrasound　could　not　predict　LH　surge．　But

clomiphene　citrate　was　used　in　their　stimulation

protocol，　in　which　spontaneous　LH　surge　occur・

red　frequently．　But　in　HMG－HCG　protocols　Iike

ours，　LH　surge　is　unusua1（only　20　一一　30％　of

stimulated　cycles＞2・111．　and　it　is　almost　never　seen

in　protocols　with　Buserelin2）．　Recently，　stimula－

tion　protocols　with　clomiphene　have　been　aban－

doned，　and　those　with　Buserelin　have　been　popu・

lar．　So　the　importance　of　predicting　LH　surge　has

decreased．

　　In　recent　years，　IVF・ET　has　been　widely　prac・

ticed　in　many　hospitals　and　clinics　which　do　not

have　substantial　assay　laboratories　and　staffs．

There，　ultrasound　measurements　would　be　in・

creasingly　of　significance．　In　those　institutes，

HMG　injection　should　be　discontinued　when　the

largest　follicle　becomes　15～16mm　in　HMG・HCG
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protocols，　with　or　without　Buserelin．
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体外受精・胚移植における

　　　　卵胞径計測による

　　HMG中止基準の検討

新潟大学医学部産科婦人科学教室

谷啓光織田和哉
七一里和良　荒川　修

佐藤芳昭　田中憲一

　　体外受精・胚移植では，適切な卵胞モニタリングと

卵巣刺激の中止時期の決定が重要である。しかし，連

日のリアルタイムによる血中ホルモン測定は困難iなこ

とが多い．そこで，超音波断層法を用いて卵胞径計測

を行い，これによる適切なHMG中止基準を検討した．

　　HMG－HCG法で卵巣刺激を行った．経膣プロープで

卵胞径計測を行い，主席卯胞径が，Phase　1（n＝86）

では18mm，　Phase　2（n＝71）では15～16　mmに達

した時点でHMG投与を中止した．さらにHCG投与
日の血中エストラジオール値を測定，これにより患者を

L群（≦600pg／ml），　M群（600　一一　1200），　H群（1200≦）

に分類した．

　Phase　I，　IIともに受精率，胚形態学的正常性はM群

が良好だった．M群の割合は，　Phase　Iでは27．8％，

Phase　IIでは47．8％と，　Phase　IIで多かった．した

がって，主席卵胞径が15　一一　16　mmに達した時点で

HMG投与を中止することにより，全患者に占めるM群

の割合が増加し，妊娠率の向上が期待できると考えら
れた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年3月30日）
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　体外受精・胚移植を行った症例のうち卵管性不妊23例27周期について，その精液所見（精子数，

運動精子数，運動率）が，分割率，妊娠率の予後にどの様に影響しているかを検討した．排卵刺激方

法としてclomiphene　citrate　100mgを月経周期3日目から5口間，　hMG150単位を月経周期4日目よ

り連日投与する方法を用いた．全体で167個の卯が採取され（卵の回収率57．6％），全症例の卵の分

割率は45．5％，対胚移植あたりの妊娠率は29．6％であった．SwiM－up法による処理後精子数，運動

精子数では，分割率，妊娠率いずれも有意差は認められなかった．しかしながら処理後運動率で検討

すると，分割率では運動率が50％を境にして有意な差を認めた．また妊娠率でも運動率が50％未満

では0％と，妊娠例を認めなかった．以上の検討から卵管性不妊の症例において，精子回収後の運動

率が，分割率，妊娠率の予後に重要と思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，36（1），99－104，1991）

緒　　言

　当初，高度卵管性不妊など女性因子に対する治療

法として開発された体外受精・胚移植法（In　Vitro

Fertilization　and　Embryo　Tranfer，　IVF－ET）は，

IVF－ETがその操作上の過程において，運動精子濃度

を30－100×IO4／mlと正常からみると低濃度で受精

操作を行うため，最近では男性因子をも含む不妊症

夫婦においてもその適応が拡大されてきている1・2｝．

しかし，実際には乏精子症などの治療法として行っ

てみると，分割率が低いなど充分な治療効果はない1）．

また卵管性不妊の症例においても精液所見が，IVF－

ETにおける卵の分割率，妊娠率にどの様に影響する

のか，未だ充分に分かっていない．そこで今回我々

は，卵管性不妊において，精液所見（回収精子数

回収運動精子数，回収精子運動率〉がIVF－ETの場

合において分割率，妊娠率の予後にどの様に影響し

ているのか検討した．
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方　　法

体外受精・胚移植における精液所見からみた予後

　対象は岡山大学医学部附属病院において，卵管性

不妊を適応として平成元年1月より9月までに，

clomiphene－hMG－hCG法を用い体外受精および胚移

植を行った23症例27周期とした．なお，この23症

例は原発不妊10例13周期，続発不妊13例14周期

で，全体では年齢32．7歳±3．9（mean±SD＞（最低

26歳，最高39歳），不妊期間は5．6年±3．5（mean±

SD）（最低1．7年，最高15．6年）であった．

　排卵刺激法はclomiphene　100mg／dayを月経周期

3日目から5日間，hMG150単位を月経周期4日目

より連日筋注した．卵胞計測は経膣超音波断層法に

て行い，卵胞三方向径を計測し観察された全卵胞の

内2番目に大きい卵胞の三方向平均径が14mmを越え

た日にhMGの投与を中止，最終hMG投与から約40

時問後にhMG100001Uを筋注した．卵胞穿刺はhCG

投与35時間後とし，経膣超音波断層法を用いて穿刺

可能な卵胞はすべて穿刺を行い，吸引された卵胞液

より実体顕微鏡下に卵を回収した．なお超音波断層
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装置はアロカSSD620，穿刺針はテルモ社製の16　G

卵胞穿刺針（特注品）を用いた．

　培養液は，Human　Tubal　Fluid（HTF）を用い，

受精用には7．5％，卵分割用には15％の患者不活化

血清を加えて用いた．培養環境は，37℃，CO、5％，

025％，N290％とした．

　卵回収3時間後に用手法にて精液を採取させ，液

化したのち一部分を用いて精液検査（原精子数，原

運動精子数，原運動率）を行った．原精液の残りに

7．5％血清添加の培養液を加えて2回洗浄遠沈後，ペ

レットに培養液を加え0．5ccとした．その上に培養

液lccを静かに重層し，30分以上Swim－upさせたの

ち上層を約O．8　cc回収した．回収した一部分を検査

（回収精子数，回収運動精子数，回収精子運動率）と

L，残｝）を最終運動精子濃度30－100×104／mlとな

るように調整し媒精を行った．胚移植は媒精の約36

時間後に，2細胞以上の分割卵を経頸管的に子宮腔

内にすべて移植する方法で行った．また黄体期の補

充療法としては，卵胞穿刺後3日目から15日目まで，

3日毎にhCG10001U筋注する方法で行った．

表1　精r一数よりみたIVF－ETのr’後

精f数
（107／ml）

周期 採卵数 分割数
（分割率）

胚数／ET 妊娠／ET〔周期〕
　（女丑如丁乏♪争｛）

O－5※

5－10

10－15

15一

3

12

8

4

22

73

48

24

　　8
（36．4％）

　41
（56．2％）

　20
（41．2％）

　　7
（53．6％）

　2．7

±0．5

　3．4

±1．2

　2．5

±1、1

　1．8

±O．8

　0／3
（o％）

　6／12
（50．0％）

　2／8
（25．0％）

　0／4
（0％）

（mcan±SD）
※最低精子数4200×104／ml

表2　運動精子数よりみたIVF－ETの予後

運動精子数
（107／ml）

周期 採卵数 分割数
（分割率）

胚数／ET 妊娠／ET〔周期〕

　（妊娠率）

0－20楽

20－40

40－60

60一

3

6

7

ll

21

37

39

70

　　7
（33．3％）

　18
（48．6％）

　22
（56．4％）

　29
（41．4％）

　2．3

±o．9

　3．0

±12
　3，1

±1．1

　6．4

±3．2

　0／3
（o％）

　4／6
（66．6％）

　2／7
（28。6％）

　2／11

（18．2％）

（mean±SD）

※最低運動精子数1000×104／m1
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　妊娠の診断は超音波断層法にて胎嚢を確認できた

症例のみとした．

結　　果

　今回の対象症例では穿刺卵胞数は290個で167個

の卵（卵回収率57．6％）が採取された．回収した卵

の分割率は45．5％，妊娠率（妊娠数／ET（周期））

は29．6％であった．

　最初に原精液について検討した．まず精子数につ

いて検討した．精子数は最低で4，200万／ml，最高

で19，600万／mlであった．卵の分割を認めた精子数

は最低で4，200万／ml，また妊娠を認めた精子数は

最低で5，200万／mlであった．精子数を5，000万／

m1ずつ4段階に区切り検討すると（表1），分割率は

29．2％（15，000万／ml～）から56．2％
（5，000　・一　10，000／ml＞，妊娠率は0％（0～5，000

万／ml，15，000万／ml～）から50．0％
（5，000－－10，000万／ml＞と，一定の関係は認められ

なかった．

　つぎに運動精子数について検討した．運動精子数

（IOI）　101

は最低で1，000万／ml，最高で11，500万／mlであ

った．卵の分割を認めた運動精子数は最低で1，000

万／mlで，また妊娠を認めた運動精子数は最低で

3，000万／mlであった．運動精子数を2，000万／ml

ずつ4段階に区切り検討すると（表2），分割率は33．3

％（0－一　2，000万／ml）から56．4％（4，000－－6，000

万／ml），妊娠率は0％（0・一　2，000万／m1）から66．6

％（2，000－－4，000万／ml）と，一定の関係は認めら

れなかった．

　つぎに精子運動率について検討した．精子運動率

は最低で13．3％，最高で82．1％であった．卵の分

割を認めた精子運動率は最低で13．3％で，また妊娠

を認めた精子運動率は最低で33．7％であった．つぎ

に精子運動率を25％ずつ4段階に区切り検討すると

（表3），分割率は33．3％（0－一　25％）から53，8％

（75　・一　100％），妊娠率は0％（0－一　25％〉から33．3

％（50　一一　75％）と，一定の関係は認められなかった．

　つぎにSwim－up法により回収した回収精子数回

収運動精子数，回収精子運動率と分割率，妊娠率（妊

娠数／ET（周期））の間の関係を検討した．

表3　精子運動率よりみたIVF－ETの予後

精子運動率
　（％）

周期 採卵数 分割数
（分・害］J率）

胚数／ET 妊娠／ET〔周期〕

　（女モ女辰率）

0－25※

25－50

50－75

75　一　100

1

10

12

4

3

74

64

26

　　1
（33．3％）

　27
（36．5％）

　34
（53．1％）

　14
（53．8％）

1．0

　2．7

±1．0

　2．8

±1．3

　3．5

±1．1

0／1

（0％）

3／10

（30．O％）

　4／12

（33，3％）

　1／4
（25．0％）

（mean±SD）

※最低精子運動率13．3％

表4　回収精子数よりみたIVF・ETの予後

回収精∫数
（106／ml）

周期 採卵数 分割数
（分割率）

胚数／ET 妊娠／ET〔周期〕

　（妊娠率）

0－5X

5－10

10－15

15一

2

6

5

14

7

31

41

88

　　4
（57．1％）

　16
（5／．6％）

　16
（39．0％）

　40
（45．5％）

　2．0

±0

　2．7

±1．5

　3．2

±1．2

　2．9

±1．1

　1／2
（50．0％）

　1／6
（16．7％）

　2／5
（40．0％）

　4／14

（28．6％）

（mean±SD）

※最低回収精子数500×104／ml
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　まず回収精子数について検討した．回収精子数は

最低で500万／ml，最高で10，600万／m1であった．

卵の分割を認めた回収精子数は最低で500万／mL

また妊娠を認めた回収精子数は最低で500万／m1で

あった．回収精子数を500万／mlずつ4段階に区切
り検討すると（表4），分割率は39．0％（1，000　一一　1，500

万／mDから57．1％（0－一　500万／m1），妊娠率（妊

娠数／ET）は16．7％（500～1，000万／ml）から50．0

％（0～500万／ml）と，一定の関係は認められなか

った．

　つぎに回収運動精子数について検討した．回収運

動精子数は最低で200万／m1，最高で9，000万／ml

であった．卵の分割を認めた回収運動精子数は最低

で200万／mlで，また妊娠を認めた回収運動精子数

は最低で280万／m1であった．回収運動精子数を500

万／m1ずつ4段階に区切り検討すると（表5），分割

率は39．6％（500～1，000万／ml）から54．3％

（1，500／m1～），妊娠率（妊娠数／ET）は16．7％（0

～ 500万／ml，1，000　一一　1，500／ml）から42．9％

（500～1，000万／ml）と，一定の関係は認めなかった．
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　つぎに回収精子運動率について検討した．回収精

子運動率は最低で22．7％，最高では100％であった。

卵の分割を認めた回収精子運動率は最低で22．7％

で，妊娠を認めた回収精子運動率は最低で55．0％で

あった．回収精子運動率を25％ずつ4段階に区切り

検討すると（表6），分害IJ率は23．5％（0－一　25％）

から50．0％（75～100％）と運動率が良くなるに従

い分割率も高くなり，運動率50％未満と50％以上

で比較するとP〈0．05で有意差を認めた．また妊娠

率（妊娠数／ET）は，運動率が50％未満では0％

であったのに対して運動率が50　一一　75％では57．1％，

75　一一　100％では28．6％と，運動率が50％未満では妊

娠を認めた症例はなかった．

考　　察

　当初，高度卵管性不妊などの治療法として開発さ

れたIVF・ETは，その治療成績を見ると未だ充分満

足出来るものではない．また卵管性不妊の症例にお

ける精子数は，正常範囲内でも様々である．さらに

精子数は良好でも運動精子数，運動率が悪い場合な

表5　回収運動精子数よりみたIVF－ETの予後

匝1叫又運重力＊青一ヂ数

　（106／ml）

周期 採卵数 分割数
（分割率）

胚数／ET 妊娠／ET〔周期〕

　（妊娠率）

0－5※

5－10

10－15

15一

6

7

6

8

33

53

35

46

　14
（42．4％）

　21
（39．6％）

　16
（45．7％）

　25
（54．3％）

　2．3

±1．4

　3．O

±1．1

　2．7

±1．4

　3．1

±1．1

　1／6
（16．7％）

　3／7
（42．9％）

　1／6
（16．7％）

　3／8
（37．5％）

　　　　　　　　　　　　　　　（mean±SD）
※最低回収運動精f数200x104／ml

表6　回収精r一運動率よりみたIVF－ETの予後

回収精子運動率
　　（％）

周期 採卵数 分割数
（分割率）

胚数／ET 妊娠／ET〔周＃J］〕

　（妊娠率）

0－25※

25－50

50－75

75－100

2

4

7

14

17

15

43

92

　4
（23．5％）

　5
（33．3％）

　21
（48．8％）

　46
（50．0％）

　2．0

＋1．0

　1．3

±0。4

　3．0

±1．1

　3．3

±10

　0／2
（0％）

　0／4
（0％＞

　4／7
（57．10／o）

　4／14

（28．6％）

（mean±SD）
※最低回収精子運動率22．7％
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どがある．そこで卵管性不妊の症例のうち，精液因

子がどの程度IVF・ETに影響するのか検討してみた．

　最初に原精液で分割率，妊娠率について検討して

みたが，今回の検討では精子数，運動精子数，運動

率いずれも分割率，妊娠率に対して一定の関係は見

いだせなかった．運動精子数が少ない場合，分割率，

妊娠率が悪くなるという報告があり1），また運動率が

低いと受精，妊娠を認めなかったという報告もある2・3・4）．

さらに今回は奇形率，運動精子の質に対しては検討

していないが，運動率が低く奇形率が高い場合，妊

娠率が低いという報告や5），運動精子の質が受精に重

要な因子であるという報告もある2・6・7）．今回の検討で

は原精液と分割率，妊娠率の問には一定の関係は認

められなかったが，その理由として対象が卵管性不

妊のみで男性不妊を対象に入れなかったためと思わ

れた．

　また今回の検討には，精液のパラメータとして採

取した全精液を処理し回収した精子も用いてみた．

これはIVF－ETにおける受精には，一般的には洗浄，

Swim－up後の精子が用いられており，媒精には原精

液ではなく回収後の精子の状態が大きく影響してい

ると考えられたためである．

　まず洗浄2回後Swim－upして回収した回収精子

数，回収運動精子数と分割率，妊娠率（妊娠数／ET

（周期））との間には，原精液と同様に一定の関係は

認められなかった．

　しかし回収精子運動率に関しては，分割率は回収

精子運動率が高率になるに従い高くなり，回収精子

運動率が50％未満では妊娠例は認めなかった．回収

後の精液を用いてIVF－ETの予後を検討した報告は

見られないが，今回の検討では回収精子運動率は分

割率，妊娠率（妊娠数／ET（周期））に対して重要

な因子であった．

　以上より，卵管性不妊の症例においては，原精液，

回収精子数，回収運動精子数は分割率，妊娠率（妊

娠数／ET（周期））と直接の関係は見出せず，回収

精子運動率が分割率，妊娠率（妊娠数詞／ET（周期））

に重要な因子と考えられた．

　現在当科ではSwim－up法を用いている．乏精子症，

精子運動低下症など運動率の低い症例に対して，Per－

coll法などによって運動率を増加させ受精を得たと言

う報告がある8・9・1°）．卵管性不妊の症例でも今後回収精

子運動率をいかに良くするかが，分割率，妊娠率の

向上にとって重要であると思われた．
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　　We　evaluated　27　cycles　of　23　women　with　tubaI

infertility　in　in　vitro　fertiIization　and　embryo　trans－

fer　program．　The　relationship　between　the　finding

of　ejaculate　and　cleavage　and　pregnancy　rate．　We

employed　clomiphene　citrate－hMG　protocol．　One

hundred　and　sixty　seven　oocytes　were　retrieved

frorn　those　23　patients（oocyte－recovery　rate　57．6％）．

Cleavage　rate　was　45．5％and　pregnancy　rate　per

ET　was　29．6％．　Cleavage　and　pregnancy　rate　were

not　affected　by　either　sperm　count　or　the　number　of

motile　sperm　both　before　and　after　swim－up　proce－

dure　But　cleavage　rate　was　significantly　higher

（p＜0．05）in　the　group　with　sperm　motility　more

than　50％than　in　the　group　with　sperm　motility　less

than　50％only　after　swim－up　procedure．　And　no

patient　became　pregnant　in　the　group　with　sperm

motility　less　than　50％only　after　swim－up　proce－

dure．　As　mentioned　above，　we　concluded　that　sperm

motility　only　after　swim・up　procedure　was　impor－

tant　to　cleavage　and　pregnant　rate　in　in　vitro

fertilization　and　embryo　transfer　program　for　the

patients　with　tubal　infertility．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年3月31日）
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崇　英

Takahide　MORI

　1988年9月より1989年12月までの1年4か月間に当科にてIVF－ETによる不妊治療を36例（63周

期）に行った．Phase　lでと36周期Phase　2では27周期に施行し，治療の経験を通じて以下の知見を

得た．

1）小規模公立病院での試みで，スタッフ・設備とも十分ではなかったが，プログラムを簡略化する

ことにより施行可能であった、2）GnRHa併用の卵巣刺激法にてやや高率のOHSSの発生をみとめ

た．3）男性不妊症では受精率が低くIVF－ETは重症の男性不妊症に対する有用な治療法であるとは

認められなかった．4）妊娠の成立はPhase　lでは36周期中1例（4．3％／胚移植），　Phase　2では

27周期中5例（26．3％／胚移植）に認めた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpr1．　J．　Fertil．　SteriL，36（1），105　110，199　1）

緒　　言

　体外受精胚移植法（IVF・ET）は現在本邦において

も数多くの施設で行われるようになり，不妊治療法

の一つとして定着しつつある．初期の段階において

はIVF－ETは，人的な制約や設備・検査体制等の問

題のため通常大学を中心とした大病院や，比較的容

易に体制づくりの出来る私的施設でのみ可能なこと

で，一般病院にとっては困難な治療法であると考え

られていた．しかしながら近年開発されたTVプロ

ーブを用いた採卵法やGnRH併用の卵巣刺激法等の

導入によってプログラムの設定は以前に比して容易

に行えるようになってきている，全病床数209，常勤

産婦人科医2名と小規模な公的病院である当院にて

1988年9月よりIVF－ETを試みてきた．　IVF－ETの

プログラムを簡略化することにより小規模施設にお

けるIVF－ETプログラムの施行は可能と思われるの

で，我々が舞鶴市民病院で行った経験と成績につい

て述べてみたい．

研究方法

対象は1988年9月より1989年12月までの1年4
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か月間に市立舞鶴市民病院において，IVF－ETの適用

と考えられ施行された36例（63周期）である．1988

年9月より1989年8月までの26例（36周期）と1989

年9月より同12月までの27例（27周期）は使用し

た培養器の機種が異なり，その培養条件が著しく異

なったため，便宜上前者をPhase　1後者をPhase　2

とした．肖Phase　2の27例中16例はPhase　1で治

療を受けたが妊娠に到らなかった症例である．

適　応

日不妊会誌　36巻1号

　表1に示すように卵管性不妊症，男性不妊症，子

宮内膜症，免疫性不妊症，原因不明不妊症を適応と

した．決定に際しては一般不妊検査に加えて，精子

不動化試験および腹腔鏡検査を行うことを原則とし，

腹腔鏡にても異常所見の認められないものを原因不

明不妊症とした．またGIFT法を始めるに際し1986

phase　1

phase　2

protocol　I

　瓢賦鳳厚
　　　　　　　　経膣工コーo　　　　ooooo　　　　　　　o
　　　　　　　　　hMG　150～225　u〆day　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hCG　1500／3days

月経周期 1234567

　慰歎駄厚
2wks

protocol　H
経膣エコー　o ooooo o

D1よりGnRH　900pg／day

hMG　150～225u〆day hCG　1500／3days

月経周期 1234567
長径＋短径35mm 吼風厚

’o〕

2wks　

protocol皿
経煙エコーO OOOOO

40、50h臣

前周期黄体中期よりGnRH　900μg／day

hMG　150－－225u！day hCG　1500／3days

図1　卵巣刺激法

表1　適応基準

A

B　妊娠可能な子宮を有し，規則的な排卵を示すか，
　　有し，採卵しうるもの。

C　実施は，戸籍上婚姻関係にある夫婦聞に限る。

1．卵管性不妊症……両側卵管が失われたもの及び，卵管の疎通性が保たれなかったり，卵管周囲の

　　　　　　　　　　癒着等により正常な卵管機能が失われていると考えられるもの。

2．男性不妊症……7回以上AIH施行にても妊娠しないもの。

3．子宮内膜症……通常の治療にても妊娠しないもの。

4．免疫性不妊症……精子不動化試験陽性にて通常の方法では妊娠しないと考えられるもの。

5．原因不明不妊症……3年以一ヒの不妊期間を有するもの。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　または排卵誘発に反応する卯巣を少なくとも一側に保

年に設置された院内倫理委員会でIVF－ETについて

も，各症例ごとに承認を受ける手順を踏むことを当

院独自の約束事とした．

卵巣刺激法

　卵巣刺激は図1のごとくhMG－hCG法，短期

GnRHa十hMG－hCG法，長期GnRHa十hMG－hCG
法の3つのprotocolに沿って行った．　Phase　Iでは

protocol　I及びII，　Phase　2ではprotocol　IIIを使用

した，

　卵胞発育のmonitoring及び採卵時期の決定は，経

膣超音波断層胞による卵胞径計測によってのみ行い

他のparameterは一切用いなかった．いずれのproto－

colにても，月経周期3日目に経膣超音波にて両側卵

巣・卵胞の状況を把握した後にhMG－－225単位の投

与を開始した．月経周期7日目より毎朝卵胞径の計

測を行い，毛席卵胞の長径＋短径が35mmを越えた

日をhMGの最終投与日とした，最終hMG投与
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40　一一　50時間後にhCG　5000単位を筋注し，その36時

間後に採卵術を行った．

採　　卵

　アロカ杜SSD　650及び経腔プローブを使用し経膣

的採卯術を施行した．静脈麻酔下で17ゲージ25cm

エラスター針（八光〉，延長チューブ，三方活栓，デ

イスポシリンジよりなる採卵システムを用いて用手

的に行った．

Medium及び精子調整

　Mediumは10％患者血清或は膀帯血清添加の
Ham’s　F10を使用した．精子の調整は200　G　10分間

の遠心操作を一回加えた後Swim　up法によって行い，

媒精精子数は5－一　10×104／mlとなるようにした．採

取した卵は小シャーレ内で3～6時間前培養した後

同シャーレ内に媒精した．媒精14　一一　20時間後に卵丘

細胞を除去し．雌雄の前核を確認した．培養にはPhase

1ではHirasawa　Model　WJ3F型炭酸ガス培養器を

使用しPhase　2ではHirasawa　CPO2－171型混合ガ

ス培養器を使用した．

胚移植及び黄体期管理

　媒精48時間後に，受精卵の分割状況を確認し分割

卵のみを富士システム社のET用カテーテルを用い

て子宮底よりlcm頚部寄りの子宮腔内に移植した．

　移植胚数は，患者夫妻との話合いにて決定したが

一
応6個を上限とした．尚卵や胚の観察，操作は総

てCO、濃度5％に設定したクベース（写真1）内に

て行い，これにて培養液の温度，pHの変化が最小限

となるよう工夫した．黄体期の補充療法として胚移

植当日よりhCG　1500単位を311毎に約2週間筋注

投与した．妊娠判定に関しては，黄体期にhCGの投

与を行ったためGSの確認できたいわゆるclinical

pregnancyのみを妊娠成功例と診断した．
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織

も

　園躍ヂ〆芦ヂぴ拶戸ダド

写真1

結　　果

嚢

義

妻

、藩

腫

　卵巣刺激にても卵胞の発育不良のため以後の操作

を中1Lしたいわゆるcancellationは，　Phase　1では2

周期（5．6％），Phase　2では1周期（3．8％）であっ

た．hCG　5000単位投与後36時間の時点で排卵終∫

のため採卵術を中止しなければならなかった症例は

全protoco1で1例も認められなかった．また採卵術

を施行したにもかかわらず一個の卯も得られない症

例もなかった．Phase　1で2周期（5．6％），　Phase

2で2周期（7．4％）にOHSS（卯巣過剰刺激症候群）

の発症が認められたがいずれも保存的療法のみで軽

快した．OHSS以外の合併症は特に認められなかっ

た．

患者背景

　患者背景は表2に示す通りである．Phase　lでは平

均年齢は妻32．7±4．1夫35．8±3．9，平均不妊期間

表2　患者背景

phase　I phase　II

症　例　数

平均年齢

平均不妊期間

既往妊娠

妻

夫

原発性

続発性

　26（36cycle）

32．7±4．1

35．8±3．9

7．6±3．4

　　22（81，8％）

　　4（18．2％）

　　27（27cycle）

33．4±3．9

36．4±3．5

7．9±3．8

　　／7（63．09／o）

　　10（37．0％）
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表3　原因別治療周期数及び治療成績

phase　I phase　II

卵管性不妊症

男性不妊症
免疫性不妊症
∫・世T　l人JII莫　揃；

肪ミ［刈イくlIJ1不女正り企

　　　｝1畠

治療周期

9（25．O％）

11（30．6％）

4（11．1％）

2（　5．5％／）

10（27．8％）

36

妊娠例
0（0％）

0（O％）

1（25％）

O（0％）

O（0％）

治療周期

11（40．8％）

9（33．3％）

3（11．1％）

1（　3．7％）

3（11．10｝

27

妃娠例
4（36．496）

1（　9．196）

O（0　％）

o（o　％）

0（0　％）

原積子濾度／m9

IDOxlO6

50xlO6

30xTO6

10xlos

5刈0ヒ

表4　治療成績

phase【 phase　II

　　　　　　　　　　　アo　　　8o　　　go　　　　　
・一・7 郎。臨。聯。＿、。　　原肝還撫
　　　●　｝個の受精卵も鍔られない症例

図2　phase　IIにおける精液所兄及び受精状況

採卵周期数
」F均採卯数
受　　精　　率・

受　　精　　率h

受　　精　　率・

胚移植周期数
良好］1イ1移植率d

妊　　娠　　数

妊　　娠　　率e

　36
6．8土4、1

48．19・t

54．4％

66、7％

　23
39．1％

　1
　4．3％

　27
6．5±2．4

622％
83」％

70，4％

　19
89．4％

　　5

26．3％

は7．6±3．4であった．またPhase　2ではそれぞれ

33．4±3．9．36．4±3．5，7，9±3．8であり両者間に有

意差を認めなかった．

　表3は原因別治療周期数を示したものである，精

子不動化試験にてSIV　2．0以上のものを免疫性不妊

症としたが1），今【lil対象となった症例はSIV　27．0～OQ

までの強陽性患者ばかりであった．

治療成績

　図2では精液所見と受精状況との関係を示した．

精液所見の良好な殆どの症例では1個以上の受精卯

が得られたのに対して，大半の精液所見不良例では

受精卵を得ることができなかった．Phase　2で精液所

見良好で受精卵の得られなかった例はSIVOOの症例

1例のみであった．表4は治療成績をまとめたもの

である．平均採卵数はPhase　16．75±4．05，　Phase

26．54±2．42と両者間に有意差を認めなかった．受

精率ではPhase　2の方がやや高い傾向が認められた

にすぎないが，妊娠成立の条件と考えられる良好胚

移植率ではPhase　2の方が有意差をもって高かった．

妊娠成功例はPhasel　l例，　Phase25例でそれぞ

れ4．3％，26．3％であった．Phase　1での唯一の妊

娠症例は3胎妊娠で．1989年7月に無事出産を終了

している．Phase　2での5例中3例は妊娠継続中であ

a：全受精卵数／全採取卯

b：aの男性因f・を除く

c：1個以Lの受精周期数／採卵周期数
d：1個以トの良好胚移植周期lltl移植周期数
e：妊娠数／胚移植周期数

るが，1例は距床li勺流産，1例は卵管妊娠であった．

考　　察

　1978年にIVF－ETによるlill界最初の誕生が報告さ

れてより2）この治療法は匿界各地で広く行われるよう

になり，また急速な発展を遂げてきた．まだ発展途

上の治療法で完全に確立されたものとは言いがたい

が，現在までに…定の成果が報告され，不妊治療法

の一つとして定着しつつあるように思われる．本邦

においても現在多数の施設で行われており，安定し

た良好な成績の報告もみられるようになってきてい

る3・4）．しかしながら一施設で取り扱える患者数は限

られており，先発の施設では治療を受けられるまで

の順番待ちの期間が数年にも及ぶのが現状のようで

ある．このような状況の中で今回我々もIVF－ETの

プログラムをスタートさせた．スタッフ・施設とも

決して満足と言える状態でなかったが，手順の簡略

化に努めた結朱，卜分に対応することが可能であっ

たし，評価しうる成果も挙げることできた。今後こ

のIVF－ETが不妊治療法の一つの柱としてさらに広
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く普及し定着するためには，プログラム自体の簡略

化により患者側にとっても医療者側にとっても受け

入れ易いものとする努力が必須と考えられる．また

簡略化によりコストダウンを図ることは，総医療費

が加速度的に膨張し続ける中での高次医療に課せら

れた責務であると考えられる．簡略化の第一は経膣

的採卵法の採用である．経膣採卵の有用性と安全性

については諸家により既に数多くの報告がなされ5・6），

本邦でも現在では殆どの施設でこの方法による採卵

がなされているものと思われる．我々も全ての症例

に対してこの方法を試みた。実際L多少の習熟期間

を必要としたが，卵胞当り80％以ヒの高率に卯採取

が出来，また一・例の合併症も認めなかった．また

Hammarbergらが報告している通り患者側の苦痛も

軽微で十分受け入れ可能な程度であった7）．我々の経

験にても経膣採卵胞は安全で，極めて有用な方法で

あることが確かめられた．採卵のシステムは用手式

でシリンジ内へ直接卵が吸引される簡便な方法を用

いた．この方式は卵を損傷する危険があるとの報告

が認められるが8｝，吸引速度を落とすことにより対処

できる問題と考えている．今後の検討課題としたい．

簡略化の第二はGnRHa併用の卵巣刺激法採用であ

ろう．我々の施設では迅速な血中内分泌データを得

ることが出来ない．そのためGIFT法を開始して以

来CC－hMG法使用時より卵胞発育のmonit〔〕ring及

びhCG投与のtiming決定をほぼ卵胞径によっての

み行ってきた．その結果内因性LH　surgeの発来を

招き採卵時既にり朋包が消失していたり，またそのこ

とを恐れるあまり未熟卵を採取することも多く良好

な卵を得ることが出来ない頻度が高かった9）．GnRH

併用の卵巣刺激法によればLH　surgeの発来をほぼ

抑制出来ると報告されている10川．今回の我々の経験

でもGnRH併用群で一例も採卵前の排卵終ゴ1　ljを認

めず，また採取した卯の成熟度が形態的に概ね良好

と判断されたことから臨床的には卵胞径計測のみに

よるmonitoringで十分であると考えられた．その上

GnRH併用法では卯胞発育が同調化することにより

均一化した卵が得られるという報告や，特に10w

responderに対してcancellationの率が低くなると言

う利点が報告されている12）．ただし注目すべき点とし

てGnRHa併用法ではOHSSの発生頻度がやや高い
とする報告がある13・14｝．今回我々もPhase　1で2例，

Phase　2で2例のOHSSを経験した．発症した4例

は幸いいずれも中等度のもので，対症療法のみにて

軽快した．しかしながら一旦重症のOHSSが発症す

ればその有効な治療手段が見あたらず，これを予防

することが大切であろう．OHSSの発症がf‘想され
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るような卵胞の過剰発育例には，血中E2値を測定し

て参考にするか，或はhCGの投与を中止しcancella－

tiOnとするなどの検討が必要であろう，妊娠成績で

みるとPhase　1では僅か4．3％であった胚移植術当

りの妊娠率がPhase　2では26．3％と飛躍的に上昇し

ている．これは精度の高い培養器を購二入し培養条件

を著しく改善出来たことが最大の原因であると考え

られる．Phase　1で使用のHirasawa　Model　WJ3F

は流量式の炭酸ガス培養器で庫内のCO2濃度は極め

て不安定で，そのため培養液のpHコントロールが不

良であった．このプログラムにとって培養条件の重

要なことは言うまでもないことである．さらに種々

の工夫により温度，湿度，pHの恒常化はもとより，

卵や胚に対する損傷を最小限にする努力が必要であ

ろう15）．長期不妊患者の中に男性不妊症の占める割合

が高いのはどこの施設も同じであろうと思われる．

今回我々も7回以LのAIHにても妊娠に到らなかっ

た男性不妊症をIVF－ETの適応に加えた．結果は男

性不妊症では臨床的流産に終わった一例を除いて妊

娠例が認められず，図2に示したように正常精液所

見を有する群とは受精状況に明かな差を認めた．男

性不妊症に対するIVF－ETの報告は数多くなされて

いる．精r一の調整等に工夫すれば良好な成績を挙げ

ることが出来，有用な治療法であるとするものも見

られるが16・17｝，治療成績は著しく低くその有用性に否

定的な考えの報告も少なくない18・’9）．我々の成績も有

効な治療法とは程遠いもので，現状においては重症

の男性不妊症をIVF－ET適応に加えることには慎重

であるべきであると考えられる．実際の経験を通じ

て，小規模病院では婦人科医が忙しい臨床の合間を

ぬって培養室の業務まで全面的に行うことは無理で

あり，ラボラトリー専任の技術者の参加が必要条件

であり今後の課題であると考えられた。

おわりに

　当院にてIVF－ETを試み，63周期治療した．小規

模な公蹉病院であるがプログラムを簡略化すること

によりト分に対応することが出来た．技術的な習熟

と培養条件の改善により成績を向上させることが出

来，Phase　2では現段階においてほほ満足できる成果

が得られたのもと考えている．今後さらに治療法の

簡略化と成績向上にむけての検討が必要であると考

えている．
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　　Experience　with　IVF・ET

at　maizuru　municipal　hospital

Masanori　Yamashita　and　Eisei　Takashima

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　Kobe　City　General　Hospita1，

　　　　　　　　　　　Kobe　650，　Japan

Hajime　Oki

Maizuru　Municipal　Hospital

Yuhki　Kitaoka，　Yoichi　Noda

　　　　and　Takahide　Mori

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　Kyoto　University，　Kyoto　606，　Japan

　　During　l6　months，　from　September　l988　to

December　1989，63　cycles　of　36　couples　were　treated

with　IVF－ET　at　Maizuru　Minucipal　Hospital．　We

treated　36　cycles　in　Phasel　series　and　27　cycles　in

Phase2　series．　The　following　evidences　were

revealed　throtlgh　our　experiences．1．　It　was　quite

possible　to　carry　out　IVF－ET　program　even　in　a

small　hospital　with　few　staffs　and　poor　equipments

by　introducing　a　simple　system．2．　Rather　high　rate

of　OHSS　was　recognized　in　using　GnRH　protocol

for　ovarian　stimulation．3．　The　fertilization　rate

was　very　Iow　in　a　group　Qf　male　factor，　IVF・ET

could　not　recognized　as　reasonable　method　for　the

treatment　of　severe　male　infertitity．4．　One　patient

of　36　cycles　in　Phasel　series（4．3％／transfer｝and　five

patients　of　27　cycles（26．3％／transfer）became　preg・

nant．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈受付：1990年3月31日）
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体外受精・胚移植でも妊娠に至らなかった

症例の非IVF－ET周期妊娠例

Pregnancies　after　Unsuccessful　IVF－ET　Attempts　with

Additional　Non－IVF－ET　Therapy　or　without　Therapy

　森　　　明　人

　　Akito　MORI

　竹　内　一　浩

Kazuhiro　TAKEUCHI

鹿児島大学医学部産婦人科

　堂　地　　　勉

Tsutomu　DOUCHI
　福　元　清　吾

Seigo　FUKUMOTO
　永　田　行　博

Yukihiro　NAGATA

　山　元　慎　一

Shinichi　YAMAMOTO
　沖　　　利　通

　　Toshimichi　OKI

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Faculty　of　Medicine，　Kagoshima　University

　　　　　Kagoshima　890，　Japan

　体外受精・胚移植（IVF－ET）後の非IVF・ET周期に妊娠した症例をわれわれは3例経験したので報

告する．症例1は年齢38歳13年間の原発性不妊で，IVF－ETを行ったが妊娠成立には至らなかった．

しかし，その次のclomiphene・AIH周期に妊娠した．症例2は34歳，10年間の続発性不妊で，2回の

人工流産歴あり．HSGにて右卵管水腫，左卵管の炎症性癒着があり，卵管因子が不妊の原因と考え，

IVF－ETを行ったがIVFET　2回施行後のclomiphene周期で妊娠した．症例3は33歳．両側卵管閉

塞のためIVF－ETを4回行い不成功に終わったが，その後の2周期目に自然妊娠した．　IVF－ET後の

非IVF－ET周期に妊娠した3例は単なる偶然とは考えられない。卵管閉鎖例は卵胞の穿刺過程で癒着

が偶然に剥離されたかも知れない．しかし2例は高齢かつ長期不妊であったことから，卵胞の穿刺が

妊娠を促進する方向，つまり排卵を促す方向に働いたと思われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，36（1），111　116，1991）

緒　　言

　不妊の治療法の進歩は著しく，従来では想像も出

来なかったような治療法が登場しつつある．殊に体

外受精・胚移植（IVF－ET）の技術は長足の進歩を遂

げた．IVF－ETは当初，両側卵管閉鎖の患者に適応さ

れたが，現在ではそれ以外の乏精子症や子宮内膜症

あるいは原因不明の長期にわたる重症不妊患者に対

しての応用が試みられている．

　ところで，不妊症治療においては無治療周期に妊

娠することは時々経験することである．これらは不

妊期間の短い症例であったり1），それまでの治療の繰

り越し効果によって妊娠に至ったものと解釈されて

いる2）．

　しかし，重症の不妊患者がIVF－ETによって妊娠

せず，IVF－ET後の無治療周期に妊娠することは驚く

べき事実であり，不妊症治療上何らかの示唆を与え

てくれると考える．

　今回われわれはIVF－ET周期に妊娠せず非IVF－

ET周期に妊娠した症例を3例経験したので症例を呈

示し，文献的考察を加え報告する．
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対象と方法

　1987年2月から1989年3月までの間に鹿児島大学

医学部付属病院産婦人科でIVF－ET治療群のなかで

非IVF・ET周期に妊娠した3例を対象とした（表1）．

3例の妊娠に至るまでの治療経過を詳細に分析し，

IVF－ETの操作（排卵誘発，採卵，胚移植など）がそ

の後の妊孕能にどのように影響を及ぼしたかを検討

した．（表1）

症例1

　年齢38歳．13年間の原発1生不妊である．昭和51

年結婚，以後2年間不妊のため昭和53年当科受診．

子宮卵管造影では弓状子宮であった以外は特に異常

を認めず，両側卵管は開存していた．精液検査，フ

ー ナーテスト正常であった．約2年間AIH等の治療

を受けるも妊娠せず．その後，転勤のため，他医に

て同様の治療を受けていた．昭和63年3月，体外受

精を希望して再診す．再診後施行したHSG（写真1）

日不妊会誌36巻1号

では弓状予宮を呈していたが，両側卵管疎通性良好，

フーナーテスト・精液検査に異常はなく，抗精子抗

体検査も陰性であった．（写真1）

　年齢と長期不妊であることを考慮し，　IVF－ETの適

応と考え，平成元年3Jl，IVF－ETを施行した．月経

周期1B目（Day　1）よりBuserelin　900γ／dayを」皇

写真1

表1　対 象

症例 年齢 妊女辰分娩歴 フf｛女壬其月「｝告J

不妊原因 IVF回数 妊娠成立
1．

2

3．

38歳

34歳

33歳

0－0－O　O

0　0－2－O

1－O　l－1

　13年
（原発性）

　10年
（続発性）

1年5ケ月
（続発性）

軽度排卵障害

巧四窄穿1大i了・

卵管医1了

ll［il

1回

4回

IVF後1周其月目

　　（AIII）

IVF後工周期目

（clomiphene）

IVF後2周期目
　（自然闇期）

37，0℃

36．7℃

36．3℃

　胚
採移
卵植

月経周期　12 28　24　6810 16 40

妊
娠
反
応

（＋）

50

図1　症例1の臨床経過
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H投椀Day　3よりHMG　150単位を連日筋注し，主

席卵胞径が18mmに達した時点でBuserelinと
HMGを中止し，　HCG1万単位を筋注した．　HCG投

与後35時間後に超音波ド経膣採卵を行い3個の成熟

卵を回収し，媒精を行った．その際の精液所見は精

子濃度65×106／ml，運動率80％であった．媒精後40

時間目に3個の分割卵（4－cell　1個，2－cell　2個）を

胚移植したが妊娠成立には至らなかった．しかし，

その次の月経周期の15日］の夜にLHカラーが陽性

森　他

37訊ド（一

36．7℃

363℃

　Hも

瞬

写真2

（ll3）ll3

となり翌日AIHを行ったところ妊娠が成立した（図

1）．

症例2

　年齢34歳．10年間の続発性不妊で当科を受診す．

結婚前に人工妊娠中絶術の既往が2回（19歳と21

歳）ある．昭和53年23歳で結婚．以後不妊のため

某産婦入科受診．HSGで片側卵管閉塞を指摘された

が，放置さる．昭和60年8月より乏精子症のため

AIH　10回施行するも妊娠に至らず，昭和61年11月

当科受診。当科での精液検査は精子濃度50×106／ml，

運動率80％と正常であったが，HSG（写真2）で右

卵管溜水腫と左卵管の炎症が考えられ，通水療法3

回，AIHをさらに10回施行したが妊娠に至らなかっ

た．（写真2）

　HSG所見では両側卵管とも通過性は保たれていた

が（写真3），右卵管溜水腫および左卵管も水腫様変

化と卵管周囲の炎症性癒着を疑わせる所見がみられ

たため，卯管因fが不妊の原因と考え，IVF－ETを行

った．昭和63年8月，HMG－HCGで排卵誘発後に

経膣超音波下に4個採卵し，うち3個を胚移植した

が妊娠には至らなかった．この際McArdelら3）によ

るところのmild　OHSS（Ovarian　hyperstimulation

syndrome）を伴っていた．ところがIVF－ET不成功

後2回目のclomiphene周期で妊娠した（図2）．

症例3

　年齢は33歳．昭和57年結婚し，すぐ妊娠する．

妊娠39週で胎児仮死のため帝王切開にて分娩する．

さらに昭和59年11月，左卵管妊娠破裂で左卵管切

除術をうける．その後1年間妊娠しないため当科受

診した．HSGでは子宮外妊娠部位だけでなく対側卵

妊

娠
反
応

（＋）

揚撫拗
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図2　症例2の臨床経過
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管も完全閉塞していた．

　昭和62年2月，4回目のIVF－ETを行った．排卵

誘発はHMG－HCG，経膣採卵後2個の受精卵を胚移

植した．OHSSの所見は認められなかった．結果は

再び失敗に終わったが，この4回目の不成功周期後

の2周期目に自然妊娠した（図3）．写真4は子宮外

妊娠で左卵管切除した1年後のHSGである．右卵管

も完全に閉塞しており，造影剤注入には抵抗があり

これ以上津入困難であった．

　本症例の妊娠成立までの経過の経過を図3に示す．

胚移植後14Fi目に月経発来し，その次の周期は基礎

370℃

36プC

363℃

写真3

女「

妨、

反

応
｛＋）

日不妊会轟占　　36巻1号

体温上かなり排卵が遅延しているが，この周期に妊

娠が成立した．

考　　察

　不妊症治療において，無治療周期に妊娠成立をみ

ることは日常経験するところである．これらの症例

は不妊期間が規かったり，不妊の程度が軽症である1）

ことから偶然もあり得る．また，それまでの治療の

繰り越し効果もあるかもしれない2）．一　一一方，体外受精・

胚移植は両側卵管閉塞や重症の乏精子症や不妊期間

の長い所謂unexplained　infertilityの患者に適応さ

れるため，無治療周期に妊娠することは殆ど期待出

来ない．すなわち，体外受精・胚移植は不妊症治療

のfinal　optionとして位置付けられる．このような

体外受精・胚移植の症例が無治療周期に妊娠成立す

ることは，驚くべき事実であると同時に妊娠に至っ

た経緯・理由に興味が持たれる．これらの症例の詳

細を検索することは不妊のメカニズムや不妊治療に

写真4

　胚
採移
卵榊

月経周期　14

tt　T

娠
反

（→）

282 1〔〕 LO 3〔｝　362 1〔〕 2〔｝ 3｛［ 1e 50 6〔｝

図3　症例3の臨床経過
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何らかの示唆を与えるからである．

　われわれの3症例は（表1），症例1は38歳で13

年にも及ぶ原発性不妊であった，不妊原因としては

軽度の排卵障害があるのみである．症例2は不妊期

間は10年，不妊原因は卵管溜水腫および卵管の炎症

性癒着と思われた症例である．また，症例3は不妊

期間こそ短いものの，子宮外妊娠で左卵管摘出，右

側卵管も癒着のため閉塞したものであった，すなわ

ち3例とも極めて重症の不妊症であり，いずれも偶

然に妊娠したとは言い難く，IVF－ETプログラムの…

連、の操作が非IVF・ET周期の妊娠成、’Tlに何らかの影

響を与えたものと考える．

　IVF－ETの操作の中で，その後の妊孕能の獲得に影

響を及ぼすものがあるとすれば，過排卵誘発，採卵，

胚移植などである．妊娠に至った3症例をこれらの

操作と関連させて一つ一つ検証してみる，

　症例1は月経周期は35日型であり，通常Day
20　一一　22で排卯をみていたが，IVF・ET不成功後の次

の周期（妊娠成、’1二周期）ではDay　16で排卵した．戸

田ら4｝は，PCO患者に卵巣への最少限の侵襲である超

音波ガイド下穿刺術による排卯誘発を試み，排卯誘

発率は92％であり，LH－RH　testにおいても穿刺術

後にLH基礎値およびLH過剰反応が正常化したこ

とから，卵胞穿刺による排卵誘発作用は，卵巣に対

する直接作用の他，性中枢一卵巣系正常化を介して

いると推論している．また田中ら5｝もPCOに対して

wedge　resectionをせずに嚢胞穿刺だけでも血中LH

レベルの低下が起こると報告している．これらの報

告から，われわれの症例は必ずしもPCOとは言い切

れない面もあるが，卵胞を穿刺したことが次の周期

で排卯を促すように働いたのではないかと考えられ

る．

　症例2は，2回の人工妊娠中絶後，続発不妊にな

ったことやHSGで卵管水腫が見られたことから，卵

管の炎症や卵管周囲の炎症性癒着が不妊の原因であ

ったと考えられる．また症例3は過去に子宮外妊娠

の既往があり，HSG上両側卵管が閉塞していたこと

により，症例2と同様不妊の原因は卵管や卵管周囲

の炎症が考えられる．Aboulghar　et　al6）は卵管周囲

癒着が不妊原因と考えられる52症例にclomiphene／

HMG／HCGの過排卵誘発を行い22例（52％）が妊

娠成立したと報告している．妊娠した理由として，

①卵巣が腫大することにより，卵巣と卯管系が近づ

く，②数多く排卵することにより，卵管の卯の取り

込む率が高くなる，③排卵誘発することにより，血

管の血流が増加し，運動性が増し，卵管の卵の取り

込むメカニズムが増強するとしている．またHaney

et　a1’）は245例の体外受精・胚移植の中で5例が体外

受精・胚移植失敗後に人工授精のみで妊娠したと報

告した．その内訳は子宮内膜症4例，PID　l例であ

る．症例2や3は子宮内膜症の所見は無く，不妊の

原因としてPIDが考えられ，　Aboulghar　et　al6｝の言

う卵巣が腫大することにより，血管の血流が増加し，

運動性が増し，卵管の卵の取り込むメカニズムが増

強したとも考えることができる．しかし，卵巣が腫

大することにより卵管周囲の軽度の癒着が剥離した

可能性もある．

　体外受精胚移植は不妊症治療の最後の切り札とし

て位置づけられる．そのような症例は到底自然妊娠

は期待出来ない．今回IVF－ET後の無治療周期に妊

娠した3例は重症の不妊症であったことより単なる

偶然とは思えない．IVF－ETの操作が妊娠成立の引き

がねになった可能性がある．すなわち，卵管閉鎖例

では卵胞刺激すなわち卵巣を腫大させることで癒着

が偶然に剥離されたかも知れない．またPCOや
Luteinized　unruptured　follicle（LUF）症候群で卯胞

穿刺により排卵が惹起されたとの報告S）があることか

ら，PCOやLUFでない場合でも卵胞を穿刺すること

が排卵を促す方向に働くのではないかと考えられる，

　以上のことはBBT上排卯していると思われる症例

でも本当に排卵しているかどうかを確かめることが

重要で，内分泌学的検査に加えて超音波で排卵の有

無を確認する必要があることを示唆する．
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Pregnancies　after　unsuccessful

　　　　　IVF－ET　attempts　with

additional　non・IVF。ET　therapy

　　　　　　or　without　therapy

　　　　Akito　Mori，　Tsutomu　Douchi，

Shinichi　Yamamoto，　Kazuhiro　Takeuchi，

　　　Seigo　Fukumoto，　T（，shimich｛Oki

　　　　　　　　and　Yukihiro　Nagata

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Faculty　of　Medicine，　Kagoshima　University

　　　　　　　　Kagoshima　890，　Japan

　　Ill　vitro　fertilizati（｝n　and　errlbryo　transfer（IVF・

ET）is　now　applied　to　coup】es　having　not　on】y

untreatable　tubal　infertility，　but　also　male・related

or　unexplained　infertility．　In　couples，　with　such

lnfertile　factors，　who　were　enrolled　in　the　IVF－ET

program　at　our　hospital　between　February　l987　and

ユMarch　1989，　we　experienced　three　pregnancies　after

an　ung．　uccessful　IVF－ET　attempt　with　additionaI

lloll・IVF－ET　therapy　or　without　therapy．　Patient　1．：

this　patient　who　was　infertile　for　thirteen　years

without　any　known　causes　was　enrolled　in　our

IVF－ET　　program．　But　she　conceived　　in
clomiphene－AIH　cycle　following　unsuccessful　IVF・

ET　cycle．　Patient　2．：her　past　history　includes　two

artif童cial　abortions　at　age　of　19　and　21．　In　the

sLlbsequent　ten　years，　she　was　infertile．　Although

hysterosalpingography　revealed　both　oviducts　to　be

patent，　bilateral　hydrosalpinx　and　peritubal　adhe。

slol／s　were　suspected．　This　patient　became　pregnant

ill　clomiphene　cycle　following　unsuccessful　second．

IVF－ET　cycle．　Patient　3，：in　this　Iast　case，1eft

salpinx　was　relnoved　because　of　tubal　pregnancy　at

age　of　30．　In　hysterosalpingography　after　the　opera・

tion，　right　tubal　occulusion　was　also　detected．

Despi亡e　of　failure　of　IVF－ET，　pregrlancy　was　estab－

lished　spontaneously　following　four　unsuccessful

IVF－ET　cycles　and　one　subsequent　menstruation．

These　observations　suggest　that　additional　non－

IVF－ET　therapy　can　result　in　pregnancy　despite

failure　of　IVF－ET　il）couples　and　that　a　number　of

treatment－independent　pregnancies　will　occur　in

couples　clinically　deemed　appropriate　for　IVF－ET．

Follicular　puncture　and　ovarian　enlargement　may

result　ill　restoratioll　of　pituitary・ovarian　axis　and

peritubal　envirornent　in　infertile　woman．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年2月20日）
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3種類の異なった測定キットによる

体外受精における血中LHの測定

Determination　of　Serum　Luteinizing　Hormone　Levels　during

　　　　　in　Vitro　Fertilization　by　Three　Different　Kits
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　体外授精における卵胞期後期の血中LH測定の測定方法には，その有用性に関して必用な条件があ

る．この観点から，酵素抗体法（エルモテックLH，持田），時間分解蛍光免疫測定法（デルフィアLH，

ファルマシア），放射拡散蛍光酵素免疫測定法（ストラタスLH，バクスター）の3種類のLH測定キ

ットの有用性につき，比較検討した．10－50mIU／m1の測定範囲における再現性試験（intra・and　interas－

、ay）の、・・ffi・i・nt・f　va・i・ti・nは，エルモテ・クLHで12．7％と6・9％・デルフィアLHで7・1％

と9．9％，ストラタスLHで4．0％と6．6％であった．標準品の違い（WHO　lst　IRPまたは2nd　IR　P）

から，エルモテ・ソクLHの測定値は他の2つのキットより2，8倍大きかった．デルフィアLHの測定

値は，ストラタスLHのそれより約1．O　mlU、　ml（WHO　lst　IRP）大きかった．どのキットも若一「の

習熟で測定が可能であり，採血から2時間以内で結果が得られた，また，キットの価格にも大きな差

は認められなかった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．，36（ユ），117　122，1991）

緒　　言

　刺激周期における体外授精では，卵胞期後期にお

けるestrogenの産生は，過剰な卵胞発育を反映して

周期の早期より高値を示す場合が多い．その場合，

卵胞が十」〉に成熟する前にそのestrogenの上昇に呼

応してinL中luteinizing　hormone（LH）が上昇する

現象がしばしば観察される．この早期のLHの上昇

はpremature　LH　riseまたはpremature　LH　surge

と呼ばれており，この現象が生じた体外授精周期は

採卵率，受精率，妊娠率が共に低下することが報告

されている1・2〕．したがって体外授精の治療成績を向

上させるためには，卵胞期後期の血中LHの変動を

モニタリングすることが，非常に重要な要素と考え

られている．

　血中LHの測定は，従来はradioimmunoassay
（RIA）が主であり，最近の固相法RIAの開発により

その有用性は改善された3）、そして，最近ではisotope

を用いなくてもよい，酵素免疫測定法（enzyme　im－

munoassay，　EIA）等による測定キットが開発されて

いる4｝．これらキットは，通常の研究室でも比較的簡

便に扱え，迅速性および簡便性に優れており，体外

授精の血中LH測定においては非常に好都合である．

我々はこれまでおもに酵素免疫測定法に基づくキッ

トを使用して体外授精を行ってきたが，最近では，

時間分解蛍光免疫測定法（time　resolved　fluoroim一
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munoassay，　TR－FIA）や，放射拡散蛍光酵素免疫測

定法（radial　partition　fluorometric　enzyme　im－

munoassay，　RP－FEIA）による測定キットを使用す

る経験も得ている．今回は，我々の体外授精の治療

周期における3種類の血中LH測定キットの使用経

験から，それらの有用性につき比較検討を加えたの

で報告する。

研究方法

1）研究対照

　1989年3月より1989年5月までに施行した体外授

精施行周期より，卵胞期後期に頻回に血中LHが測

定された36例38周期を対照とした．36例の平均年

齢は32．6±3．2歳，平均不妊期間は6．5±3．4年であ

り，全例正常な月経周期を有していた．卵巣刺激法

は，human　menopausal　gonadotropin（hMG）単

独刺激周期22周期，BuserelinとhMGの併用周期

16周期であった．

2＞卯巣刺激法

　hMG刺激周期では，　hMG製剤（Pergona1，帝国

臓器またはhMG日研，日研化学）を，一一・n1501U

の使用量で周期の3日目より連、日筋注した．Buser－

elin併用周期では，治療周期の前周期の黄体期中期よ

り900μgを連日経鼻投与した後，月経周期の2日」i

よりhMG　2251Uの筋注を行った，超音波断層法に

よる観察で最大卵胞経18mm，子宮内膜の肥厚10

日不妊会誌36巻1号

mm以上に達した晩にhCG　10，0001Uを投与し，そ

のおよそ34時間後に経膣的に採卵を行った．当科に

おける体外授精法の詳細については，以前に報告し
た5）．

　原則として主席卵胞の最大径が14mmに達した日

より，hCG投与日まで連日血中LHを測定した．血

中LHは，午前中の外来で患者の肘静脈より採血し，

血清分離後直ちに酵素抗体法（エルモテックLH，持

田6））により測定した．また，一部の患者は，同時に

時間分解蛍光免疫測定法（デルフィアLH，ファルマ

シア7））または放射拡散蛍光酵素免疫測定法（ストラ

タスhLH，バクスター8））による測定も試みた．3種

類のキットの測定原理，使用機材，測定感度等の違

いを一括して表1に示す．

研究結果

　今回の検討周期38周期の卵胞期後期の血中LH

の変動のうち，血中LHの有意な変動がなく経過し

た29周期のmean±SDの範囲，および血中LHが25

mIU／ml以上に上昇した9周期のLHの変化を図1

に示す．血巾LHの有意な変動がなく経過した周期

では，全周期で良好な卵子が採取され，血中LHは，

刺激期間中を通じてほぼ20mIU／ml以下で推移して

いた．血中LHのト昇は，　hMG単独刺激周期8周期

およびGnRHa併用周期1周期に認められており，

その内4周期は直ちにhCGを投与しその24時間後

表1　各種LH測定キットの測定原理と方法

エルモティックLH
（ELMOTEC　LH）
　　　持川

デルフィアLH
（DELFIA　LH）

ファルマシア

ストラタスLH
（Stratus　hLH）

　バクスター

測定原理 酵素免疫測定法
　　（EIA）

時問分解蛍光免疫測定法
　　　（TR－FIA）

放射拡散蛍光酵素免疫測定法
　　　　（RP－FEIA）

測定方法 モノクローナル抗LH抗体を
固相し，標識酵素にパーオキ

シダーゼを使用した，サンド
イッチ法による。

モノクローナル抗LH抗体を
固相し，ユウロピウム標識抗

体を使用した，サンドイッチ

法による。遊離したユウロピ

ウム・キレートの蛍光を測定。

モノクローナル抗LH抗体を
固相し，アルフォス標識抗体
を使用した2一サイトサンドイ

ッチ法による。標識抗体の酵
素による蛍光基質の分解反応

をカイネティック分析で濃度
換算。

測定機材 分光光度計にて測定する。専

用の洗浄機器と反応機器があ

るが，それがなくとも用手的
に測定可能。

専用の洗浄機器，反応機器お

よび専用の蛍光光度計にて測
定。

専用の蛍光酵素免疫測定装置
にて測定。

感　　　度 5．OmIU／ml＊ 0，6mlU／m1 0．3mIU／ml

標　準　晶 WHO　2nd－IRP　hMG WHO　lst　IRPヒトド垂体性
LH　68／40

WHO　lst　IRPヒト’「垂体性
LH　68／40

＊標準品の違いから，他の2キットと比較して測定値が約3倍となる。
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体外受精のための刺激周期38周期における血中

LHの推移。　血中LHの有為な変動が認められな

かった29周期のmean±SDを，範囲で示し，経過

中に血中LHが25　mlU／ml以上に上昇した9周

期を，折れ線で示した（△：キャンセル周期，0：

採卵された周期，●：採卵を施行したが，採卵でき

なかった周期）．

に採卵を行った．その結果，2周期は卵子が採取さ

れたが他の2周期は，採卵ができなかった．今回検

討した治療周期においては，平均6．5±3．9個の卵子

が採取され，平均3．3±1．6個の胚が移植され，6例

の臨床的妊娠が認められた．

　3つのLH測定キットの再現性試験のintraassay

varianceを表2に，interassay　varianceを表3に示

す．Low　contro1（LHの値が10　mIU／ml以下の範

囲）においては，intraassay　varianceでエルモテッ

クLHのcoefficient　of　variation〈CV）が32．6％

と高値であった．interassay　varianceは，ストラタ

スLHが他の試薬と比較して低いCVを示した．
Medium　control（LHの値が10－50　mIU／mDでは，

（ll9）　ll9

エルモテックLHのintraassayにおけるCVが12．7

％と若干高かった他は，いずれのキットのCVも10

％以下の良好な値を示した．High　control（LHの値

が50mIU／ml以上）では，3キットとも10－15％

のCVを示した．

　エルモテックLH（X）とテツレフィアLH（Y）にはY＝

O．28X十〇．52（r＝0．827，　n＝45，　p＜0．001），また，

エルモテックLH（X）とストラタスLH（Y）には
Y＝0．28X－0．5（r＝0．850，　n＝60，　p＜0．OOI）の相

関が認められた．同一検体を測定した場合，標準品

の違いから，エルモテックLHと他の2つのキット

には，値に約3倍の違いがあり，デルフィアLHの

測定値が約1mlU／ml（WHO　lst　international

reference　preparation，　IRP），ストラタスLHの測

定値より高くなる傾向が認められた．

考　　察

　今回使用した3種類のキットは，いずれも抗原抗

体反応を固相法によるサンドイッチ法に基づいて行

っている．しかし，その測定過程には，検査の精度

増強と安定性のために，それぞれ独自の方法が用い

られている．エルモテックLHの場合，　LHを結合す

る固相にガラス管を使用し，標識酵素にパーオキシ

ダーゼを用い，通常の分光光度計にて測定する酵素

抗体法である6）．一方，デルフィアLHは時間分解蛍

光免疫測定法という原理に基づいている．すなわち，

LHと結合したマイクロタイトレーションストリップ

を固相として，独自開発のユウロピウム標識抗体を

用い，液中にユウロピウムキレートを生成する．こ

のユウロピウムキレートは極めて安定であり，その

蛍光測定によって検査の特異性と感度の増強を行っ

ている7｝．ストラタスLHは，グラスファイバータブ

を固相に用い，タブ上で抗原抗体反応，およびアル

カリフォスファターゼ標識抗体の蛍光基質分解反応

等の一連の操作を全自動で行っている．生成された

蛍光物質による蛍光増加速度をカイネテック分析で

測定し濃度に換算しており，その測定原理は放射拡

散蛍光酵素免疫測定法と呼ばれる8｝．

　今回の3つのキットを使用してみた経験では，基

本的にはいずれの測定法も体外授精の場合に必要と

される条件をかなり満足するものであるといえる．

体外授精の場合に最も重要視される10－50　mlU／m1

の範囲の再現性試験では，エルモテックLHのintraas・

sayが若一F高値であったが，その他は3キットとも

interassayも含めてCVは10％以下を示した．　LH

の値が10mlU／ml以下の範囲では，intraassayおよ

びinterassayの成績からストラタスLHの値が比較
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表2　各種LH測定キ・ソトのintra　assay　variance

Mean±SD＊（mlU／m1） CV＊＊（％）

Low　control（範囲10mIU／ml以下）

　　エルモティックLH（n＝8）

　　デルフィアLH（n＝8）

　　ストラタスLH（n＝7）

　　　　　　　　　　（11＝8）

Medium　control（範囲10－50mlU／ml）

　　エルモティックLH（11＝8）

　　デルフィアLH（n＝8）

　　ストラタスLII（n＝10）

High　c〔｝ntrol（範囲5（）mlU／ml以上）

　　エルモティックLH（n＝7）

　　デルフィアLII（11＝8）

　　ストラタスLII（11＝10）

4．1±1．35

2．3±O．15

2．7±0．33

5。5±0．34

44，1±5．57

15．3±1．08

33．〔工±1．35

159．0±21．5

161．Oゴ：20．8

96，4±9．9

32．6

6．4

12．0

6．1

12．7

7．1

4．〔1

13．5

12．9

10．2

＊stalldard　deviation．　　＊＊coefficient　of　variation．

表3　各種LH測定キットのinterassay　variance

Mean±SD＊（mlU／ml） CV＊＊（％）

Low　control（範囲10mlU／ml以ド）

　　エルモティックLH（n＝9）

　　デルフィアLH（n＝8）

　　ストラタスLH（n＝9）

Medium　control（範囲10－50mlU／mD

　　エルモティックLH（n＝8）

　　デルフィアLH（ll＝8）

　　ストラタスLH（11＝9）

5．67±1．37

1．70±0．39

3。34±0．42

37．0±2．56

10．6二土1．05

32．7：ヒ2．14

24．1

22．6

12．6

6．9

9．9

6．6

＊standard　deviation．　＊＊coeffitient　of　variation．

的再現性に優れると思われた．現在のところ，エル

モテックLHの標準品はWHO　2nd－international

reference　preparation（IRP）hMGであり他の2つ

はWHO　lst　IRP　human　pituitary　LH　68／40を使

用している．従ってエルモテックLHと他の2つの

測定法には約3：1の開きがある．エルモテックLH

の感度が他の2つと比較して低く示されるのはその

ためであって，実際にはそれほど大きな感度の差は

無いものと考えられる．LHの標準品は，世界的には

WHO　lst　IRPヒト下垂体LHが使用されており，

エルモテックLHの標準品も，近H中にそのように
変更される一予定である．

　また，体外授精では，一般に連目にわたる検査が

必一要となってくることから，検査の精度と共に，結

果が迅速，簡便に得られ，経済的に優れることも重

要である．迅速性の点ではいずれのキットも採血か

ら2時間以内で結．果が得られ，検査の簡便性につい

ても若干の習熟で検査可能であった．その中でもス

トラタスLIIは全自動化されており，最も簡便に測

定可能であった．経済性に関しては，いずれのキッ

トもduplicate　assayで測定する場合，　一検体

1，000－2，000円のコストとなり，キットそのものの

価格には大きな差は認められなかった．しかし，デ

ルフィアLHは，一日小数の検体を処理する場合，

キットの消費が多いことからやや割高となり，大量

の検体を同時に測定する場合は逆に最もコストが安

くなるという特徴を有していた．またデルフィアLH

とストラタスLHは，測定に専用の機器を必用とし，

ストラタスLHの測定機械は非常に高価であった．

この点，エルモテックLHは，専用の機器が無くと

も研究室で測定できるという利点を有している．以

L，我々の，3種類のlnuいLH測定キットに関する

有用性の評価を，まとめて表4に示す．

　体外受精において，現在当科では，諸家の報告に
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表4　各種LH測定キットの有用性の比較

エルモティックLH デルフィアLH ストラタスLH

簡　便　性 比較的簡単。 機械操作がやや多く，若干の 全自動化されており簡便。

習熟を要す。

経　済　性 反応管が無駄なく使川できる 少数検体連日測定の場合やや キットそのものは，比較的安

点で経済的だが試薬そのもの コスト高。多数検体同時処理 く，使用法による違いもあま

の価格は若i：高い。 では逆に安い。 り無いQ

迅　速　性 1口1車云オ去　：手采血Lf≒灸糸勺60ウ♪ 採i血1，後約100分 採lnl後約40分（機械の可動ま

静置法：採血L後約160分 で30分測定に8分）

Ill確　性 RIA程度の感度，精反を有す 感度，精度ともにすぐれてい 感度，精度ともにすぐれてい

る。低値での測定値が不安定。 るが，高値で不安定な場合が る。

ある。

総合評価 一般的な臨床応用としては， 感度，精度ともにすぐれてい 感度，精度ともにすぐれてお

十分な実用性を有するといえ るが，経済性，簡便性にやや り，実用性は高いが，専用機

るが，他の測定法と比較して 難点がある。検体が同時処理 器がかなり高価である。

低値での測定値が，不安定。 可能な場合は，好都合である。

基づき9），　hCG投与前にエルモテックLHで測定した

血中LHが25　mlU／ml以上になった場合は，内因性

のLHによる影響が出現しうると考え対処している．

これは他の2つのキットにあてはめると7mIU／ml以

ヒに相当する．ただ，境界値である25－30mIU／ml（7－

9mlU／ml）の．範囲では，数時間の間隔で何ll：1か再検

して，方針を決めている．現在汎用されているGnRHa

の併用周期では，premature　LH　riseは殆ど抑制さ

れ，したがってML中LHの測定を省略してもほとん

どの場合で採卵は可能と考えられる1°｝．しかし，最近

は過排卵周期における問．題点である多胎妊娠や過剰

刺激症候群，及びそれに．起因する受精卯凍結保存の

倫理的問題等の認識から，自然周期に戻って体外受

精を行おうとする試みがなされている11｝．そのような

場合，血中LHのモニタリングは必須であり，その

モニタリングの重要性が再認識されると考えられる．

　稿を終えるに当たり，御協力を頂いた児玉智子氏

に，深謝いたします．
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tion、　Ferti1．　SteriL，51：292，1989

Foulot，　H．，　Ranoux，　C，　Dubuisson，　J．　B．，　Ram－

baud，　D．，　Aubriot，　F．　X．　and　Poirot，　C：Irl　vitro

fertilization　without　ovarian　stilnulation；　a

simplified　protocol　applied　in　80　cycles，　Ferti1．

SteriL，52：617，1989

Determination　of　serum

luteinizing　hormone　levels

during　in　vitro　fertilization

　　by　three　different　kits．

Kazuko　Sekine，　Hideya　Kodama，

Mitsuhiro　Kato，　Toshihiko　Matsui，

Shiho　Takeda　and　Masahiro　Maki．

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　Akita　University　School　of　Medicille，

　　　　　　　　　　Akita　O10，　Japan

　The　methods　used　to　determine　serum　luteinizing

hormone（LH）levels　must　fulfil　certain　conditions

to　be　apPlicable　in　a　daily　routine　examillatioll

during　in　vitr｛｝fel噌tilizati（，n（IVF）．　From　this　point

of　view，　we　evaluated　several　c〔）mmercially　avail－

able　LH　kits　based　on　emzyme　immunoassay（EL・

MOTEC　LH，　Mochida），　time－resolved　fluoroim－

munoassay（DELF工A　LH，　Pharmacia）and　radial

partition　fluorometric　enzyme　immunoassay
（Stratus　LH，　Baxter）．　Coefficient　of　variatioll　ill　the

intra－or　interassay　within　the　range　of　10　to　50mlU／

ml　was　12．7％or　6．9％f（，r　Elmotec　LH，7ユ％or

9．9％for　DELFIA　LH，　and　4．0％or　6．6％for　Stratus

LH．　Due　to　the　difference　of　LH　used　for　reference

preparation（WHO　lst　IRP　or　WHO　2nd　IRP），　the

levels　of　LH　determined　bv　ELMOTEC　LH　was　2．8

times　higher　than　those　by　other　two　kits．　The

levels　of　LH　determined　by　DELFIA　LH　was　about

lmIU／m1（WIIO　lst　IRP）higher　than　those　by

Stratus　LH．Each　kit　could　be　available　with　a　Iittle

skill　and　the　results　could　be　obtained　within　two

hours．　There　was　no　significant　difference　ill　the

price　of　each　kit：it　c〔）st　ab（川t￥1，000　to　2，〔）00　to

measure　one　sample　by　duplicate　assay．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受f寸：1990・年3月3111）
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　子宮内外同時妊娠は，自然発生的には極めて希な疾患である，今回，体外受精・胚移植による子宮

内外同時妊娠の一例を経験したので，若干の考察を加えて報告する．

　症例は，29歳，主婦，昭和61年11月に原発不妊を主訴として来院．その後，当科不妊外来にて経

過観察後，長期間原因不明不妊を適応として，平成元年7月に体外受精・胚移植を行った．体外受精・

胚移植実施1周期目に妊娠成立し経過観察中，妊娠7週5日に軽度下腹部痛を訴え，経膣超音波断層

法にて，子宮内外同時妊娠と診断し，緊急手術にて左卵管切除を施行した．術後経過及び妊娠経過は

順調であD，妊娠38週6日に正常経膣分娩した．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，36（1），123－　126，1991）

緒　　言

　体外受精・胚移植は，Steptoeら1）（1976）により

最初の妊娠例が報告されて以来，卵管不妊を中心と

した重症不妊症の新たな治療法として，世界中で広

く実施されてきた．しかし，その妊娠率は決して満

足できるものとは言えず，様々な角度から広範な検

討が加えられ成績向上のための改良が成されてきた，

Kerinら2）は，妊娠率の向上が移植胚数に依存してい

ると報告し，現在では，採取卵数ひいては移植胚数

の増加を目的とした種々の過排卵処理が広く行われ

る様になったが，一方で，体外受精・胚移植におい

て，複数の受精卵移植が原因と考えられる多胎妊娠

や子宮外妊娠などの異常妊娠の頻度が高くなってい

る事も事実である．今回我々は，自然発生的には，

3万例に1例の頻度と言う希な子宮内外同時妊娠3）

を，体外受精・胚移植にて経験したのでここに若干

の考察を加えて報告する．

症例

患者：29歳　無職

主訴：挙児希望

月経歴：初経12歳，周期30日型，整，月経痛；軽度

妊娠・分娩歴：0妊0産
家族・既往歴：特記すべきことなし．

現病歴二25歳で結婚し，その後1年6か月間の不妊

期間を経て，昭和61年11月当科を初診した．当科
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図3　子宮内外同時妊娠の経腔超音波断層法像

への受診に至るまで，不妊症に関する治療および検

査を受けていなかったL

外来経過：当科不妊外来における一般的検査では，

軽度乏精子症を認めた以外に特に異常を認めず，原

因不明不妊として治療してきた．k要な治療法とし

ては，clomiphene　citrateによる排卯誘発と超音波

断層法による卵胞発育観察を行った後のAIH（Swim

up洗浄楕fによるAIHを含む）であるが，合計10

回以Lの施行においても妊娠には至らず，長期間原

因不明不妊のため体外受精・胚移植をおこなった．

体外受精・胚移植周期：当科における体外受精・胚

移植のプロトコールに従い排卯誘発及び卵胞期管理

を行った（図1）．

血中ホルモン値測定結果とBBTの推移を図2に示し

た．月経周期11日目に，経膣超音波断層法により，

右卵巣内に平均卵胞径19mmの1k卵胞及び数個の発

育卵胞，左卵巣内に2個の次卵胞（2方向iF均卵胞

径18mm）及び数個の発育卵胞を確認した．　biJ　Hノ「

後の血中ホルモン測定で，E2値1350　pg／ml，　P値0．83

pg／ml，　LH値12．OmIU’mlであり，当科のhCG投

与基準を満たしていたため，月経周期12日目午後

hCG投’｝予定にしていた．しかし，12日目午前のホ

ルモン測定結果から，　E，値2200pg／ml，　P値2．5pg／

ml，　LH値40．4mlUmlと明らかなLH　surge開始

を認めたため，直ちにhCG　50001Uを投与し，13日

目午後に緊急経腕超痔波採卵を実施した．8個の成

熟卵胞より7個の成熟卵を採取し，swim　up洗浄精

子0，1×loc）にて媒精後36時間に4個の2細胞胚を確

認し，全ての胚を超1、；波断層法ドに子官内へ移植し

た．その後，luteal　supportとして，　hCG　IOOO　IU投

与を3・－h．．4日毎に継続した．胚移植後14日目に簡易

尿中HCG測定法（テストバックR：ダイナボット）

陽性，胚移植後17H目に尿中HCG定量で200
mIU／mlを検出し，妊娠を確認した．胚移植後21　H

目に，経膣超音波断層法にて子宮内にGSを確認し，

外来で経過観察中，妊娠6週3日に，軽度不dl出lflL

を認め切迫流産と診断し，安静目的で人院となった．

妊娠6週6日，経膣超音波断層法で2個のGSを認

め，双胎妊娠と診断したが，妊娠7週5日に，軽度

の下腹部痛を訴え，再度経膣超音波断層法を実施し

た（図3）．両方のGS共に発育胎児を認め，児心拍

も確認したが，この時点で子宮内外同時妊娠と診断

し，緊急手術を施行した．

手術時所見：腹水は少量で，腹腔内出血は認めなか

ったが，左卵管狭部に示指頭大の暗赤色腫張を確認

し，左卵管狭部妊娠と確定診断され，同時に卵管保

存手術は不可能と診断されたため，同部位の摘出術
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を施行した，摘出した左卵管狭部標本の術後切開時

には，1．2cmの胎児が確認され超音波断層法（水浸

法）にて胎児心拍も認めた．

術後経過：経過は順調であり，術後32H目妊娠12週

2「1にt’一宮内胎児頭殿長（Crown　rump　length，

CRL）は57mmで当科で使用している胎児発育基準

値とよく一致しており，胎児発育はill常と判断し退

院となり，以後外来にて経過観察とした．妊娠経過

巾は何ら妊娠合併症もなく子宮内の胎児発育も順調

であった．妊娠38週6日に，30159の女児を正常経

膣分娩し，母児共々健康である．

考　　察

　子宮内外同時妊娠は，自然発生的には3万例に1

例と極めて希であると言われている．しかし，排卵

誘発後ではその頻度が増加するとの報告もあり3），体

外受精・胚移植後の子宮内外同時妊娠は，過去5年

間に7例報告されている3』9）．体外受精・胚移植にお

ける子宮内外同時妊娠の頻度が増加する原因として

は，まず妊娠率向上のために複数個の移植胚を得る

ために実施する過排卵刺激が考えられ，その他には，

胚移植時の刺激による子宮収縮や胚を含む培養液の

子宮内への注入圧の稚度に関連した胚の卵管へ逆流，

骨盤内炎症性疾患による卯管の機能的変化，胚移植

時の培養液の過量，さらに培養技術の進歩による移

植胚の質の向上によるもの，などが考えられる．当

科では従来から，胚移植時の培養液の量を可能なか

ぎり少量（5μ1程度）とし，経腹超音波断層法にて

胚移植チューブを誘導し，子宮底より1cm下方に胚

移植を行うように工夫し，胚の卵管への逆流を防ぐ

よう注意を払ってきた．しかし今回，充分な配慮ド

においても卯管機能の残存する症例に対して子宮内

外同時妊娠の可能【生は除去しきれない事が判明し大

きな問題を投げ掛けられる結果となった．従って現

在広く行われている妊娠率向上を期待しての複数個

の胚移植法では，ある程度この様な異常妊娠を回避

することは困難と考えられた．

　しかし一方で，現在広く普及している経膣超音波

断層法は，探触子の発振周波数に5－一・一・　7．5　MHzを用

いているため，近距離の対象物に対しより鮮明な画

像が得られることから，経腹超音波断層法よりも早

期に’r．宮外妊娠を確認することが可能であり，かり

に今回の様な問題が生じたとしても未破裂状態の子

宮外妊娠を早期に診断できることとは大きな救いと

なるであろう1°｝．本症例も確定診断は，経膣超音波断

層法によるものであり，未破裂状態で診断し治療す

ることができた．
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　いずれにしても，体外受精・胚移植において，妊

娠率向ヒを期待し複数個の胚移植が行われた際は，

この様な異常妊娠の発生を念頭において，経膣超音

波断層法によりGSの存在部位を早期に確認すること

が重要であり，また今回の経験から今後の体外受精・

胚移植の分野において，受精卵凍結保存，培養技術

やf‘宮内着床条件の改良により，至適な胚移植数の

再検討の必要性が強く示唆された．
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　　Heterotopic　pregnancy　is　a　very　few　events．　It

has　been　thought　that　the　incidence　is　apProximate－

Iy　l／30，000　pregnancies．　However，　according　to　the

spread　of　IVF－ET　and　GIFT　prQgram，　the　incidence

of　this　abnormal　pregnancy　has　rapidly　increased．

So　far　several　cases　of　heterotopic　pregnancies

following　IVF・ET　program　have　been　reported

throughout　the　world，　since　the　first　successfuI

pregnallcy　in　IVF－El’by　Steptoe　and　Edwards　ill

1976．ln　this　paper，　we　reports　a　case　of　heterotopic

pregrlancy（combined　intra　and　extra・uterine　preg一

nancy）following　IVF－ET．

　　29－year－old，　married　nulligravida　womall　with

infetility　history　for　2　years　visited　our　clillic　to

consult　about　a　desire　for　child．　Routine　investiga－

tions　for　infertility　revealed　no　abnormal　findings

except　for　mild　oligospermia．

　　Artificial　insemination　with　husband’s　sperm

（AIH）was　carried　out　Inore　thalユ10　times　after　the

ovulation　induction　by　clomiphene　citrate　and　the

follicular　nlonitoring　by　ultrasonography　as　we11　as

measurement　of　urinary　estrogen．　IVF－ET　program

was　indicated　for　further　treatment　because　of

failed　AIH．　IVF－ET　procedure　were　performed

under　the　protocol　for　IVF－ET　in　our　department．

Four　out　of　700cytes　retrieved　were　developed　to

2－cell　embryos　and　put　back　into　the　uterus．　On　16

days　after　oocyte　pick　up（OPU），　successful　preg－

nancy　was　confirmed　by　the　measurement　of
urinary　hCG，　At　7　weeks　and　5　days　of　gestation，

heterotopic　pregnancy（a　normal　intrauterine　preg－

nancy　and　a　left　tubal　pregnancy）was　diagllosed　by

transvaginal　ultrasonography．　On　the　emergent

laparotomy，　a　ectopic　pregnancy　was　confirmed　in

the　Ieft　tLlbe　which　was　resected．　The　post－

operative　and　pregnancy　course　were　uneventful．

The　patient　was　delivered　through　vagina　a　living

3015g，　female　infant　in　good　conditi（）n　at　38　weeks

of　gestion．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’受f士：　1990！「三3　日　5　日）
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　過去10年間に取り扱った子宮外妊娠35例中11例に卵管機能保存手術を施行し、術後妊娠の成立を

みたもの2例18．2％，反復子宮外妊娠，流産例なく，2例とも正常分娩であった。9例に卵管通気試

験，HSGにより術後の経過を観察し得たが4例は疎通性良好，3例は疎通性はあるものの不良，2例

は全く疎通性がみられず、卵管の疎通性からみて9例中7例は妊娠成立可能と考えられたが，妊娠の

成立をみたのは良好な疎通性を示した4例の中2例のみであった。なお妊娠例の通気曲線は2例とも

術後早期より正常なパターンを示した．

　体外受精の成功率，その一般化に，なお問題のある現在11例中2例とは云え生児を得た意義は大き

いと考えられた。とくに挙児希望，若年例には卵管温存可能な早期に確診が得られるよう心掛け，手

術に際しては，マイクロサージェリー的発想で処理，術後は卵管疎通性の有無とともに卵管周囲の異

常所見の検出にも留意し，術後処理になお一層の工夫を加えるべきものと考えられた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J，　Fertil．　Steril，，36（1），127　135，1991）

緒　　言

　卵管妊娠に対して，患側卵管の妊孕性を保存しよ

うとの試みは古くから行われて来たが，救命を第一

として，一般には積極的に行なわれなかった．しか

し医療の進歩に伴い，安全な手術が可能となり，と

くに1970年代からのマイクロサージェリーの普及と

ともに保存治療が行なわれるようになった．

　最近は超音波機器の目ざましい進歩，また免疫学

的な技術の開発により，微量のホルモン定量が可能

となり，さらには腹腔鏡検査の普及により卵管妊娠

が中絶以前に発見され，卵管の損傷の少ない保存し

易い早期の症例が増える傾向にある。近年IVF－ETの

応用により卵管妊娠に対して保存手術は従来ほどの

必要性はなくなってきたとの考えもあるが，IVF・ET

について解決されなければならない問題も多く，現
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時点では，とくに挙児を希望する者，将来妊娠を期

待しなければならない例については卵管を保存する

手術が当然考慮されなければならない．今後の卵管

妊娠の取り扱いについての指針を得るため臨床検討

を行った．

1　対象ならびに臨床研究方法

1）過去10年間（1977～1986）に当院で取り扱った

f’宮外妊娠は35例，この中，卵管妊娠は30例85．7

％，卵巣妊娠2例5，7％，その他3例8．6％であっ

た。この中，卵管機能保存手術を施行したもの11例

31．4％で，この！l例を対象に検討を行った．

2）術前，危険のない限り，一般の術前検査に加え、

超音波検査施行後，開腹，原則として術後早期およ

び定期的な卵管通気試験、6カ月後にHSGを施行
し，臨床経過を観察した．

II　臨床研究結果

1）対象卵管機能保存手術例の’r・後

　卵管機i能保存手術施行11例の一覧を表1に示し

た．対象11例の年齢は22～42歳，「均29．6歳，手

術時の妊娠週数は6－一　10週で，11例の中2例（18，2

％），1例は6カ月，1例は1年半後に妊娠成立，反

復外妊，流早産例なく，2例ともIE常分娩であった．

2）卵管機能保存手術例の適応

　対象11例巾不妊を主訴とする者4例，3例は未婚

（術後全例結婚），1例は外妊，卵管形成術後，1例

は再婚，卵管結紮復元手術後の外妊例で11例中9例

81．8％は当然卵管機能保存手術を考慮すべき症例で，

他の2例も，1例は未産婦で強く挙児を希望した例

であった．

3）妊卵着床部位とその中絶様式

　取り扱った30例の卵管妊娠の中，右卵管妊娠21

例，左卵管妊娠9例，卯管采から卵管膨大部にかけ

ての着床は21例，峡部着床9例，中絶様式は破裂13

例，流産例は17例であった．対象11例の妊卵着床

部位は卵管采から膨大部8例72．7％，流産例は7例

63．6％，その殆どが卵管采から膨大部にかけての着

床で，中絶様式は流産が多く，温存しやすい例であ

った．

4）術前超音波像ならびに妊娠反応

　取り扱った子宮外妊娠35例中20例に，lili前，超

音波で検討できたが，20例中17例85％に，子宮外

に腫瘤エコーを認め，とくに卵管膨大部に着床した

例では流産，破裂の別なく全例r一宮外に腫瘤エコー

が観察された，子宮外GS，　fetal　echoについても膨

大部に着床した例ではそれぞれ75％，58．3％と高率

に観察され，20例中17例85％は超音波像から子宮

外妊娠を強く疑うことができた．なお妊娠反応は20

例rli　l7例85％が陽性で，両検査併せることにより，

20例rli　19例g5％とほぼ全例術前に子宮外妊娠を強

く疑うことができた．

　対象ll例中8例に術前超音波検査を施行し得た

が，両側附属器癒着，f’宮底部，後面に妊卵着床の

表1　子宮外妊娠機能保存丁術症例・覧
n＝11
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みられた症例⑨の1例を除き，表2の如く8例中7

例は超音波診断で許宮外にGS，腫瘤あるいは子宮外

にecho　free　space（EFS）などが観察され，8例全

例が妊娠反応陽性で，妊娠6週1例，7週4例と比

較的早期に外妊が確診された．

5）対象機能保存手術例の開腹所見と術式

　開腹所見と術式についての検討結果も表1に示し

たが，反対側附属器に異常所見の無いもの4例で，

他の7例63．6％は卵管，卵巣無し，それぞれ1例を

含め反対側卵管による妊娠の可能性の少ない症例で

あった．卵管破裂3例，流産7例で，母指頭大以上

の着床部位腫大例は2例のみであった．応用術式は，

卵管内清掃，圧迫止血のみ3例，内容清掃，破裂部

縫合2例，着床部切除に端々吻合術，開窓術を加え

たものそれぞれ1例，また内容除去時切開を加え，

縫合したもの2例，癒着剥離術のみのもの2例であ

る．妊娠成立は内容清掃に圧迫止血，内容清掃と破

裂部縫合例の比較的手術侵襲の少ない2例にみられ
た，

6）機能保存手術例の術後HSG所見

　対象11例中術後施行し得た9例のHSG像の分析

結果を表3に示したが，患側9卵管中4卵管は術後

疎通性が保たれていたが，3卵管は疎通性あるも不

良，2卵管は全く疎通性が認められなかった．疎通

性の有無からみれば9例中7例は妊娠可能であるが，

妊娠の成立は疎通性良好4例の中2例のみであった．

術式と術後の卵管疎通性，妊娠成立との関係につい

ては少数例のため明らかにし得なかった．

　以下実際例を呈示する．図1は妊娠の成立をみた

症例①の術後のHSGで，右卵管峡部着床，卵管に縦
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切開を加えた例で患側卵管陰影拡大，疎通性不明瞭

で健側卵管による妊娠が優位と考えられた．図2は

同様妊娠の成立をみた症例⑥の術後のHSGで，右卵

管膨大部から采部に妊卵着床，内容清掃，圧迫止血

した例で，患側卵管陰影全く正常で，左右いずれの

卯管による妊娠かHSG像からでは不明であった．図

3は症例⑪，未婚例のHSG像で，開腹時癒着など異

常所見のみられなかった左罹患側卵管も陰影拡大し，

卵管周囲癒着が予想され，卵管形成術を必要とした．

術後妊娠成立の可能性，その予後の判断は卯管の疎

通性の有無のみにては不十分であり，表3に示す造

影剤の卵管流出，拡散状態に注目，卵管周囲の異常

所見の検出にも留意し，積極的に腹腔鏡検査を施行，

対策をたてる必要性が示唆された，

7）機能保存手術例の術後卵管通気試験

　対象11例中10例について，卵管通気試験で術後

経過を観察できたが，図4の如く，妊娠成立2例と

も術後早期から正常曲線を示し，HSG所見と合わせ

ると，ある程度予後の予測が可能で，術後癒着予防

処置など必要性の有無への補助診断になり得ると考

えられた．

考　　察

　医療機器の長足の進歩，ホルモンの微量定量法の

開発などにより，疾患によってはその診断方法や手

順に変化がみられるようになってきた，従来から外

妊の診断として行われてきたダグラス窩穿刺は，必

ずしも行わなくても，妊娠反応陽性，超音波診断で，

子宮内にGSなく，子宮外に腫瘤エコーあるいはダグ

ラス窩にEFSを認めれば，子宮外妊娠の診断がほぼ

表2　子宮外妊娠機能保存手術症例の術前超音波像 n＝11

症　例

1．

2．

3．

4．
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9．
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十

十
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十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十
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十
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十
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確定する．患者への負担も少なく，救急の状況下で

は，現在超音波診断は外妊に対するfirst　choiceの診

断法とも言えよう，なお高感度の妊娠反応の応用，

さらに腹腔鏡の積極的な応用により，流産，破裂前

の状態で卯管妊娠を確認，腹腔鏡下で保存手術1）2）も

日不妊会誌　36巻1号

行われるようになってきた．当院で取り扱った30例

の卵管妊娠中20例について，術前超音波で検討し，

17例85％が超音波像からr宮外妊娠を強く疑い，超

音波診断のない時代に比べ，簡単に，しかも早期に

対策をたてることができた．とくに膨大部着床例で

表3　子宮外妊娠機能保存手術例の術後HSG像

Nα ① 2 3 4 5 ⑥ 9 10 1ユ

着　床　部　位 右，膨大部 右，峡部 右，膨大部 左，釆部 右，峡部 右，膨→釆 腹腔妊娠 右膨大部 右，膨大部
症
　　　例

中　絶　様　式 破　　裂 破　　裂 流　　産 流　　産 流　　産 流　　産 流　　産 破　　裂
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器なし

左，卵管

なし
異常なし

左，
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： 一

±

二 ：
十±

卵管陰影

疎通性
外妊側

反対側

一

欠損

±欠損

走行形態
正　　常

十　十

●

　●
●　■

十

　十
●　●

●　●

一

　｝
●

●

異　　常

±　十

●　●

　●
●

　十
十●　●●　● 十　　十

■　●

●　●

±　±

●　●

●　●
陰影異常

無

●

●有

造影剤卵管通過様式

膨大部正常→流出 ●　● ●　●

膨大部拡大→流出 ● ●　●

膨大部充満→流出

噴　　　出　　　状 ● ●

の　　う　胞　　状 ● ●

jet　気　流　　状

卵管周囲陰影

囲　　綾　　限　　局 ●

雲　　状　　限　　局 ● ●

のう胞状限局 ● ●

異常なし，その他 ● ●　● ●　● ■　●

腹腔陰影

著　　明 ● ● ●

拡　　散　限　　局 ● ● ●

な　　し ●

著　　明 ● ● ● ●

ダグラス窩　浅　　い

欠　　損 ● ● ●
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A：造影剤注入直後

謁轟

騨

B．側面像

　　　　　C：造影剤注入5分後

図1　妊娠成立をみた症例①の術後HSG像

螺

鐘

鯉

は流産，破裂の別なく全例子宮腔内にGSなく，子宮

外に腫瘤エコー，ダグラス窩にEFSを認め，これら

の超音波像に妊娠反応の結果を併せれば，その診断

はほぼ確実となり，今後，さらに卵管の損傷の少な

い保存可能な症例が増加するものと考えられた．

　外妊の超音波診断基準として，島ら4）は，①子宮内

胎嚢像，②子宮外胎嚢像，胎芽胎児像および心拍動，

③子宮外腫瘤像，④腹腔内，骨盤腔内貯留液像の検

索をあげ，これらの所見に臨床経過，妊娠反応の結

果を加え検討すれば，ほぼ診断は確定し，実際に外

妊23例中11例に超音波検査施行，10例90．9％が開

（131）13工

A：造影剤注入直後

B：側面像

　　　　　顯趣　　　　　　　　　　　　無
　　　　　　　　　　　　tt・l　eq

　　　　C：造影剤注入5分後

図2　妊娠成立をみた症例⑥の術後HSG像

腹前に外妊の診断をドすことが出来たと報告してい

る。また卵管妊娠例の尿中HCG濃度について，吉田

ら4）は一般の妊娠反応（1，000　IU／1のorder）では，

－f宮外妊娠の妊反陽性率は23例中14例60．9％で

あったが，異常値を1601U／1以一ヒとすれば23例中21

例，801U／1以一ヒとすると22例が尿中にHCGが証明

され，高感度測定試薬を川いれば卵管妊娠のほとん

どの例でHCGを証明することが可能であると報告し

ている．

　子宮外妊娠保存手術の意義について，浜田ら5）は文
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騰

卵管妊娠保存予術例の手寅討

A：造影剤注入直後

藤

欝

B．側而像

C　造影剤注入5分後

図3　妊娠不成転症例⑪の術後HSG像

献的に検討し，根治後の一f宮内妊娠は28　一一　58％，iE

常分娩19～48％，保存手術では16～100％，14～50

％と変わらず，反復外妊の頻度も根治後0～28％，

保存手術後0～16％とほぼ変わらず，またSiegler6）

の保存手術後の外妊反復率が卯管形成術後の反復率

と変わらないなどの報告から判断し，保存手術によ

りとくに反復外妊が増加する傾向はなく，卵管妊娠

保存手術はマイクロサージェリーの導入によりより

効果的となり，今後の保存手術の意義が高まること

日不妊会誌　36巻1号

員＝10 o藍例番号，口妊娠例

通気曲線
経

（月）1

過

　2 3 4 5 6 1年2年

5　5 5

一1　　　　　　　6

正
低緊張型

u7 10

5

常 中緊張型 19

9

lo

9

型
高緊彊型

2

攣縮 軽　度
7

型 高　度
才

癒着型

狭窄型 2　　H

混合型 1L

「o

閉鎖型
， 3 ～ 2 ①

図4　子宮外妊娠機能保存手術例の通気曲線

が期待されると報告している．また野口ら7）は卯管保

存手術45例中追求し得た28例のうち妊娠16例，分

娩8例，とくに非患側に妊孕性のない16例の中3例

に生児を得，必ずしも満足すべき結果ではないが，

数値的な価値判断でなく保存手術により永久不妊を

回避し，生児を得る可能性を評価すべきであると報

告している．

　’IG院での成績も11例中2例18．2％と少数例では

あるが妊娠成ウニ，当院のマイクロサージェリー導入

以前の卵管形成術時代の妊娠成立率とほぼ同等の妊

娠成ウニ率8）で，2例ではあるが生児を得た意義は大き

いと考えている．

　r・術については，妊卵着床部位によって当然保存

手術法の適応が限定され，卵管采から膨大部にかけ

ては卵管内容圧出法，卵管峡部では卯管切開，端々

吻合術，卵管間質部では卵管移植が適当と考えられ

る．保存手術の方法別妊娠成立率については，

Timonenら9｝は切開法が圧出法，端々吻合に比べ妊

娠率高く，Jarvineni°｝は反対側卯管欠損卯管妊娠例

で圧出法は50％，切開法35．7％，部分切除では8，7

％であったと報告しているが，状況判断の上，適切

な，より侵襲の少ない方法を選択すべきと考える．

　マイクロサージェリーの導入によりStange1らll）は

2例中2例に子宮内妊娠，Chernerら12｝は6例中4例

の分娩例を報告，少数例であるが治療成績の向上を

認め，最近のOelsnerら13｝の報告では両側卵管のある

卯p；二妊娠30例，反対側卵管のない卵管妊娠28例に

マイクロサージェリーによる保存手術を行い，それ

ぞれ17例（68％），12例（46％）の高率な妊娠の成

“llを認め，両側卵管保存例は卵管摘出例に比べ高い

妊娠率で，外妊率低く，なお反対側卵管のない例に

おいても子宮内妊娠率はIVF－ETの妊娠率より良好

であったとしている．術中，とくに問題になるのは
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図5　卵管妊娠着床部周辺の卵管内膜走査型電子顕微鏡像

止血で，　Kellyら1‘）は卵管切開法による保存手術後18

日目に再開腹を必要とした2例の腹腔内出血例を報

告している．術中の止血について，宮崎ら15｝は手術時

卵管に付着した絨毛をより早く退縮させる目的で

methotrexate（MTX）の局所使用も考』えられるとし

ているが，とくに圧出法応用時の止血には試してみ

る価値があるもと考えている，

　図5に摘出した卵管妊娠，妊卵着床周辺の卵管粘

膜上皮の走査型電子顕微鏡像の1例を呈示したが，

妊卵着床部，その周辺の内膜一ヒ皮に比較的広範囲の

剥離が観察され，卵管内膜L皮剥離が比較的容易で

あることが示唆された．またDietlら16）は卵管妊娠の

t，。ph・blastは・xt・al・minal・ubp・・it・n・alに発育

し，卯管の拡大は凝血のためで，卯管保存に際して

は，この事を念頭に行う注意が肝心であるとしてい

るが，凝血塊の除去には慎重さが必要と思われる．

なお最近，腹腔鏡下での保存手術の報告17）18｝が散見さ

れるが，とくにCartwrightら19）は，27例の径4cm

以下，未破裂卵管膨大部妊娠例を腹腔鏡ドで保存手

術を行い，検査し得た8例中6例に術後卯管の疎通

性，妊娠を希望した8例中5例に妊娠の成立を認め，

症例を選べば安全に，効果的な治療法となり得ると

報告している．しかし腹腔鏡下での手術は，技術を

必要とし，症例を選ばねばならず，現況では一般化

に，なお問題が多いと思われる．

　宮崎ら2°）はMTXによる非観血的な卵管妊娠の治

療例15例中11例に治療後HSG施行，卵管手術の既

往のない7例では1例のみに卵管閉塞がみられ，他

の6例（85．7％〉は全例疎通性良好であったと報告

しているが，当院の術後施行し得た9例のHSGの検

討では，患側卵管陰影に全く異常のみられなかった

のは1例のみで，他のHSG施行7例の患側卵管の中

5例71．4％は疎通性はあるも，卵管走行方向の異常，

卵管膨大部の拡大など卵管周囲の癒着を予想させる

陰影が4例80，0％にみられた．なお反対側卵管が正

常であった3例中2例に，卵管走行異常，卵管周囲

癒着など異常所見の出現が観察された．術後早期に

癒着の起こる事を考』え，川内ら21）の提唱する術後比較

的早期の腹腔鏡による癒着剥離，また術後早期に通

気，薬物注入などを応用，術後処置に，なお一層の

工夫が必要と考えられた．なお卵管妊娠の保存手術

の今後について，藤本ら22）はMTX療法施行後の保

存手術は，病巣からの出血も少なく，予後良好で，

卵管妊娠に対してMTX局注もしくは静脈内大量療

法後の開腹，切開術が一般に行われるようになるか

も知れないと述べている．
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　　体外受精の成功率，一般化になお問題のある現時

点では，外妊の疑いある場合，とくに未婚，挙児希

望例に対しては，高感度妊娠反応，超青波診断など

を応用し早期に外妊を発見するよう心がけ，手術に

際しては入念にマイクロサージェリー的発想での処

理は勿論であるが，術前にMTXの使用，また術後

癒着についての対策としての術後腹腔鏡の応用も今

後の課題として検討を進めたいと’考えている．

（本論文の要旨は第961i’il　Ll本不妊学会関東地方部会

で発表した．）
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　　　Aclinical　study　on　cases　of

conservative　surgical　treatment　of

　tubal　pregnancy　at　this　hospital

Noboru　Takano，　Kentetu　Uesugi，

Akihiro　Yalnaga，　Tatuya　Tazima

　　　　and　Hirokazu　Tanaka

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　National　Yokohama　Higashi　Hospita1，

　　　　　　　Yokohama　215，　Japan

Na〔〕take－1、anaka

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　Schoolぐ）f　PtCedicine，　Chiba　University，

　　　　　　　　　Chiba　280，　Japan

　　Preoperative　diagnosis，　findings　of　laparotomy，

surgical　technique　and　prQgnosis　in　connection　with

conservatエve　operation　for　tubal　pregnancy　at　this

hospital　were　studied　and　results　obtained　were

used　as　a　therapeutic　guide　for　the　future．

　Cases　of　extrauterine　gestation　treated　at　this

hospital　ill　the　past　10years　nu！丁lbered　35．　Conserva．

tlve　operatlon　with　the　fallopian　tubes　left　intact

was　performed　in　ll　cases　of　them．　According　to

observations　hitherto　made，　gestation　was　establi．

shed　in　2　cases，18．2％．　Both　cases　had　normaI

delivery　and　n〔，　repetition　of　extrauterine　gestation

was　noted．　After　operation，　tubal　insufflation　and
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HSG　were　performed　in　g　out　of　ll　cases，　and　the

presence　or　Ilot　of　patency　of　the　fallopian　tubes

after　c（）nservative　treatment　and　conditiolls　around

the　fallopian　tubes　were　studied．　The　patency　was

well　kept　in　4　cases；the　patency　was　present　but

poor　in　3　cases；and，　patency　was　llot　observed　at

all　in　2　cases．　Judgirlg　frolll　the　patency　of　the

fallopiall　tubes，　gestati（m　was　con　g．　idered　possible

ill　70ut　of　g　cases，　but　it　xvas　in　only　20ut　of　4　cases

with　good　patency　that　gestation　was　established、

As　for　the　insufflation　curve　m　pregnant　cases，　lt

had　shown　a　norlnal　pattern　ill　both　cases　from

early　after　operation．　It　was　collsidered　of　great

significance　to　have　obtained　a　live　baby，　though　in

only　20ut　of　ll　cases，　at　present　when　there　still　is

something　to　be　desired　about　the　rate　of　successful

gestation　in　and　popularization　of　external　ferti1－

ization．　Particularly　for　the　young　who　desire　to

have　a　child，　efforts　to　IT】ake　an　established　diagno－

sis　should　be　made　by　carrying　out　a　highly　sen・

sitive　pregnancy　test　and　ultrasonic　diagnosis　ill　the

early　stage　when　the　conservative　surgical　treat－

ment　is　possible　ill　the　case　of　extrauterine　gesta－

tioll　being　suspected．　On　surgical　operation，　the

tubal　pregnancy　should　be　treaed　ol）the　basis　of　the

same　idea　as　in　microsurgery．　Aft£r　operation，

attelltioll　should　be　paid　to　not　only　confirmation　of

the　presence　or　not　of　patency　of　the　fallopian　tubes

but　also　detection　of　abnormal　findings　around　the

fallopian　tubes．　Further　ingenuity　should　be　exerted

ill　improving　the　postoperative　treatments　such　as

prevention　of　tubal　stenosis　arld　adhesion　around

the　fallopian　tubes．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年3月26日）
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　マイクロサージャリーによる卵管形成術を施行した卵管性不妊42例を対象として，年齢，手術術式，

付属器周囲癒着の程度，卵管留水腫の有無と妊娠率との関連性について検討した．

（1）対象42例中13例（31％）が妊娠し，34歳以下の群では有意（P＜0．05）に妊娠率が高かった．

（2）妊娠率は手術術式で異なり，卵管吻合術および卵管采形成術では各々37％，50％と高率であっ

たが卵管開口術では10％，と低率であった．（3）付属器周囲癒着の程度をGomelの方法で分類した

場合，癒着がないか軽度の症例の妊娠率は各々41％，50％と高率であったが，中等度または重度の妊

娠率は各々22％，10％と低率であった．（4）卵管留水腫は42例中14例（33％）に認められたが，

妊娠に成功したのは1例（7％）に過ぎず，残る13例は妊娠しなかった．

　以Lの結果より年齢，］：・術術式，付属器周囲癒着の程度および卵管留水腫の有無は術後成績に重大

な影響を及ぼすチ後決定因f’と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn。　J．　Fertil．　Steril．，36（1），136　　140，1991）

緒　　言

　卵管性不妊患者に対する治療方針は，マイクロサ

ー ジャリーを用いた卵管形成術が第一選択である．

卵管形成術施行の最終判定は，子宮卯管造影および

腹腔鏡による内性器の評価などから総合的にされる．

腹腔鏡による内性器の評価は付属器周囲癒着の判定

という点で亟要なだけでなく，tl宮卵管造影検査や

通気検査だけでは誤った判定をドしやすい卵管通過

性の最終確認という点でも重要である1）．しかし，総
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合的な評価判定法とは言え，その方針決定に迷う症

例も多い．一方体外受精・胚移植く以下IVF－ETと

略）の臨床応用に伴い，卵管形成手術不能例や卵管

形成術後も疎通性の確保できなかった症例に対し，

IVF・ETが行われることによって良好な成績を得つつ

ある．このため技術的に困難な卵管形成術を行うよ

りも，IVF・ETを優先させた方が良い場合も起こり得

ると考えられる．このような場合，卵管形成術後の

妊娠率を左右する予後決定因子にはどの様なものが

あり，どの程度に影響するのか，さらに卵管形成術

後の観察期間をどの程度にするのかを知ることは，

重要な課題である．

　我々は，マイクロサージャリーによる卵管形成術

を施行した卵管性不妊42例を対象として
retrospectiveに，年齢，手術術式，付属器周囲癒着

の程度，および卵管留水腫の有無が妊娠率に及ぼす

影響，さらに手術後の妊娠までの期間について検討

したので報告する．

対象および方法

　昭和57年11月より昭和63年8月までに大阪大学

医学部付属病院および大阪厚生年金病院で，マイク

ロサージャリーによる卵管形成術を施行した卵管性

不妊患者42例を対象とした．42例の平均年齢は

31．5±4．7歳，平均不妊期間は5．8±3．8年，原発不

妊30例，続発不妊12例である．

　マイクロサージャリーには，　Zeiss杜製のOPMI7D

またはOPMI6SDFCを用いた．卵管形成術の手術術

症

10

8

例6
数

ε4

2

膠・妊娠症例
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式は卵管吻合術，卵管開口術，卵管采形成術，子宮

卯管移植術および付属器周囲癒着剥離術の5つに分

類した．付属器周囲癒着程度の判定にはGome1の分

類を用い2），付属器周囲癒着の全くないものを「なし」，

卵管または卵巣の癒着1cm以下で薄い膜様癒着のも

のを「軽度」，卵管または卵巣の癒着がその全体に及

ぶものを「重度」，軽度と重度の中間の癒着の程度の

ものを「巾等度」とした．卵管留水腫の診断は，最

大卵管径1．5cm以ヒのものとした．また手術終了時

に，全例に癒着防止のためにデキサメタゾン20mgを

腹腔内に投与した．退院後の外来における卯管疎通

性の確認は，通気検査または了一宮卵管造影を用いて

行った．そなわち手術3か月以内は手術後の治癒過

程を障害しないように通気検査を行い，手術後3か

月以後は主に子宮卯管造影検査を行った．

　なお統計学的処理には，t検定を用いた．

結　　果

1．対象症例の年齢分布と妊娠症例の成績

　手術施行42例のうち35例（83％）に術後卵管疎

通性を確認した．42例中妊娠に成功したのは13例（31

％）であった．13例の妊娠経過は，8例が満期産，

1例が妊娠中期まで順調に経過している．自然流産

は2例（15％）に認められ．1一宮外妊娠も2例（15

％）に認められた．

　42症例のうち妊娠に成功した13例の平均年齢は

30．2±3．7歳，妊娠に成功しなかった29例の平均年

齢は32．1±5，0歳と妊娠例が若かったが，両者の間

に有意な差はなかった（図1）．しかし42症例を34

歳で区切り，34歳未満26例の群と34歳以上の16例

の群との妊娠率を比較するとt34歳未満の群の妊娠

率が有意（P＜O．05）に高いことが判明した．

2．手術術式別の妊娠率（表1）

　手術術式別に妊娠率の検討を行った、卯管吻合術

は27例に行われ，10例（37％）が妊娠に成功した．

この27例には，卯管結紮手術後の再疎通術症例が6

表1　マイクロサージェリー術式別手術数と妊娠数（率）

マイクロサージェリー術式　手術数（％）　妊娠数（％）＊

0
　　20　22　24　26　28　30　32　34　36　38　40　42

　　　　　　　　　年　齢　倣）

卵　　管　　吻　　合　　術

卵管開口術
卵　管　采　形　成　術

項1引　　管　　　不多　　季直　　　f［1寸

付属器周圏癒着剥離術

27（64）

9（22）

4（10）

1（2）

1（2）

10（37）

1（11）

2（50）

O（0）

0（0）

計 42（100） 13（31）

図1　手術症例および妊娠症例の年齢分布 ＊該当術式における妊娠率
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例含まれており，4例（67％）が妊娠に成功した．
項IJ管二采牙多1戎1律『は4で列1こそi一わ2し，　2f列　（50％）　カゴ女丑妨走

に成功し，卵管吻合術ヒもあわせて良好な成績であ

った．一一方卵管開口術は9例に行われたが，妊娠に

成功したのは1例（11％）のみであった．f宮卵管

移植術および付属器周囲癒着剥離術のみを行った例

表2　付属器周囲癒ず1の程度と妊娠率

癒着程度 術　　式
手術数
（％）

　　　　　一｝
妊娠数

（％）＊

卵管吻合術 12 5

な　し 卵管開口術 3
　17
（40％）

0
　　7

（41％）

卵管采形成術 2 2

卵管吻合術 4 3

軽　度 卵管開［術 1
　　6

（14％）
0

　　3

（50％）

卵管宋形成術
脚「1

0

卯管吻合術 6 1

中等度 卵管開li術 2
　　9

（21の
1

　　2

（22％）

卵管宋形成術 1
一

0

⊥ll・j管1吻合術 5 1

承’度
卵管開li術 3 lo 0 1

卵管移植術 1 （25％｝ （1 （m％）

卵管屹：着剥離術 1
一
o

計 　42
qoo％）

　13
（31％）

＊癒着程度による手術数毎の妊娠率

表3　卵管貿水症が妊娠率におよぼす影響

卵管留水症 症例数 妊娠数

（＋）

（一）

14

28

1（7％）

12（43％）

13

暑1・

鑑

数

父5
）

0

3　　　6　　　9　　　12　　15　　18　　21 24　　36　39

手術後より妊娠までの期間（月）

図2　手術後より妊娠までの期間

は，各々1例ずつであったが，妊娠例はみられなか

った．従って，卵管吻合術や卵管采形成術の術後妊

娠率は良好であったが，卵管開ll例の妊娠・率は低率

であったことから，手術術式によって妊娠率に大き

な相違を認めた．

3．付属器周囲癒着の程度と妊娠率（表2）

　GOmelの方法に従って付属器周囲癒着の程度を分

類し，妊娠率と比較検討した．付属器周囲癒着が「な

し」の17例のうち，7例（41％）が妊娠に成功した。

癒着が「軽度」の6例でも3例（5（1％）が妊娠し良

好な成績であった．しかし，癒着が「中等度」の9

例では，2例（22％）が妊娠したのみであり，癒着

が「重度」の10例で1例（10％）が妊娠したに過ぎ

なかった．同様の傾向は卵管吻合術に限った場合で

も認められた．すなわち，癒着が「なし」または「軽

度」の群では，妊娠率は各々41％または75％と良好

であったが，癒着が「中等度」または「重度」の群

では，妊娠率は各々17％または20％と低かった．従

って，付属器周囲癒着は術後妊娠率を低Fさせる大

きな原因の1つと孝えられた．

4．卵管留水腫の有無と妊娠率（表3）

　卵管留水腫の有無と妊娠率について検討を行った。

卵管径1．5cm以Eのりlj管留水腫は，42例中14例（33

％）に認められ，残る28例（67％）には認められな

かった．14例の卵管留水腫の中で，妊娠に成功した

のは1例（7％）のみで，残る13例（93％）は妊娠

しなかった．また妊娠に成功した1例の卵管留水腫

も，卵管径が1．5Cmと比較的軽症のものであった．

一方，卵管留水腫を認めなかった28例の中で，妊娠

に成功したのは12例（43％）と高率であった．従っ

て卵管留水腫の有無は，術後妊娠率に重大な影響を

及ぼす因i一と考えられた．

5．手術後より妊娠までの期問（図2）

　手術後より妊娠までの期間は，手術日より妊娠確

認までの期間として計算した．最も短い症例の妊娠

までの期間は2か月，最も長い症例の妊娠までの期

間は3年1か月であり，平均1ユ＋9．2か月であった．

手術後1年（12か月）の累積妊娠数は13例rl－ilO例

（77％）であり，大部分が1年以内に妊娠していた．

また手術後2年（24か月）では13例中12例（92％）

とほとんどの症例で妊娠していた．

考　　察

　卵管性不妊患者の治療は，マイクロサージャリー

を用いた卵管形成術が第一選択である．またマイク

ロサージャリーによる卵管形成術施行前に．腹腔鏡

を行うことで術後妊娠率に関与する因子の推測が可
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能となってきた，

　我々は，42例のマイクロサージャリーによる卵管

形成術をretrospectiveに検討した結果．年齢，手術

術式，付属器周囲癒着の程度，卯管留水腫の有無が，

術後の妊娠率と一定の関連性のあることを示した．

すなわち手術術式においては，卵管吻合術や卵管采

形成術の術後妊娠率は良好であったが，卵管開口術

や子宮卵管移植術では不良であることを示した．ま

たは付属器周囲癒着の程度がGomelの分類で重いほ

ど術後妊娠率は不良であり，卵管留水腫（直径1．5cm

以上）を有する場合妊娠率は不良であることを示し

た．

　また妊娠症例の年齢に関して，34歳未満と34歳以

上の2群でその妊娠率を比較すると，34歳以下の群

で有意（P〈0．05）に妊娠率が高かった．従って，手

術の予後がこれら4つの因子によって左右されたこ

とから，これら4つの因子は腹腔鏡所見を含めた術

前評価により推測できるマイクロサージャリーの予

後決定因子と考えられた，卵管形成術の予後には，

従来までは特定の因子に限った予後評価の報告が多

かった3）州．しかし今後患者の妊孕性に関する因子を

総合してその予後を推測する評価法が必要になると

考えられる．

　卵管形成術の予後因子の中でも，付属器周囲癒着

は極めて重要と考えられている6）．事実妊娠率と関連

づけて付属器周囲癒着の分類を創案している報告も

数多く見られる7）A’1°｝・しかし1988年にAmerican　Fer－

tility　Societyが付属器周囲癒着や卵管閉塞について，

新たに分類基準を設定11）するなど，その評価法につい

て一定の見解が得られていないのが現状である．一

方，今回使用したGomelの分類は，妊娠に関連が深

いだけでなく，簡便で利用しやすいため，我々はこ

のGomel分類が付属器周囲癒着の程度の判定に最も

有用な分類法と考えている．

　年齢と妊娠率の関連性について，一般に35歳を越

えると，卵巣機能が若干低下するため妊娠率もやや

低下し，40歳以上ではその低下が明らかになると考

えられている6）．今回の検討においても，34歳未満と

34歳以上の群で妊娠率に有意差を認めた．従って，

予後不良と考えられる付属器卵管周囲癒着が重度の

症例や，重度の卵管留水腫を有する開口術症例など

では，IVF・ETを先行させても良いと考えられた。

　卵管形成術後の妊娠までの期間は，1年以内にそ

のほとんどが集中し，2年以降では見られなくなる．

ただし卯管開口術では，妊娠までの期間は2・一一　3年

の長期間を要すると報告されている12）．その理由とし

て，卵管留水腫を伴う卵管開口術を行う症例では，

（139）　139

卵管の機能回復に時間がかかるためと考えられてい

る6）．しかし我々の妊娠症例の成績では，手術後2年

間で卵管開口術症例を含むそのほとんどが妊娠し，

以後1年間の追跡期間中に妊娠例を認めなかったこ

とから，また卵管開口術は一般に他の術式に比べて

妊娠率が低いことから，卵管形成術後2年を経過し

て妊娠しない場合は，IVF－ETも含めた他の治療法に

変更すべきと考えられた．

　卵管形成術の失敗の主要原因の一つとして，術後

の再癒着がある13）14》．一般に，手術後の再癒着を防止

するためには，組織損傷や不必要な組織操作を避け

ることが重要である．また従来ステロイド剤やデキ

ストラン製剤を使用し，炎症の抑制や組織間の接触

回避に広く用いられてきたが，その有用性には疑問

も多い．従って今後は再癒着の防止対策が重要な課

題と考えられている．長田らは，以前より行われて

きた自己腹膜移植に，生物学的組織接着剤を使用す

ることによって，癒着剥離後に行われる自己腹膜移

植がより簡便で確実なものとなったと報告している15）。

また手術後早期のsecond　look　laoparoscopyを行

い，形成された再癒着部位を剥離し，良い成績を得

たことが報告されている16）．さらに最近では癒着剥離

部位に貼付するだけで，容易に癒着防止可能な材料

も考案され，今後の成果が期待される．
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Prognostic　factors　of

tubal　microsurgery

　Takashi　Kameda，　Hirohisa　Kurachi，

Takeshi　Taniguchi，　Akinori　Wakimoto，

　　Masahide　Ohmichi，　Akira　Miyake，

Fumitaka　Saji　and　Osamu　Tanizawa

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　Osaka　University　Medical　School，

　　　　　　　　　　Osaka，553，　Japan

Kaoru　Maruo　and　Takao　Yanagida
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　　　　　　　　　　Osaka，553，　Japan

　　The　influence　of　patient’s　age，　methods　of　mi－

crosergery，　the　degree　of　periadnexal　adhesion　and

the　existance　of　hydrosalpinx，　on　the　postoperative

prognosis　of　fertility　was　examined　in　42　patients

with　tubal　infertility　who　received　microsurgery．

Postoperative　pregnancy　rate　was　higher　in　the

patients　below　35　yesrs　old　than　on　those　above　35

years　old．　More　than　35％　of　the　patients　who

received　tubotubal　anastomosis　or　fimbrioplasty

conceived　within　one　year　after　operation，
However，　the　pregnancy　rate　was　less　than　10％in

patients　after　salpingostomy　or　tubo－uterine　im－

plantation．　Periadnexal　adhesion　and　hydrosalpix

were　also　related　to　the　prognosis．　The　pregnancy

rate　of　the　patients　without　adhesion　and　with

minimum，　moderate　and　severe　adhes｛on　classfied

according　to　Gome1’s　classfication　were　41％，50％．

22％and　10％，　respectiveユy．　Only　7％of　the　patients

with　hydrosalpinx（more　than　1．5cm　in　diameter）

became　pregnant　whereas　43％of　those　without

hydrosalpinx　got　successful　in　pregnancy．

　　In　conclusion，　these　four　factors　were　lmportant

to　assess　the　prognosis　of　microsurgery　for　tubaI

infertility．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年3月22日）
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日不妊会誌36巻1号

　腹腔鏡あるいは臨床的に診断した外性r一宮内膜症患者で，治療経過に伴う1価青fibr〔）11ectill（FN）値

の推移を検討した．

1）臨床的子宮内膜症患者21例の血清FN／直はBeecham　II期で’1，：均331±43．7（N＝9），　III期で

329±49．6（N＝8），IV期で278±12（N＝4）であり，ボランティアの324±47．7（N＝15）と有意

の差はなかった．しかし低値を示したものが，それぞれII期で1／9例．　III期で2／8例，　IV期で3／4

例あった．

2）腹腔鏡で診断したf宮内膜症患者のFNl直はr－AFS　I期で245および332μg／ml，　II期で325で

あった．しかし，IV期の例は261および244であり明らかに低値を示した．

3）ダナゾールや手術で血清CAl25値は速やかに低下したが，　FNf直は変化しなかった．また腹腔鏡

ド手術後2例が妊娠した．

　以上より血清FN値測定は子宮内膜症の治療効果の判定，再発の予知には役立たず，また診断への

応用もあまり期待出来ない．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1．　SteriL，36（1），141－146，1991）

緒　　言

　フィプロネクチンは1948年にMorrison　et　al．に

よって血液中に発見された糖蛋白で，細胞接着作用

を介して，細胞の形態保持，粘着，分化増殖に関与

していることが知られている．しかし最近では，胚

発生や受精卵の着床にも深く関わっていることが明

らかになりつつある1）．

　一’・　Ji，フィプロネクチンの持つ細胞接着作用は病

態によっては生体に悪影響を及ぼしているようでも

ある．外性子宮内膜症などの癒着を伴う疾患でフィ

プロネクチンが癒着の原因に関与しているという報

告2A－4）が散見される．そこで，フィプロネクチンが子

宮内膜症にどのように関わっているかを知る目的で，

鹿児島大学医学部産婦入科を含めた9関連施設で共

同研究を行ない，若干の知見を得たので報告する．

対象と方法

　対象は詳細な問診，内診，双合診，超剖皮断層法，

computed　tomography（CT）などで総合的に診断

した外性子宮内膜症21例（Beecham　II期9例，　III

期8例，IV期4例）（臨床的f宮内膜症群）と腹腔鏡

により診断，治療（電気焼灼，チョコレート嚢胞穿

刺・吸引・洗浄）した5例（r－AFS　I期2filil。　r－AFS

II期1例．　r－AFS　IV期2例）（腹腔鏡子宮内膜症群）

である．臨床的∫・宮内膜症群21例ではダナゾール400

mg／日を4～6か月投与中の，腹腔鏡子冨内膜症5

例では腹腔鏡ド手術後の，それぞれの血清フィプロ
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ネクチン値，CA　I25値，　estradio1（E，）値などを経

時的に測定して治療効果との関連性をみた．ボラン

ティア15例（平均年齢21歳）から得られた血清フ

ィプロネクチン値のMean±1SDである324±47．7

μg／ml，すなわち276～372μg／mlをlll常域と設定し

た．

　血清フィプロネクチン値は免疫比濁法（TIA：Tur－

bidimetric　immunoassay法）を用いて測定した，血

清CA　125値はenzyme　immunoassay〈EIA＞法，

血清E、値はradioimmunoassay（RIA）法を用いて測

定した．

成　　績

　1，外性子宮内膜症患者の血清フィプロネクチン

　　値とCAl25値
　臨床的子宮内膜症群21例のBeecham　stage別の

血清フィプロネクチン値と血清CAI25値を表1に示

す．血清フィプロネクチン値はBeecham　II期（N＝

9）で331±43．7μg／ml（平均±1SD），　III期（N＝

8）で329±49．6μg／ml，　IV期（N＝4）で278±120

μg／mlであり，いずれも有意の差は認めなかった．

しかし，正常域を逸脱している症．例をみると，　Beecham

II期で低値を示したもの1／9例，　Beecham　III期で

2／8例，Beecham　IV期で3／4例と子宮内膜症の

stageが進むと低値を示すものが多かった，

　血清CA　125値はBeechamのstage　IIで42．3±

5U／m1，　stage　lIIで39．5±39、2U／m1，　stage　lVで

164±178U／mlと子宮内膜症の進行度と必ずしも相

表1　Beecham分類別の血清FN値とCA125値

関しなかったが，全体では21例中9例（42．9％）が

35U／ml以ヒを示した．

　腹腔鏡子宮内膜症群5例の血清フィプロネクチン

値はr－AFS分類1期（N＝2）でそれぞれ245μg／ml，

332μg／ml，　II期（N＝1）で325μg／mL　IV期（N＝

2）でそれぞれ261μg／ml，244μg／mlであり，外性

f・宮内膜症が重症の症例で低値を示す傾向にあった．

　5例の血清CA　125値は子宮内膜症の程度の軽い

症例からそれぞれ29，16，47，28，66U／m1であり

2例が35U／lnl以上を示した（表2）．

　2．ダナゾールや腹腔鏡下手術に対する血清フィ

　　プロネクチンと血清CA　125の反応

　臨床的子宮内膜症群21例にダナゾール400mg／日

を4～6か月投与した時の血清フィプロネクチン値

とCAl25値の推移をみた．ダナゾール投与中の血清

フィプロネクチン値は明らかな低下傾向や上昇傾向

を示さなかった（図1）．血清フィプロネクチン値の

推移をMean±1SDでみると（図2），前値が320±

70μg／ml，2週目で309±60μg／m1，4週目で308±

47μg／ml，8週日で325±57μg／mL　12週目で308±

57μg／ml，16週目で301±57μg／m1であり，ダナゾ

ー ル投与中の血清フィプロネクチン値は有意な変化

を示さなかった．

　ダナゾール投与中のifiL清CA　125　f直（図3）は子宮

内膜症の進行にかかわらずダナゾールに良く反応し，

ダナゾール投与後4週目で低ド傾向を示し，8週目

FN（μ菖／mD

400

Beecham分類FN（μg／ml）高値低値CA125（U／ml）

II期（N；9＞331±43．7　　　1／9

111期（N＝8＞329±49．6　1／8　2／8

1V期（N＝4）278±120　1／4　3／4

ヌ寸月召（N＝15）　　324土47．7

42±51

40±39．2

164±178

27±82

300

表2　r－AFS分類別の」血清FN値とCA125値
200

r－AFS分類 FN（μ9／ml） CAI25（U／ml）

1期（N・＝2）

II期（N＝1）

III期

IV期（N＝2）

対照（N＝15）

24sa，332

325

261a，244a

324±47．7

29，16

47

28，66

27±82
0　2　4 8 12 16 20（週）

a正常値以ド
図1　ダナゾール投与中の血清ブイブロネクチン（FN）

　　　の推移
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図2　ダナゾール投与中の血清ブイプロネクチン（FN＞

　　の推移

CA125（U／m1）

200

1eo

0　2　4 8 12 16　　　20　　　24（週）

図3　ダナゾール投与中の血清CA125値の推移

●FN（μ9／ml）

300

200

100

oCA125（Ulml）

0　2　4 8　　　　　　12　　　　　　16　　　　　20　　　　　24　（週）

100

50

図4　腹腔鏡下手術後の血清FN（●），　CA125（○）f直の推移

E2（P91ml）

200

100

0　2　4 8 12　　16　　20 24（週）

図5　ダナゾール投与中の血中Estradiol（E，）の推移

になると1例を除いて正常域に低下した．

　腹腔鏡でblueberry　spotの電気焼灼やチョコレー

ト嚢胞の穿刺，吸引，洗浄を行った5例の血清フィ

プロネクチン値は術後，全く低下傾向を示さなかっ

た（図4）．これに対して血清CAl25値は速やかに

低ドした，症例BとD（いずれもr－AFSのstage　IV

期）は腹腔鏡一ド手術半年以内に妊娠成立した．子宮

内膜症の軽快に伴い血清CAl25値は速やかに低下し

たが，血清フィプロネクチン値は全く低下しなかっ
た。

　また，血清CAI25値と血清フィプロネクチン値の

関係はY＝－63，73＋0．39X（r＝0．29）であり相関

を認めなかった．

　3．ダナゾール投与中の血清E，値の推移（図5）

　ダナゾール400mg／日投与中の血清E2値の推移を

示す，ダナゾール投与前の血清E，値は94．8±84．3

pg／mlであったが，2週目で96．6±98．4　pg／m1，4

週目で68．4±41pg／ml，8週目で69±35　pg／ml，12

週目で52±16pg／ml，16週目で45±19　pg／m1とダ

ナゾール投与が長期になるとSDが小さくなり，E2値

は一定するが，ダナゾール投与前の血清E2値に比較

して有意差はなかった（図5）．

考　　察

　フィプロネクチンが生殖生理に密接に関与してい

ることが知られるようになったのは比較的最近であ

る．とりわけ，フィプロネクチンが子宮内膜症と何

らかの関わりを持っているという報告が見られるよ

うになったのはごく最近のことである．Kauma　et　al2）

は子宮内膜症患者の腹水中のフィプロネクチン濃度

は非子宮内膜症患者のそれに比較して30％であった

とし，逆に腹水中macrophageのフィプロネクチン

産生能は非子宮内膜症患者のそれに比較して3倍高
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く，このことが腹腔内癒着の原因となり，さらに子

宮内膜細胞の着床を容易にしていると報告している．

また，清川ら3）は子宮内膜症患者は血清中フィプロネ

クチン値は非子宮内膜症に比較して有意に高く，ま

たダナゾール投与終了後1か月目の血清フィプロネ

クチン値は，再発例が非再発例に比較して明らかに

高値を示したことから，血清フィプロネクチン値は

子宮内膜症の診断，治療効果の判定や予知に有用で

あると報告している．さらに，武谷4）は子宮内膜症患

者の血清中のフィプロネクチン値は非子宮内膜症患

者より有意に増加し，また腹水中のフィプロネクチ

ン値は増殖期，分泌期とも非子宮内膜症より3．5倍

の増加がみられたと報告している．

　これらの報告やフィプロネクチンの最も重要な性

質が細胞接着作用であることを考えると，フィプロ

ネクチンは外性子宮内膜症の癒着と密接に関係して

いるのではないかと推察される．

　われわれはフィプロネクチンと子宮内膜症の関わ

りを研究する手始めとして，まず清川ら3）と同様の方

法で子宮内膜症患者の血清中のフィプロネクチン値

を測定した．しかし，血清中のフィプロネクチン値

が外性子宮内膜症で高いという結果や癒着の強度な

子宮内膜症でさらに高くなるという結果は得られな

かった．むしろ，子宮内膜症が進行すると血清フィ

プロネクチン値は低下する傾向を示した．一方，ダ

ナゾール投与や腹腔鏡手術などの治療によって血清

フィプロネクチン値が正常域に復するというような

事実も認めなかった．なお，血清CAl25値はダナゾ

ー ル投与や手術などの治療によく反応して速やかに

低下した、腹腔鏡下手術後に妊娠した2例（r－AFS　IV

期）でも血清フィプロネクチン値は一定の傾向を示

さなかった．

　これらの結果は，血清フィプロネクチン値測定は

子宮内膜症の治療効果の判定，再発の予知には役立

たないことを示唆する．さらに診断への応用もあま

り期待出来ず，今後，子宮内膜症以外の他の婦人科

疾患患者の血清フィプロネクチンを測定し比較検討

する必要がある．すなわち血清CA　125値ほどの有用

性はないものと言える．今回のわれわれの結果は清

川ら3）や武谷4）の報告と極めて対照的で，異なった結

果が得られたと言える．

　ところで，今回の検討は多施設の共同研究である

ため症例の大部分が総合的に診断した臨床的子宮内

膜症であった．この点に問題がないわけではない．

しかし，腹腔鏡で子宮内膜症と診断したr－AFS　IV期

の2例で血清フィプロネクチン値は低値を示した．

さらに重症の外性子宮内膜症といえるBeecham　IV期
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の4例中3例の血清フィプロネクチン値も低値を示

したことから，血清フィプロネクチンが子宮内膜症

では低値傾向を示すのが特徴的なことではないかと

考えられる．

　Kauma　et　al2｝は子宮内膜症患者の腹水中macro－

phageのフィプロネクチン産生能は非子宮内膜症患

者のそれに比較して有意に高いと報告している．フ

ィプロネクチンと子宮内膜症の関わりを追求するの

であれば，子宮内膜症組織中のフィプロネクチン濃

度を測定する必要がある．今後この方面からの検討

も行いたい．

　子宮内膜症組織中のCAl25濃度は血中より高い．

そして血中に流入してくる．したがって，血清CA　125

値は子宮内膜症の補助診断に有用であることが知ら

れている5｝．清川ら3｝は子宮内膜症で血清フィプロネ

クチン値は高く，切迫流産予後不良例のそれも高い

としている6｝．一方子宮内膜症のCA　125値は一般に

高く，切迫流産予後不良例では低いことが報告7）され

ている．血清CA　125と血清フィプロネクチンの反応

態度に解離がみられる．

　子宮内膜症が重症になると血清フィプロネクチン

値が低下傾向を示したことに関しては，次のような

説明が可能である．外傷，火傷，敗血症および手術

後の患者では，血清中のフィプロネクチン値が低く

なるという8）．これは血中のフィプロネクチンが手術

創や外傷部位に動員されてその部位にdepositされる

ためと考えられる．子宮内膜症組織においては出血

があり，それに対する組織反応があると考えること

が可能で，その部位にフィプロネクチンがdepositさ

れるため，血中のフィプロネクチンが動員されて血

中フィプロネクチンは低くなる．なおフィプロネク

チンには細胞外マトリックスに存在する細胞型フィ

プロネクチンと血液中の血漿型フィプロネクチンと

があり，両者にはわずかの相違が認められる9）．細胞

型フィプロネクチンは溶解性が低いのに対して，血

漿型フィプロネクチンは溶解性が高いという特徴を

持つ．このことからすると，フィプロネクチンが外

性子宮内膜症組織中から血中へ流入するのは極めて

わずかであって，血漿から組織中へ動員されるフィ

プロネクチンの方がより大きな役割を担っている可

能性がある．しかし，今回は少数例の検討であるた

め今後さらに症例の集積が必要である，
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　　Serum　fibronectin（FN）levels　were　determined　in

the　patients　with　clinically　suspected　or　laparos－

copically　diagnosed　endometriosis．

1）Serum　FN　mean　levels　in　the　patients　with

endometr｛osis　were　331±43．7（μg／ml）in　Beecham

II，329±49．6　in　Beecham　III，278±12（μg／ml）in

Beecham　IV，　respectively．　There　were　no
significant　differences　in　FN　Ievels　between　en・

dometriosis　and　contro1．　However，　in　30ut　of　4

patients　in　Beecham　IV，　serum　FN　levels　were

below　normal　range．

2）Serum　FN　levels　in　two　cases　with　Iaparos－

copically　diagnosed　endometriosis　as　r－AFS　IV

were　significantly　low．

3）serum　CA125　rapidly　decreased　after　danazoI

treatment　or　laparoscopic　surgery，　however，　Serum

FN　levels　were　unchanged，

　　FrQm　these　results，　it　can　be　concluded　that

serum　FN　is　not　useful　as　a　predictive　parameter

for　the　efficacy　of　medical　treatment　and　recurren－

ce　of　endometriosis．　And　serum　FN　is　unexpectable

parameter　for　the　diagnosis　of　endometriosis．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付1990年6月21日特掲）
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　精子不動化抗体と精子凝集抗体の精子への結合様式の相違点を，indirect　immunobead　test（1－IBT）

により検討した．抗精子抗体保有不妊患者を，両抗体保有群（IA群：女5，男6名），不動化抗体単独

保有群（1群：女21，男9名），凝集抗体単独保有群（A群：女12，男10名）に分類した．各群の1・IBT

陽性率は，それぞれ81。8％，53．3％，40．9％であり，陽性例のbeadsの結合率は，　IA群は1群，　A

群に比べ有意に高率であった（60．0±28．7％vs　21．3±3．4％or　22．2±6．7％，　P〈0．0010r　P＜

O．Ol）．　beadsのimmunoglobulin　classには各群問に差は認められなかったが，結合部位に関しては，

1群はA群に比べ精子尾部への結合が有意に高率であった（100％vs　55．6％，　P＜0．Ol）．以上，　beads

の結合様式には二つの抗体に大きな違いは認められないが，不動化作用の発現においては精子尾部へ

の抗体の結合が重要であると考えられた．両者の作用が発現するのは，40％以上の精子にbeadsが結

合した場合と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，36（1），147－152，1991）

緒　　言

　精子不動化試験1）と精子凝集試験2）は，抗精子抗体

を生物作用で検出する基本的な検査方法である．精

子凝集作用は抗体単独で引き起こされるが，精子不

動化作用はさらに補体の存在が必要でありその発現

のメカニズムは異なっている．そこで，この二つの

検査は同じ抗体を異なった二つの生物作用で検出し

ているとも考えられる．しかし，実際に不妊症患者

の検討をしてみると，精子不動化試験が単独で陽性

の場合や，精子凝集試験が単独で陽性の場合が少な

からず存在する．また，精子不動化抗体は不妊患者

に特異的に認められるが，精子凝集抗体は妊孕性の

ある患者にも認められるとも報告され1），臨床的に異

なった意義を有する抗体と位置づけられている．そ

こで，何故抗精子抗体の二つの生物作用が患者間で

異なって発現するのかが問題となる．本研究はこの

問題に関して，immunobead　test4）を用いて抗体の精

子に対する結合様式に両抗体間で差があるのかにつ

いて検討し，二つの抗体の相違点の解明を試みた．
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研究方法

1．対象患者

　1988年4月より1989年8月まで当科不妊外来通

院中の女性患者276名，男性患者140名に対して精

子不動化試験および精子凝集試験により抗精子抗体

のスクリーニングを行った．このスクーリング方法

の詳細については過去に報告した3）．その結果が陽性

であった，精子不動化試験かつ精子凝集試験陽性者

（両抗体保有群）11名（女5名，男6名〉，精子不動

化試験単独陽性者（不動化抗体単独保有群）30名（女

21名，男9名），精子凝集試験単独陽性者（凝集抗体

単独保有群）22名（女12名，男10名）を対象とし

た．表1に，これらの患者の臨床的因子を一括して

示す．

2，精子不動化抗体および精子凝集抗体における抗

精子抗体の結合様式の検討

1．Indirect　immunobead　testの方法

1）血清

　患者の肘静脈より採集した血清は56℃で30分問非

働化後，－20℃にて凍結保存した．

2）Immunobeadsの調製
　ウサギ抗ヒトIgG，　IgM，　IgAでcoatingされた

immunobeads（Biorad社）は，　phosphate　buffered

saline（PBS）で洗浄後5mg／mlに調製し4℃で保存

した．使用時，0．5％bovine　serum　albuminを含ん

だPBS（0．5％BSA－PBS）にて2mg／mlに調製し
た．

3）被験者血清処理精子浮遊液の調製

　妊孕性の確かめられている健康男性donorより用

手法にて採取した精液を室温でゲル化後，0．5％BSA－

PBS約10　mlを加えて400×9で10分間遠心した．

沈澱精子を再び0．5％BSA－PBSで洗浄，遠心後，約

30分間室温に放置し，上清中にswim　upしてきた活

日不妊会誌　36巻1号

写真1　immunobead　test（x400）

　　　精子尾部へのimmunobeadsの結合
　　　　（実際の顕微鏡下では，immunobeadsを結合し

　　　たままで運動する精子が認められる。）

動精子を20×106／mlに調製して使用した，被験者血

清200μ1をO．5％BSA－PBS　600pt　1で希釈後，精子

浮遊液50μ1（1×106個）を混合し37℃で1時間培

養した．精子は培養後，洗浄し20×106／ml（50μ1）

に調製した．

4）Immunobead　test

　血清処理した精子浮遊液5μ1（2×106個）と各

immunobeads調製液（lgG，　IgM，　IgA）20μ1をそ

れぞれプレパラート上で混合しカバーガラスをかぶ

せて10分間反応させ位相差顕微鏡（400倍）でim－

munobeadsの結合部位及び結合率について算定した．

運動精子の中でimmunobeadsの結合している精子の

存在が20％以上のものを陽性とした．写真1は，精

子尾部にimmunobeadsの結合している状態を示す．

研究成績

1．精子不動化試験，精子凝集試験とindirect　im－

munobead　testとの関連

　両抗体保有群11名，不動化抗体単独保有群30名，

表1　抗精子抗体保有患者の臨床所見

女　　性　　側 男　　性　　側

両　抗　体 不動化抗体 凝集抗体 両　抗　体 不動化抗体 凝集抗体
保　有　群 単独保有群 単独保有群 保　有　群 単独保有群 単独保有群
（n＝5） （n；21） （n＝12） （n＝6） （n＝9） （n＝10）

平均年齢（範囲） 33．0〈31－36） 34．0（29－42） 32．0（27－37） 33．4（28－38） 32．9｛27－37） 32．6（30－40）

平均不妊期間 6．4（5－9） 8．6（4－18） 8．0（214） 7．2（3－10） 6．6（4－9） 7．3（4－14）

精液所見

精子濃度（x106／ml）
『 一 一 50．3±42．4 64．4±41，9 49．7±40．0

精子運動率（％）
一 一 46．7±22．3 47．3±30．3 52．5±20．3

性交後試験不良例数 4（80％） 18（85．7％） 9（75　％） 5（83．3％） 9（100％） 10〈100％）

妊　　娠 0（0％） 1（4．8％） 1（8．3％） 0（0　％） 1（11．1％） 0（0％）
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凝集抗体単独保有群22名と，両試験が陰性であった

対照群33名にっいてindirect　immunobead　testを

行った．その結果，両抗体保有群，不動化抗体単独

保有群，凝集抗体単独保有群，対照群の陽性率は，

それぞれ81、8％（9／11），53．3％（16／30），40．9％

（9／22），6．0％（2／33）であった．両抗体保有群の

indirect　immunobead　testの陽性率は，凝集抗体単

独保有群，対照群に比べて有意に高値であった（P〈

0．05およびP＜O．OOl）．

2．精子不動化試験および精子凝集試験陽性例のim－

munobeadsのimmunoglobulin　classと結合部位の

検討

　1－IBT陽性であった両抗体保有群9例，不動化抗体

単独保有群16例，凝集抗体単独保有群9例について，

immunobeadsのimmunoglobulin　classを上ヒ較検討

した結果を，図1に示す．各immunoglobulin　class

に関しての3群の陽性率は，IgGで両抗体保有群：

66．7％（6／9），不動化抗体単独保有群二43．8％

（7／16），凝集抗体単独保有群：33．3％（3／9），

IgMでそれぞれ55．6％（5／9），37．5％（6／16），

33．3％（3／9），IgAでそれぞれ55．6％（5／9），

62．5％（10／16），55。6％（5／9）であった．各im－

munoglobulin　classに関しては3群間に差は認めら

れなかった．

　Immunobeadsの結合部位に関して比較検討した結

果を図2に示す，各結合部位における3群の陽性率

は，精子頭部で両抗体保有群：88．9％（8／9），不

動化抗体単独保有群二3133％（5／16），凝集抗体単

独保有群：66．7％（6／9），精子尾部でそれぞれ100

％（9／9），100％（16／16），55．6％（5／9）であ

った．精子尾部への結合は，両抗体保有群および不

動化抗体単独保有群の総てに認められ，不動化抗体

単独保有群においては凝集抗体単独保有群に比べ有

意に高率であった（P＜0．01）．精子頭部への結合に

関しては，3群間に差は認められなかった．

3．精子不動化試験および精子凝集試験陽性例のim－

munobeadsの結合率の検討

　1－IBT陽性であった両抗体保有群9例，不動化抗体

単独保有群16例，凝集抗体単独保有群9例のim－

munobeadsの結合率を図3に示す．3群のim－
munobeadsの結合率は，それぞれ60．0±28．7％，

21．3±3．4％，22．2±6．7％であった．両抗体保有群

のそれは，不動化抗体単独保有群，凝集抗体単独保

有群に比べ有意に高率であった（P〈O．OOI，　P〈

1．01＞．

　　また，両抗体保有群および不動化抗体単独保有群

の，SI5。と凝集…抗体の有無，　immunobeadsの結合率
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の関係につき検討した結果を図4に示す．SI，。とim－

munobeadsの結合率には強い相関が認められ（r＝

0．747，P＜0．01），　SI50で4以上，　immunobeadsの

結合率で40％以上である6例は総て，精r一凝集試験

が陽性であった．両抗体保有群の平均SI、。値は

15．21±20．7であり，不動化抗体単独保有群の1．89±

0．8に比べ有意に高値であった（P〈0．02）．

考　　察

　Immunobead　testは，抗ヒトIgG，　IgM，　IgAで

coatingされたそれぞれのimmunoglobulin　classの

アクリルアミドビーズを抗体と結合した精子と反応

させることにより，精子と抗体の結合様式について

検討できる検査方法である4）．すなわちimmunobead

testが陽性であることはbeadsの結合に必要十分な

抗体が精子に付着していることを意味する．今回の

検討では両抗体保有群が，凝集抗体単独保有群，陰

性群に比べてimmunobead　testの陽性率が高値であ

り，immunobead　test陽’性であった両抗体保有群は，

不動化抗体単独保有群，凝集抗体単独保有群に比べ

てimmunobeadsの結合率が高率であった，また，精

｝不動化抗体の抗体価を意味するSI5。とim－

munobeadsの結合率は強い相関関係を示し，　SI、。値

とimmunobeadsの結合率が高値の症例では精子凝

日不妊会誌36巻1号

集抗体も陽性となった，以上より，精子不動化作用，

精子凝集作用の両方の生物作用が発現される症例に

は，単独の作用が発現される症例に比べ，多くの抗

体が精子に結合していると考えられる．

　抗精子抗体の生物作用の発現に，特異的なim・

munoglobulin　classおよび抗体の結合部位が存在す

るかという点については，過去に多くの報告がある．

精子不動化作用のimmunoglobulin　classに関して，

1972年にIsojimaは不妊婦人血中に存在する精子不

動化抗体がIgGならびにIgM分画に属していると報

告した1）．1982年にBrons　onらは，特異的なim－

munoglobulin　classは認めないが，強い不動化作用

が認められる症例ではIgG抗体またはIgM抗体の結

合を認めたと報告した4）．1988年にCarsonらは，特

定のimmunoglobulin　classには関連性はないが，　IgA

抗体単独では生物作用は発現しなかったと報告した5）．

Bronsonらや，　Carsonらは，　IgA抗体の関連はIgG

抗体，IgM抗体に比べ少ないと報告しているが，我々

の検討では，SI，。高値の症例の多くにIgA抗体の結

合が認められており，またIgA抗体が単独で存在し

た症例でも精子不動化作用が認められた．以上より，

精子不動化作用に特異的なimmunoglobulin　class

との関連性は認めないと考えられた．

　精子凝集作用のimmunoglobulin　classに関して，
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1974年にFribergは血清中の精子凝集抗体がIgM

分画に属していると報告した2）．Carsonらは，精子

不動化作用と同様に，特定のimmunoglobulin　class

に関連性は無いが，IgA抗体単独では生物作用は発

現しなかったと報告した5）．しかし我々の検討では，

IgA抗体が単独で存在した症例でも精子凝集作用が

認められており，やはり精子不動化作用と同様に特

異的なimmunoglobulin　classとの関連性は認められ

なかった．

　精子不動化作用の精子に対する抗体の結合部位に

関しては，Bronsonらは，精子尾部の2／5から3／

5にIgG抗体に結合した場合，またはIgM抗体が精

子尾部終末部に結合した場合に精子不動化作用が顕

著であると報告した4）．1984年にClarkeらは，精子

尾部に抗体が結合した場合に頚管粘液の通過性を阻

害すると報告している6）．われわれの検討でも，精子

不動化作用の認められた症例の総てに精子尾部に抗

体の結合を認めており，精子凝集作用に比べ特異的

な現象と考えられた．これらより，精子不動化作用

の発現には抗体の精子尾部への結合が重要であると

推定された．

　精子凝集作用の精子に対する抗体の結合部位に関

して，Carsonらは，頭部または尾部のみの単独の結

合例は非常に少ないと報告した5）．しかし我々の検討

では，それぞれの部位に単独で結合した症例でも凝

集作用を認めており，特異的な結合部位は認められ

なかった．

　今回の対象患者の臨床的背景には，いずれの群に

おいても大きな差は認められなかった．また，1年

半の観察期間中の妊娠の成立は，精子不動化抗体，

精子凝集抗体のいずれにおいても極めて低率であっ

た．しかし僅かではあるが，自然妊娠の成立した患

者が認められた．妊娠例は，不動化抗体単独保有群

または凝集抗体単独保有群に認められており，その

SI5。およびimmunobeadsの結合率は低値であった．

Ayvaliotisらは，　direct　immunobead　testの検討か

ら自己抗体保有患者の妊娠率は，精子への抗体の結

合率が50％以上の場合は，50％未満の場合に比べ有

意に低値であったと報告している7）．

　以上より，それぞれの生物作用の発現には，抗体

のimmunoglobulin　classには差は無いが，精子不動

化作用の発現には精子尾部への抗体の結合が重要と

考えられた．また，40％以上の精子にimmunobeads

の結合が認められる症例には，二つの生物作用が発

現すると考えられた．臨床的には，どちらの抗体に

せよ抗体保有患者の一般的な治療による妊娠の可能

性は低く，これらの患者を早期に同定して体外受精8・9）
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等の治療計画を立てることが必要と考えられた．

　稿を終えるにあたり，本研究に御協力を戴いた当

教室研究室，児玉智子氏に深謝致します．
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　　Mitsuhiro　Kato，　Hideya　Kodama，

Toshihiko　Matsui，　Kazuko　Sekine　and

　　　　　　　　　Masahiro　Maki

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　Akita　Universitiy　School　of　Medic｛ne，

　　　　（Directer：Prof．　Masahiro　Maki）

　　　　　　　　　　Akita〔｝10，　Japan

　　We　evaluated　a　binding　pattern　of　sperm　anti－

bodies　in　the　infertile　patients　having　either　sperm

immobiliization　antibody　（SIA）and／or　sperm

agglutination　antibody（SAA），　The　incidence　of

positive　result　by　indirect　immunobead　test　was　81．

8％for　the　patients　having　both　antibodies（IA

group，　female　5，　male　6），53．3％for　SIA　only（I

group，　female　21，　male　9）and　40．9％for　SAA　only

（Agroup，　female　12，　male　lO）．　The　patients　of　IA

group　showed　a　significantly　higher　percent　of

spermatozoa　boしmd　to　immunobeds　than　I　or　A

group　（60・0±28．7％　vs　21．3±3．4％，　or　22．2±6．7％，

p〈〔〕．0010r　p＜0．01，　respectively）．　There　were　no

significant　differences　ill　the　immunoglobulin　clas－

ses　of　immunobeads　between　the　3　groups．

However，　the　incidence　of　immunobeads　bound　to

the　tail　of　spermatozoa　was　significantly　higher　in

Ior　IA　group，　compared　with　A　group（100％or

lOO％vs　55．6％，　p＜0．Ol）．　In　summary，　there　was　no

difference　between　SIA　and　SAA，　excluding　that

the　antibodies　bound　to　tail　of　spermatozoa　was

lmportant　for　sperm　immebilization　activity．　The

patients，　in　which　more　than　40％of　their　spermat－

ozoa　bound　to　immunebesds，　showed　both　sperm

agglutination　activity　and　sperm　immobilization

actlVlty．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年2月5日）
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運動精子回収ができなかった

逆行性射精におけるAIHによる妊娠例

ACase　of　Retrograde　Ejaculation

　　with　the　Recovery　of　Only

　　the　Immotile　Sperms　whose

　　　Wife　Conceived　by　AIH

布　施　正　樹

Masaki　FUSE

長崎大学産科婦人科教室

　岡　本　純　英

Sumihide　OKAMOTO
　山　邊　　　徹

　Tooru　YAMABE

　石　丸　忠　之

Tadayuki　ISHIMARU

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　Nagasaki　University　School

　　of　Medicine，　Nagasaki　852，　Japan

　精子を1司収できたものの運動精子を認めない逆行性射精例において，精子培養により運動能の回復

を認め，AIHによって生児を得た症例を経験した，症例すなわち夫は39歳で，不妊期間は7年である．

5回の精液検査では，精子数1．8～3．8×IO6／ml，奇形2＄　18　一一　35％および運動率0％であったが，一過

性の運動能低下であることも考慮して，トリパンブルー生体染色を行なったところ生存精子は68　一一　83

％存在していた．そこで回収精子の培養を行なったところ，3時間後には運動率5～16％と精子運動

能の回復を認めた．すなわち，回収時点での精子運動能の欠如は死滅によるものではなく，一過性の

運動能低下であることが確認できたので，AIHを行ない妊娠が成立し，生児を得ることができた．非

運動精子のみしか回収できない逆行性射精例では，死滅精子との鑑別および精子運動能の回復の確認

をすることが，治療および予後にとって重要である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，36（／），153－／56，／991）

緒　　言

　逆行性射精は男性不妊症の原因のひとつであり，

比較的まれな疾患とされている．最近，逆行性射精

例に対して配偶者間人工授精（AIH）の適用が報告

されており，また精子の回収法についても種々の試

みがされている．私どもは，最近，精子は回収でき

たものの運動精子を認めない逆行性射精例を経験し

た．しかし死滅精子と即断せず一過性の運動能低下

である可能性も考え，配偶者非働化血清を10％含む

培地中で培養したところ運動能の回復を認めたので，

AIHを行ない，その結果，妊娠の成立をみた．非運

動精子を培地中で培養することにより，運動能の回

復がみられたことは，今後の逆行性射精例の不妊治

療に対して重要な示唆を与えたものと考える．そこ

で，若干の文献的考察を加えて報告する．

症　　例

　夫39歳，妻32歳で妊娠の経験はない（不妊期間

7年）．

　夫婦ともに既往歴には特記すべきことはない．昭

和61年11月，挙児を希望して当科を受診した．妻
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に対しては無排卵周期症の診断でclomiphene
citrateの投与を行なった．一方，夫は射精感はある

が無精液症であり，導尿により膀胱より精子が回収

されたため逆行性射精と診断した．順行性射精への

改善を目的としてα一adrenergic　stimulatorである

ephedrinを経口投与したが奏効せず，副作用もあり

投薬を中止した．さらに膀胱を充満させ立位で射精

させる方法も試みたが，順行性射精とはならなかっ

た．そこでAIHの適応とした．

　AIHのtiming：Mclntosh法1）により予定LH上昇

日を算出し，超音波断層法による卵胞径および尿中

LHの測定によりAIH施行日を決定した．

　精子回収：AIH予定3日前より尿のアルカリ化を

目的として重曹49／日を内服させた．AIH施行当

日は尿量の減少を目的として飲水を制限した．ネラ

トンカテーテルで導尿後，Ham’s　F1010mlを膀胱

内に注入し，用手的に射精感を自覚させた後，ふた

たびネラトンカテーテルを挿入し膀胱内容液を回収

した，その回収液に等量のHam’s　FlOを混和し100×

95分間で遠心後上清を除去し，沈渣にHam’s　F10

1mlを加えてAIHに供した．

　上記方法によって回収した精子はすべて非運動精

子であった．しかし，非運動精子が死滅精Fではな

く可逆的に運動を停止した精子ではないかとの疑い

をもって以下の検討を行なった．

　回収精子の所見：5回の精子回収による所見は精

子数1．8－－3．8×106／mI，奇形率18　一一　35％および運動

率0％であったが，それぞれの回収精子の生死をト

リパンブルー生体染色により判定すると，生存精子

の割合は68　一一　83％であった（表1）．すなわち，回

収精子の運動率は0％であったが，死滅精子ではな

いことが確認できた．

　回収精子の培養による運動能回復：そこで精子運

動能の回復をみるために，配偶者非働化血清を10％

含むHam’s　F10中（37℃，5％CO2　in　air）で回

収精子を培養した．すなわち，精子運動率は培養開

表1　5回の膀胱内回収における精子所見

検体　　　精子数　　　奇形率　運動率　生存精子＊

　　　　（xlO6／ml）　（％〉　（％）　（％）
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始時点では0％であったが，3時間後には5　一一　16％

と回復した（図1）．

　そこで，昭和63年2月21日，AIHを施行した．

この際の精液所見は，精子数2×106／ml，奇形率25

％および運動率0％であった．

　妊娠および分娩経過：3月16日超音波断層法で子

宮内に胎嚢を認め，また尿中HCG　1，000iu／1以．ヒ陽

性であり妊娠と診断した．以後，妊娠経過は順調で

あり，11月10日，妊娠39週で経膣分娩した．児は

2，8609の男児でApgar　scoreは9点であった．

考　　察

　逆行性射精は後部尿道に排出された精液が内尿道

口の閉鎖不全のため外尿道口より射出されることな

く，膀胱内へ逆流する現象である2）．したがって，内

尿道口の閉鎖不全を起こす器質的および機能的障害

により逆行性射精が発現する．器質的障害の原因と

しては，経尿道的前立腺切除術が代表的なものであ

る．機能的障害の原因としては，後腹膜リンパ節廓

清術，椎間板ヘルニアの手術および糖尿病性神経障

害などが挙げられる．

　本症の診断は射精感を伴う無精液症で，射精後，

膀胱内に精子が認められることにより確定する．

　逆行性射精の治療法としては，まず順行性射精に

なるような方法がとられる．内尿道口の閉鎖には

α一adrenergic　receptorが関与するため，薬物療法と

してα一adrenergic　stimulator，交感神経賦活剤，

COMT阻害剤およびLDOPAなどの使用が報告さ
れている．本症例はα一adrenergic　stimulatorである

運動率
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図1　精子運動能回復の時間的経過
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ephedrinを投与したが，順行性射精とはならなかっ

た．また，膀胱を充満し立位で射精すると順行性射

精になる例も報告されている3）．この方法についても

試みたが，順行性射精には至らなかった．以上の方

法で順行性射精に至らない場合はAIHの適応とされ

る．

　Hotchkiss　et　al．4）は逆行性射精例にAIHを行な

い，最初の妊娠成立例を報告した，わが国において

も同様の妊娠成功は，白石ら5）の報告以来，本症例を

含めて25例が認められている．しかしAIHによる

妊娠時の精子数および運動率が記載されている14例

についてみると，本症例のように非運動精子のみし

か回収できなかったという報告は見当たらない（表

2）．

　逆行性射精例でのAIHの問題点はいかに良好な運

動精子を回収できるかということである．Mahadevan

et　aL6｝およびMakler　et　aL7｝は尿浸透圧が尿pHよ

りも精子の運動率に影響を与えると述べている．こ

のため，本症例において尿pHに対しては重曹を経口

投与し8），また尿浸透圧については膀胱内に培養液を

注入して精子回収を試みたが運動精子は回収できな

かった．Vijayakumar　et　a1．9）は尿の精子に対する影

響を電顕的に検索し，精子中片部のミトコンドリア

の膨化および融解が特徴的所見であると述べている．

すなわち，ミトコンドリアの形態学的変化により精

子運動能の低下を起こすことが考えられる．このこ

とは少量の尿に精子がさらされても，運動能が低下

する可能性を示唆している．本症例における可逆的

表2　AIHにより妊娠した逆行性身lt精例

報告者　年度　　精∫・数（xlO6／ml）　運動率（％）

（155）　155

運動能低下は少量の尿にさらされたためと推測され

る．

　Urry　et　al．1°）は，逆行性射精例で回収された精子

のprogressive　sperm　motilityが少なくとも20　・一　30

％でないと妊娠の成立は期待できないので，運動率

がこれより低い例はAIDの適応となると論じている．

しかし，今回，一過性の運動能低下により非運動精

子のみしか回収できない逆行性射精例のあることを

経験した．したがって，非運動精子のみしか回収で

きない逆行性射精例では，死滅精子との鑑別および

運動能回復の確認をすることが治療および予後にと

って重要であると考える．

（本論文の要旨は第33回日本不妊学会において発表

した．）
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Acase　of　retrograde

ejaculation　with　the

　　recovery　of　only

the　immotile　sperms

whose　wife　conceived

　　　　　　　by　AIH

　　Masaki　Fuse，　Sumihide　Okamoto，

Tadayuki　Ishimaru　and　Tooru　Yamabe

Department　of　Obstetrics　and　Gynecol〔｝gy，

Nagasaki　University　School　of　Medicine，

　　　　　　　　Nagasaki　852，　Japan．

　　The　case　of　retrograde　ejaculation　which

recovered　only　the　immotile　sperms　conceived　by

AIH．　The　patient　was　39　years　of　age　and　infertile

for　7　years．　Although　all　of　the　recovered　sperms

were　immotile，　these　immotile　sperms　were　expect－

ed　the　transient　reduction　of　motility，　The　recovery

of　the　sperm　was　performed　in　the　following　man－

ner．　A　catheter　was　passed，　the　urine　emptied　and

lOml　of　Ham’s　F101eaved　in　the　bladder　before　the

relnoval　of　the　catheter．　Following　the　above

manner，5specimens　from　the　case　were　collected

within　5　minutes　after　self－masturbation．　These

semen　parameters　showed　sperm　concentration　1．8

－一　3．8×106／ml，　abnormal　morphology　18～35％and

motility　O％．　Furthermore，　Iive　sperm　showed　68

～ 83％by　trypan　blue　vitaI　stain．　When　the

specimens　mixed　with　10％heat・inactivated　seru血

were　incubated　for　3　hours　at　37℃，5％CO2　in　air，

the　immotile　sperm　recovered　the　rnotility　（5

～ 16％）．These　results　showed　that　most　immotile

sperm　was　not　dead　and　reduced　the　motility　tran－

siently．　It　is　important　to　discriminate　immotile

sperm　from　dead　one　and　to　assess　the　recovery　of

sperm　motility　for　the　treatment　and　the　prognosis

mretrograde　ejaculation．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年3月261［1　）
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男性不妊症における染色体異常の検討

Chromosomal　Investigation

　in　Male　Infertile　Cases

　　　　　　札幌医科大学泌尿器科学教室く主任：熊本悦明教授）

立木仁熊本悦明斉藤誠一Hitoshi　TACHIKI　Yoshiaki　KUMAMOTO　　Seiichi　SAITO

　　　　　　宮尾則臣　丸田　浩
　　　　　　Noriomi　MIYAO　　　Hiroshi　MARUTA

Department　of　Urology，　Sapporo　Medical　College，

　　　　　　　SapPoro　O60，　Japan

　　　　（Director；Prof．　Y．　Kumamoto）

　不妊を主訴に当科を受診した874例に対し染色体分析を施行し，31例（3．5％）に性染色体異常を，

7例（0．8％）に常染色体異常を，26例（3．0％）に正常変異を認めた．これは他の文献的報告と比較

して，ほぼ同程度の頻度であった．常染色体転座は7例に認めた．このうち精子数40×106／ml以上の

ものは皆無であり，睾丸組織を検討し得た4例では，程度の差こそあれ全例に精子形成障害を認めた．

したがって，常染色体転座は男性不妊症の原因として重要であると考えられた．正常変異のうち，9

番染色体の腕間逆位は14例に認めた．このうち12例が精子数40×106／ml以上であり，9番染色体の

腕問逆位が造精障害の原因となっている可能性は否定的であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn，　J．　Fertil．　Steril．，36（1），157－164，1991）

緒　　言

　染色体異常は男性不妊症の原因のひとつとして重

要な位置を占めている．

　染色体異常は大きく分類すると性染色体異常，常

染色体異常の2つに分けられるが，特定の遺伝的発

現には関与しないとされる正常変異という核型も存

在する1・2）．

　性染色体異常はKlinefelter症候群に代表されるよ

うに，一般に高度な睾丸障害を来す．一方，常染色

体異常は近年，染色体分析が盛んに行われるように

なってきたのに伴い，男性不妊の原因となっている

可能性の高い症例が多数報告され，注目を集めるよ

うになった．

　また，正常変異と呼ばれる核型については，睾丸

の造精能に影響を及ぼすか否か議論のあるところで

ある31．

　そこで今回我々は，男性不妊症患者において見ら

れる染色体異常についてまとめるとともに，その精

液所見および組織学的特徴について検討したので報

告する．

対象および方法

　対象は1980年1月より1989年8月までの間に，

不妊を主訴に当科を受診した外来患者874例である．

染色体同定は，末梢血リンパ球培養法を用い，エス

アールエルで行った．

結　　果

1）男性不妊症における染色体異常の頻度（Table　1）

　874例中64例（7．3％）に染色体異常または正常

変異を認めた．精子濃度によって4群に分けると，

azoospermiaで153例中32例（20．9％），精子数

20×106／ml未満のoligozoospermiaで206例中14
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例（6．8％），20×106／m1以上40×106／ml未満で128

例中5例（3．9％），40×106／ml以上のnormal群で

は，387例中13例（3．4％）であり，精子濃度が低

い群ほど染色体異常が高頻度に出現するという結果

であった

2）性染色体異常（Table　2）

　性染色体異常は31例（3，5％）に認め，このうち

26例はazoospermiaであった．残る5例のうち4例

は精子数20×106／ml未満の01igozoospermiaであ

った．精子数20×106／ml以上の1例はY染色体の腕

間逆位であり遺伝子の過剰欠失はなかった．

　47，XXYのKlinefelter症候群は31例中21例
（67．7％）と性染色体異常の大半を占め，全例が

azoospermiaであった．その睾丸組織は，　hyaliniza－

tionないしSertoli　cell　only　tubulesの所見であり，

著しい睾丸組織障害を認めた．

　46XXは2例で，いずれもKlinefelter症候群と同

日不妊会誌36巻1号

様の著しい睾丸組織障害を示していた．

　そのほか46X　dicentric　Yを1例，47，　XYY

を2例，mosaicを3例に認めた．

3）常染色体異常（Table　3）

　常染色体異常は7例（0．8％）に認め，2例が

azoospermia，4例が精子数20×106／ml未満のolig－

ozoospermiaであった．残る1例も精子数40×106／

ml未満であり，精子数40×106／ml以上の症例はなか

った．

　常染色体異常の7例は全て常染色体転座であり，

全く同じ核型のものは認めなかった．7例中5例が

相互転座（reciprocal　translocation）であり，残る

2例がRobertson型転座（Robertsonian　transloca－

tion）であった．相互転座の1例で1番染色体の腕問

逆位を伴っていたがこれは正常変異であった．

　7例中4例で睾丸組織を検討したが，Sertoli　celI

only　tubulesがほとんどのものから，spermatidをみ

Table　l．男性不妊を訴える症例における染色体棄常の頻度

　　　　　　　　l
Sperm　count

No．　of

case

　　Sex
chromosomal
abnormality

AutosomaI
abnormality

Normal
variants

Total

Azoospermia 153 26（17．0％） 2（1．3％） 4（2．6％） 32（20．9％）

20×106／mI 206 4（1．9％） 4（1．9％） 6（3．0％） 14（6．8％）

40×106～20×106／ml 128 0 1（0、8％） 4（3．1％） 5（3．9％）

40×106／ml≦ 387 1（0．3％） 0 12（3．196） 13（3．4％）

Total 874 31（3．5％） 7（0．8％） 26（3．0％） 64（7．3％）

〈札幌医科大学泌尿器科，1980．1－－1989．8）

Table　2，性染色体異常の核型と睾丸組織所見

Karyotype
No．　of

cases
Hyalinization

Sertoli

tubules Severe　hypo not　examine

Azoospermia

47，XXY 21 2 5 14

46，XX 2 1 1

47，XYY 1 1

46，x，　dic（Y） 1 1

46，X＋mar／45，　X 1 1

20×106／ml

47，XYY 1 1

46，XY／45，　X／47，　XXY 2 2

46，XY／45，　X 1 1

20×106／ml～40×106／ml

46X，　inv（Yp＋q⇒ 1 1

（hypo＝hypospermatogenesis）
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とめるものまで，睾丸組織障害の程度はさまざまで

あった．

4）正常変異（Table　4）

　正常変異は26例（3．0％）に認めた．精子数で分

けるとazoospermiaが4例，精子数20×106／ml未満

のoligozoospermiaが6例，精子数20×106／ml以上

40×106／ml未満が4例であり，精子数40×106／ml以

上の症例は12例であった．これらの症例の核型もさ

まざまであったが，腕間逆位が16例と最も多く，第

二次狭窄あるいは非染色部の延長が5例，付随体を

認めるものが3例，断片を認めるもの，標識染色体

を伴うものがそれぞれ1例であった．

　正常変異26例のうち，9番染色体の腕間逆位が14

例（53．8％）と高頻度に認められ，精子数40×106／

ml以上の症例は12例すべてがこの核型であった．

　正常変異症例のうち睾丸組織を検討したものは9

例で，このうち8例がmild　hypospermatogenesisで

あり，睾丸組織障害は比較的軽度であった．

Table　3．常染色体異常の核型と睾丸組織所見

Karyotype No．　of　cases Histological　classification

Azoospermia

46，XY，　t（1；4） 1 Sertoli　tubules＞severe　hypo

46，XY，　inv（lp＋q⇒，　t（2；3） 1 mild　hypo＞moderate　hypo

20xlO6／ml＞

46，XY，　t（6p－；18p＋） 1 not　examined

45，XY，　t（21q；22q） 1 mild　hypo

46，XY，　t（1q－；13p＋） 1 mild　hypo＞moderate　hypo

46，XY，　t（6q＋；7q『） 1 rlot　examined

2G×106～40　x　106／ml

45，XY，　t（13q；14q） 1 not　examined

（hypo＝hypospermatogenesis）

Table　4．正常変異の核型と睾丸組織所見

Karyotype No，　of　cases Histological　classification

Azoospermia

46，XY，　inv（1p＋q⇒ 1 severe　hypo

46，XY，　inv（9p＋q－） 1 mild　hypo

46，XY，22ps＋ 1 not　examined

46，XY，14pss 1 mild　hypo

20×106／ml

46，XY，　inv（9P＋q－） 1 mild　hypo

46，XY／46，　XY，　Fra（17） 1 not　examined

46，XY，17ph＋ 2 not　examined

46，XY，1qh＋ 1 not　examined

47，XY，＋mar 1 mild　hypo

20×106～40×106／ml

46，XY，　inv（16p＋q一） 1 mild　hypo

46，XY，9qh＋ 1 mild　hypo

46，XY，13pss 1 mild　hypo

46，XY，10qh＋ 1 mild　hypo

40×106／m1≦

46，XY，　inv（9p＋qっ 12 not　examined

（hypo；hypospermatogenesis）
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考　　察

1）染色体異常の出現頻度

男性不妊症における染色体異常の検討

　不妊を主訴に受診した外来患者について，原則と

して全例に染色体検査を施行し，874例中64例（7．3

％）に染色体異常および正常変異を認めた（Table　l）

　対象症例を精子濃度によって4群に分けると，精

子濃度が低い群ほど染色体異常が高い頻度でみられ

るという結果であった．ことに，azoospermiaでは

153例中32例（20。9％）と，5人に1人が染色体異

常を有するという結果であった．

　男性不妊を訴えて受診した症例の染色体異常出現

頻度については現在までにTable　5のような報告が

ある4～7）．これらの報告をまとめると，性染色体異常

は4．2％，常染色体異常は1．2％，合計5．3％に染

色体異常を認めるという結果であった．なお，これ

らの報告では正常変異については言及していない．

今回の我々の結果は性染色体異常3．5％，常染色体

異常0．8％，計4．3％であり，やや低い頻度であっ

たが，男性不妊を訴え受診する症例の4－一　5％に染

色体異常が存在するものと考えられた．

　さらに，男性不妊を訴え受診した症例の染色体異

常頻度を一般集団の染色体異常発生率と考えられる

日不妊会誌　36巻1号

新生児の頻度と比較した（Table　6）8～11｝．その結果，

一般集団に比べて不妊を訴え受診した症例では染色

体異常で約15倍，常染色体異常で約2倍高いという

結果であった．

2）性染色体異常

　男性不妊症の染色体異常の中で，Klinefelter症候

群は頻度の高い染色体異常であり，我々の検討では

21例（67．7％）に認めた．

　Klinefelter症候群の睾丸組織は，精細管壁の肥

厚・硝子化および精細管内細胞の減少・消失が特徴

である．Fig．1は当科における思春期前後の

　　　　　　　　　　　　　・Klinefelter’s　syndrome

Thickness　of　tubular　wall　　　　　（n＝45）

（μm）

30

20

10

0

・．’
：；’1…：：1…i

　：．：
．．2°

5　　　　10　　　　15　　　20　　　　25

Age
30　（y．o．）

Fig．1　クラインフェルター症候群における思春期前後で

　　　の精細管壁の厚さの変化

Table　5．男性不妊を訴える症例における染色体異常の頻度～文献報告例との比較一v

Reporter
No．　of

cases

Sex　chromosomal
　abnormalities

Autosomal
abnormalities

Total

Kjessler　　　　（1974）

Koulischer　　（1975）

Chandley　　　　　（1979）

Tiepolo　　　　（1981）

1，363

1，000

2，372

2，247

70（7．2％）

27（2．7％）

33（1．4％）

163（7．2％）

20（1．5％）

6（0．6％）

18（0．7％）

37（1．6％）

90（6．6％）

33（3．3％）

51（2．1％）

200（8．9％）

Total 6，982 293（4．2％） 81（1．2％） 374（5．3％）

Present　survey（1989） 874 31（3．5％） 7（0．8％） 38（4．3％）

Table　6．新生児における染色体異常の頻度～文献報告例の検討～

Reporter
No．　of

cases

　　Sex
chromosomal
abnormalities

Autosomal
abnormalities Normal　variants Total

Bochkow　（1974）

Hamerton（1975）

Nielsen　（1975）

2，500

13，939

11，148

8（0．3％）

20（0．1％）

29（0．3％）

ll（0．4％）

46（0．2％）

65（0．6％）

38（1．5％）

215（1．5％）

187（1．7％）

57（2．3％）

281（2．0％）

281（2．5％）

TotaI 27，567 57（0．2％） 122（0．4％）
幽

440q．6％） 619（2．3％）

Lo．6％一一一一」

UNSCEAR＊（1980）　833，000 1，890（0　2％） 3，269（0　4％） unknown ？

　　　　　　　　　　　⊥0．6％一一一」

＊United　Nation　Scientific　Committie　of　Effect　of　Atomic　Radiation
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　　　　　　　　　　゜Klinefelter’s　syndrome
Spermatogonia　count　　　　（n＝45）
（per　tubule）

　　　　　◇コnOrmal　range

　　　　　　　（Kleinteich　1979）

：’° ……1

5　　　10　　15　　20　　 25　　30（y．o）

　　　　　　Age

Fig．2　Klinefelter症候群における思春期前後での精祖

　　　細胞数の変化

Klinefelter症候群45例の，精細管壁の厚さを検討

したものであるが，思春期を境に急激な壁の厚さの

増大がみられた．これは，思春期のgonadotropin分

泌上昇と一致しており，このことが急激な睾丸組織

変化に関与しているものと考えられる．一方，精祖

細胞の数はFig．2．に示すごとく，思春期前より著明

に減少ないし消失していた．

　このようにKlinefelter症候群の特徴的な睾丸組織

所見は，精細管壁の肥厚・硝子化が思春期を境に明

らかになるが，精祖細胞の発生障害は潜在的に存在

しているものと考えられる12｝．

3）常染色体異常

　常染色体異常は，数の異常と構造異常の2つに大

きく分けることができる1）．

　このうち数の異常にはtrisomyやmonosomyとい

ったものがあるが，このような染色体異常は重篤な

表現型の異常をもたらし，生殖年齢まで生きること

がまれであるため，臨床的にその妊孕能が問題とな

ることはない12）．

　構造異常には転座，逆位，環状染色体など多くの

種類がある．このうち最も高頻度に認められるのは

転座である．今回の検討でも常染色体異常の7例全

例が転座であった．

　常染色体転座は均衡型転座と不均衡型転座に分け

られ，不均衡型転座は遺伝子の損失があるため多く

の場合流産となり産まれても重篤な表現型の異常を

伴う13｝．これに対し均衡型転座は遺伝子の損失はない

ので表現型は正常である．ただし親が均衡型転座の

場合胎児が同じ核型の均衡型転座，もしくは不均衡

型転座となることがある．

　均衡型転座には，相互転座とRobertson型転座の

2つがある，新生児集団における両者の頻度はほぼ

0ユ％と同じである．

A

B

1　2 34　567　89
e■Doq■■D　（：：：＝：X（＝⊃

1234　56789
↓

　12　765　43　89
●■■9訓〔＝＝⊃■■Dこ⊂：⊃
■■9d■■9⊂：：：⊃【て：：⊃

　12　34　567　89

Al一

Fig．3　常染色体転座の模式図（文献1より引用）

　　　A：相互転座
　　　B：ロバートソン型転座

　相互転座は2個の染色体で部分的な取り換えが起

こり，その結果2個の新しい染色体が形成されたも

のである．

　一方，Robertson型転座は2個の非相同な端部動

原体型染色体において，それぞれ先端部（短腕部）

が切断されて失われ，動原体同士で融合して新しい

1個の染色体が形成されたものである（Fig．3）．端

部動原体型染色体とはD群およびG群染色体，すな

わち13，14，15，21，22番染色体を指す．これらの

染色体の先端部（短腕部）は遺伝的な活性を持たな

いと考えられており，このため先端部（短腕部）が

失われても表現型は正常となる．

　常染色体転座が精子形成に障害をきたす機序とし

て，従来は次のように考えられていた．すなわち，

常染色体転座では減数分裂の過程で核学的に均衡な

配偶子を持つ精子細胞と，不均衡な配偶子を持つ精

子細胞とができるが，このうち不均衡な配偶子をも

つものは正常な精子に成熟することができないとい

うものである．

　しかし，近年は次のように考えられている．すな

わち常染色体転座では，第一減数分裂に際し正常で

はみられない多価染色体の形成が認められる．これ

は相互転座の場合4倍体であり，Robertson型転座
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の場合3倍体である．多価染色体は，減数分裂染色

体分析を行うと，形態学的にring　typeとchain　type

に分けられるが，ことにchain　typeの多価染色体は

異常な分離を起こしやすく，その後の精子形成が障

害される原因となっているというものである14〕．事実，

常染色体転座の睾丸組織においては，primary　sper－

matocyteでのarrestを認める頻度が高いとされてお

り，前述の仮説を裏付けるものである．

　しかし，我々が経験した7例の常染色体転座のう

ち，4例で睾丸組織を検討し得たが，arrestの症例

はなく，Sertoli　cell　only　tubulesがほとんどのもの

から，spermatidをみとめるものまで，睾丸組織障害

の程度はさまざまであった．

　特定の常染色体上に精子形成に関与する遺伝子が

あり，転座に伴い微細な欠失が起こり精子形成障害

が発症するという可能性も考えられる．そこで，ど

の常染色体に関係した転座か多いかを現在までの報

告例について検討したが，特定の常染色体に関係し

日不妊会誌36巻1号

た転座が多いという結果は得られなかった（Table　7）

15）－32）．

　以上より，常染色体転座による造精障害は，

①特定の染色体の転座によるものとは考えにくいこ
と．

②減数分裂の障害が存在する可能性が高いが，必ず

しもすべての症例であてはまるわけではない．

　とまとめることができた．常染色体転座による造

精障害の本態は依然として不明であり，今後の検討

が必要である．

4）正常変異

　正常変異とはいわば正常変異の個人差といったも

のであり，表現型には影響を及ぼさないものである．

Chromosome　polymorphismとも呼ばれる．

　11三常変異にはC一バンドの長さの変異や，付随体

の大きさの変異など染色体の特定部位の微細な変化

のほかに，1，9，16番正常変異の腕間逆位も含ま
れる2｝．

Tab且e　7．男性不妊症における常染色体転座～文献報告例とその核型～

Reciproca】translocations

46，XY，　t（9；22）

46，XY，　t（9；22）

46，XY，　t（9；14）

46，XY，　t（5；6）

46，XY，　t（1；18）

46，XY，　t（10；13）

46，XY，　t（1；21）

46，XY，　t（9；11）

46，XY，　t（2；11）

46，XY，　t（8；15）

46，XY，　t（13；18）

46，XY，　t（1；3）

46，XY，　t（11；12）

46，XY，　t（6；9）

46，XY，　t（9；21）

Chandley（1972）

Chandley（1976）

　　　〃
〃

　　　　〃

　Laulent（1977）

Loludice（1977）

San　Roman（1979）

　　　　〃

　Leonard（1979）

　Blattner（1980）

Marmor（1980）

　　　　〃

〃

〃

46，XY，　t（2；4）

46，XY，　t（1；3）

46，XY，　t（6；10）

46，xy，　t（2；10）

46，XY，　t（6；12）

46，XY，　t（2；13）

46，XY，　t（14；21）

46，XY，　t（1；19）

46，XY，　t（3；16）

46，XY，　t（1；4）

46，XY，　t（2；3）

46，XY，　t（6；18）

46，xy，　t（1；13）

46，XY，　t（6；7）

Abyholm（1981）

　Micic（1981）

　Micic（1984）

　Faed（1982）

Abramsson（1982）

Lyberatou（1983）

Matsuda（1986）

〃

　　　〃

Present　study

　　　〃

〃

〃

〃

Robertsonlan　translocations

45，XY，　t（／3；15）

45，XY，　t（13；14）

45，XY，　t（14；22）

45，XY，　t（13；15）

45，XY，　t（13；14）

45，XY，　t（13；14）

45，XY，　t（13；21）

45，XY，　t（13；14）

45，XY，　t（13；14）

Kjessler（1964）

Plymate（1976）

Marmor（1980）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

45，XY，　t（13；14）

45，xy，　t（13；14）

45，XY，　t（13；14）

45，XY，　t（14；15）

45，XY，　t（13；14）

45，XY，　t（13；15）

45，XY，　t（21；22）

45，XY，　t（13；14）

Abyholm（1981）

　　　　〃

Abramsson（1982）

　　　　〃

　Faed（1982）

　Hori（1987）

　Present　study

　　　　〃
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　男性不妊と正常変異との関連について述べた報告

は極めて少ないが，　Giraldoら33）は正常変異とされる

1番染色体の腕間逆位をもった不妊症の3兄弟例を

報告し，腕間逆位と造精障害との関連性を示唆して

いる．腕間逆位では減数分裂の際に置換部とそれに

相同な正常部との間で交叉が起こり，組換え染色体

と呼ばれる構造異常が新たに生じることがある．こ

れが造精障害の原因となっているという可能性は考

えられる．しかし我々の検討では腕間逆位による正

常変異例は16例に認め，このうち14例は9番染色

体の腕間逆位であり，14例中12例は精子数40×106／

ml以上であった．したがって，正常変異を9番染色

体の腕間逆位とそれ以外とに分けて考えると，後者

にっいてはさまざまな核型が含まれており個々の症

例数も少なく造精障害との関連の有無を明らかにす

ることはできないが，少なくとも前者については造

精障害の関連性はないものと考えられた．
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Chromosomal　investigation

　　in　male　infertile　cases

Hitoshi　Tachiki，　Yoshiaki　Kumamoto，

　　　Seiichi　Saito，　Noriomi　Miyao，

　　　　　　　and　Hiroshi　Maruta

from　the　Department　of　Urology，

　　　SapPoro　Medica】College，

　　　　　SapPoro　O60，　Japan

（Director：Prof．　Y．　Kumamoto）

　　Chromosomal　analyses　in　874　Patients　visited　at

infertility　clinic　revealed　that　31　patients　（3．5％）

had　sex　chromosomal　abnormalities，7patients（0．

8％）autosomal　abnormalities，　and　26　patients　nor－

mal　variants．　In　7　patients　with　autosomal　abnor．

malities，　all　of　them　had　sperm　counts　less　than　40

million　per　ml　and　various　spermatogenic　faliures

were　observed　ill　4　patients　histologically．　Ther－

efQre，　autosomal　abnormalities　may　important

causes　of　rnale　infertility．　In　26　patients　with　nor－

ma】variants，　pericentric　inversions　of　chromosome

gwere　observed　in　l4　patients　and　120f　the　l4　had

sperm　counts　of　more　than　40　million　per　ml．

Therefore，　Pericentric　inversions　may　not　be　a

definite　factor　of　spermatogenic　failure．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年3月30日）
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　男性不妊症において，外陰部皮膚androgen　receptor（AR）をiRil定し，　androgen不応症との関係

を検討した．ARは，　ligandとして3H－R1881を用いて，　tissue　homogenateよりcytosol　fraction，　nuclear

fractionを作成してDCC法にて測定した．

　外陰部皮膚ARのBmaxは，　azoospermia，01igozoospermiaとも同レベルで，精子濃度による差

を認めなかった．特発性不妊症83例のうち，Bmax低値群は8例あり，　Plasma　LHはBmax低値群

が正常群に比し高い傾向を示したが，Plasma　T，　FSH，　TxLHに有意差を認めなかった．　Androgen

insensitivity　index（TxLH）高値群のBmaxも正常群と差がなかった．また，精細管内testosterone，

5一αdihydrotestosterone濃度と，外陰部皮膚ARとの関連性は認めなかった．

　以上より，特発性男性不妊症におけるandrogen不応症を検討するためには，精細管内ARの測定が

必要であることが示唆された．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，36（1），165　171，1991）

緒　　言

　男性不妊症の一部に，　androgen　insensitivityによ

る不妊症の存在することが報告されている．これは，

表現型は正常男性であるが，cultured　genital　skin

fibroblastを用いて測定したandrogen　receptor

（AR）の最大結合部位数（Bmax）が正常群に比し低

値であるものが存在すること，さらにそれらBmax

低値群のandrogen　insensitivity　index，即ち

plasma　testosterone（T＞xLHが高値を示すことが

報告されている1～2｝．しかし正常な発育を遂げている

外陰部皮膚が，果たして精巣内のAR　Ievel異常の指

標と成り得るか否かは疑問である．我々は，既に外

陰部皮膚のtissue　homogenateを用いて年齢による

ARの変化および性分化異常におけるBmax低値群

の報告を行ってきた3～4｝．今回，我々は特発性男性不

妊症患者に対してtissue　homogenize法にて外陰部

皮膚ARを測定し，末梢血中T，　LH，　FSHおよび

TxLHとの関連性について検討した．また，同時に

精巣生検にて得られた組織より精細管内androgen濃

度を測定し，両者の関連性についても検討を加えた

ので報告する．
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対象並びに方法

　対象は1986年4月から1987年7月までに当科不
妊外来を受診した特発性無精子症27例，4×107／ml

未満の特発性乏精子症56例（精子濃度1×106／ml

未満の高度乏精子症9例，1×106以上4×IO7／m1

未満47例），精索静脈瘤9例，精管異常9例，精管

結紮3例，精管欠損6例である．外陰部皮膚ARの

コントロール群としては同時期におこなった子供を

有する正常成人男子包皮28例を用いた．外陰部皮膚

ARの測定は，3H・R1881をligandとし，既に報告し

た細胞分画法にてcytosol　fraction，　crude　nuclear

fractionを調整し3、4｝，　DCCを用いたexchange

assayにてspecific　bindingを求め，　Scatchard　plot

analyais「J｝にて解離定数（Kd），最大結合部位数

（Bmax）を蛋白濃度で補正し求めた．　cytosol　Bmax

（CBmax）とnuclear　Bmax（N　Bmax）を加えた

ものをtotal　Bmax（T　Bmax）とした．また精巣生

検により得られた組織の一部より，穂坂らの報告し

たcollagenase法6）にて精細管を分離し，精細管内T，

5一αdihydrotestosterone（DHT）をRIA法にて測定

した7）．血中LH，　FSH，　Tの測定は二抗体法による

RIAキットにより測定した．測定データの有意差検

定はt・testにより行った．

成　　績

1）各グループにおけるCBmax，　N　Bmax及びT

Bmax値（Table　l）

　正常成人男性のTBmaxは13，6～47．09（28．34±

8．11，mean±S．D．）fmo1／mg　protein（P）であり，

TBmaxのcut－off値を13．6fmol／mgp’とした．精

索静脈瘤9例のTBmaxは34．59±9、57fmol／

mgp，精管異常9例のT　Bmaxは25．54±6．32
fmol／mgpで，全例13．6fmol／mgp以上であった．

精子濃度1×106未満の高度乏精子症9例のT
Bmaxは26．28±6．50　fmol／mgpでARが13．6
fmol／mgp未満の低値のものは認めなかった．また精

子濃度1×106／m1以上4×107／m1未満の特発性乏

精子症47例では，TBmaxは25．56±10．89　fmo1／

mgpで正常群と有意差は認めなかったが，13．6fmol／

mgp未満のBmax低値のものが4例認められた．特

発性無精子症29例のTBmaxは25．32±10．06
fmol／lngpでcontrol群とは有意差がなかったが，低

値例を4例認めた．なおcytosol　frtactoinのKdは

control群0．56±0．28，　01igo群0．57±O．25，　azoo

群0．59±0，23nM，またnuclear　fractionのKdは

control群0．35±0．17，01igo群0．32±O．14，　azoo

群0．30±0．10nMといずれも各群間に有意差を認め

T・bl・1・Bma・・f　the　cyt…1・　n・・1…a・d　t・t・1（・yt…1＋・・cl・a・）f・a・ti・n・in　v。，i。u，　g，。up

N
Bmax（fmol／mg　P）

cytosol nuclear total

Control

Varicocele

Vas　disorder

Idiopathic

oligo　high　grade

low　grade

Azoospermia

28

9

9

9

47

27

9．29±4．89

11．87±5．04

9．28±4．16

6．81±2．11

7．62±4．53

9．13±5．14

19．00±7．01

22．71±6．43

16．26±3．49

19．47±5．30

17．93±8．46

16．19±7．06

28．34±　8．ll

34．59±　 9．57

25．54±　 6．32

26．28±　6．50

25．56±10．89

25．32±10．06

・lig・high　g・ad・・＜1×106／m1，・lig・1・w　g・ad・・1×10・／ml≦，4×10・／ml＞

Tabl・2・T，　LH，　FSH　and・T・LH　1・v・1・（mean±S．D．）i・th・1・w　and　th・n・・m。I　Bm。x．9r。up

Bmax T（ng／ml） LH（mlU／L） FSH（mIU／L） TxLH
low　group　　　n＝8

（＜13．6fmol／mg　p） 4．38±2。14 29．90±　 8．77　一 18．4／±11．29 115．15±52．27

normal　group　n＝72

（≧13．6fmol／mg　p） 4．63±1．74

　　　　　　　　　
21．72±10．08」

23．02±16．37 106．20±66．9

＊p＜0．05
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なかった．またCBmax，　N　Bmaxも各群間に有意

差を認めなかった．

2）特発性男性不妊症TBmax低値群とTBmax
．正常群における末梢血中T，LH，　FSH，及びTxLH

値の比較（Table　2，3＞

　外陰部皮膚TBmax低値群8例の末梢血中Tは
4．38±2．14ng／m1，　LHは29．9±8．77　m1U／ml，

FSHは18．41±1129　mlU／mlであり，一方，　Bmax

正常群72例のTは4．63±1．74　ng／ml，　LH　21．72±

10．08m1U／ml，　FSHは23．02±16．37　mlU／m1であ

り，LHがBmax低値群で高い傾向を認めるのみで，

他はいずれも両群間に有意差を認めなかった．また，

いわゆるandrogen　insensitivity　index（TxLH）に

ついても，TBmax低値群は115．15±52．27正常群

106．20±66．92で有意差を認めなかった．なお，Bmax

低値群の一覧をTable　3に示したが，　LHが上昇傾

向を認める以外，一定の傾向はみられなかった．

3＞特発性男性不妊症TBmax低値群とTBmax
正常群における精細管内T，DHT濃度の比較（Table
4）

　T　Bmax低値群の精細管内Tは174．10±161．40
ng／g．t．w．，　DHTは13．28±11．60　ng／g．t．w．，　IE常群

の精細管内Tは184．5±166．4　ng／g．t．w．，　DHTは

13．69±13．72ng／g．t．w．と2群問に有意差はなく，両
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者とも外陰部皮膚ARとの関連性は認められなかっ
た，

4）Androgen　insensitivity　index（TxLH）高値

群と正常群におけるAR〈T　Bmax）の比較（Fig．1）

　Androgen　insensitivity　index（TxLH）が高値，

即ち200以上を示すものはazoospermia群に2例，

01igozooapermia群に3例の計5例認められた．

TxLH高値群のTBmaxは23．26±6．77　fmol／mg．

p．，正常群のTBmaxは2321±7．02　fmol／mg．p．で

あり，両群間に有意弟を認めなかった．なお，高値

群5例の精巣生検におけるJohnsen’s　score　count

（JSC＞は各々2．0，2．O，8．7，7．6，8．7と一定の傾

向は認めなかった．

5）精細管内T，DHT濃度と外陰部皮膚AR（T
Bmax＞の関係（Fig．2，3）

　精細管内T濃度とARの関連性をみるために精細

管内Tが100ng／g．t。w．を基準にそれ以上の群と未満

の群に分けた．100ng／g．t．w．以L．一の群は47例あり，

これらのTBmaxは25．87±9」9fmol／mgpであっ

た．一方，精細管内Tが100　ng／g．t．w．未満の群は36

例あり，これらのTBmaxは25．14±11．91fmol／

mgpであり，両群間に有意差を認めなかった．また

精細管内DHTは10　ng／g．t．w．を基準にすると，それ

以hの群は37例あり，これらのTBmaxは24．78±

Table　3．　Summary　of　the　Low　Bmax　Group

No．　Age
Sperm
density

JSC
Plaslna

T LH FSH TxLH
TBmax

1

2

3

4

5

6

7

8

29

30

36

38

27

29

31

28

　0

　0

　0

470

970

380

　0

180

6．4

8．0

2．2

8。4

8．4

9，3

2．0

8．7

2．7

1．5

4．2

6．1

4。7

5．0

2．0

8。7

31．5

40．4

22．8

28．9

18．3

39．4

38．0

20．3

24．9

32．0

26．8

24．3

5．5

14．4

32．7

4．4

85．1

60．0

95．7

176．2

86．0

197．O

l44．0

77．1

8．21

6．50

8．23

10．11

6，01

7．79

7．17

7。11

Sperm　density；×104／ml，　T：ng／ml，　LH：mlU／ml，　FSH：mlU／ml，　T　Bmax：fmol／mg　p

Table　4．　Intratubular　T　and　DHT　levels　in　the　low　arld　normal　Bmax　group

N
Intratubular　T
（ng／g。t．W．）

Intratubular　DHT
　　（ng／9．t．W．）

Low　Bmax　Group

（〈13．6fmol／mg　p） 8 174．1±161．4 13．28±11．60

Normal　Bmax　Group

（≧13．6fmo1／mg　p） 72 184．5±166．4 13．69±13．69
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9．38fm〔〕1／mgpで，精細管内DHTが10　ng／g．t．w．未

満のものは46例あり，これらのTBmaxは26．17±

11．22fmol／mgpと，これも両群間に有意差を認めな

かった．

考 察

　男性ホルモン作用は，末梢血中のandrogenが標的

臓器の細胞内レセプター蛋白に結合し，　androgenの

結合したレセプターは活性化されDNAに対する親和

性を得，遺伝子に作用して各臓器特有の蛋白合成を

誘導することにより発現される，これらの段階のい

日不妊会誌　36巻1号

ずれかに異常がある場合にandrogen不応症となり，

その程度により完全型精巣性女性化症から，種々の

程度の男性化徴候の認められる不全型，外見上は男

性型であるReifenstein症候群，無精子症あるいは乏

精子症のみ認められる男性不妊症まで広いバリエー

ションがあるといわれている1・2・8’“’1°）．これらのことは，

外陰部皮膚を対象としたARの量的，質的異常を検

討することにより証明されており，者者らも外陰部

皮膚のtissue　homogenate3・4｝及びcultured　genital

skin　fibroblastを用いて’2｝，性分化異常における外

陰部皮膚ARを検討してきた，表現型が正常の男性
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型を呈する無精子症，乏精子症の患者の中に，an－

drogen不応症の存在することを最初に報告したのは

Aiman1｝らであり，その後症例を追加して，特発性男

子不妊症の40％異常にAR低値例が存在することを

報告している2｝．しかしBouchardら13｝は乏精子症患

者において，TxLHが高値であるにもかかわらず，

外陰部皮膚ARは正常であったと報告し，Eilら14｝も

外陰部皮膚ARはwhole　cell，　nucleiともcontrolと

差がなかったと報告している．またMorrowら15）の

報告でも一定の報告を認めず，外陰部皮膚ARと男

性不妊症の関係は一致した見解を得ていないのが現

況である．

　今回著者らは，男性不妊症において外陰部皮膚AR

をtissue　homogenize法にて測定した．　control群の

TBmaxは28．34±8．11fmo1／mgpであり，前回の報

告3・4），梅原ら16｝，Fichmanら17）の報告と一致してい

る．精索静脈瘤群および精管欠損，精管結紮術後を

含む精管異常群は全例control群と差がなかった．さ

らに，特発性乏精子症，特発性無精子症においても

control群と有意差を認めなかった．しかし無精子症

の4例，精子濃度1．8×106～9．7×IO6／mlの乏精子

症の4例がcut－off値より低値を示した．

　TBmax低値群と正常群の各種パラメーターを比

較してみると，JSC，末梢血中T，　FSH，及びTxLH

に有意差は認めず，LHのみTBmax低値群が高い
傾向を認め，Morrwら15）の報告に一一致するものであ

った．一般に，androgen不応症の場合，間脳．下垂

体レベルでフィードバック機構が1分に働かないた

めにandrogen　insensitivity　index（TxLH）が高値

（ユ69）　169

を示すと言われている．Aimanらは最初の報告で，

AR低値群の不妊症においては，2／3の症例におい

てTxLHが200を越える高値を示したと報告した1）

が，その後の検討で必ずしも高値を示す訳ではない

と述べている2）．著者らの結果でも外陰部皮膚total

Bmaxが低値の群ではplasma　Tは6．26±2．7　ng／

m1と正常範囲でありLHは29．90±8．77　mIU／mlと

Bmax　d’1常群23．72±12　．　08　mlU／mlに比し高い傾

向を認めるものの両群間にに有意差はなく，また

TxLHが200を越えるものは1例もなかった，逆に

TxLHが200以上の群5例とそれ未満の群78例の間

でもBmaxに差は認められなかった，ゆえに，外陰

部皮膚AR低値群では視床下部，下垂体レベルでの

何らかの異常の存在が示唆されるものの精巣機能と

は直接関連性を認めないものと思われる，一方，造

精の行われる精巣とくに精細管に関しては，ラット

における検討でSertoli細胞にARが存在すること18），

さらにはandrogenの投与によって核内のAR濃度が

増加し，造精過程の第9－12，および13－1期が刺

激されることが知られている19）．またandrogenの精

細管内ARに対する役割としては，　Sertoli細胞に存

在するARの維持作用といわれている2°）。この造精

の場である精細管内ARレベルを外陰部皮膚ARが

代用可能であるか否かは問題がある．そこで外陰部

皮膚と精細管との関連性を検討するために，精細管

内T，DHTの高いグループと低いグループに分けて，

外陰部皮膚ARのCBmax，　N　Bmax，　T　Bmaxを

それぞれ比較検討した．しかし，いずれも有意差を

認めず，外陰部皮膚ARは精細管内androgenレベル
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と関連性を認めなかった．

　　これらのことより，特発性男性不妊症における

androgen不応症の検討’のためには，精細管内ARの

測定が必要であることが示唆された．

結 語

　　男性不妊症患者に対して外陰部皮膚ARを測定し．

以下の結果を得た．

1）精子濃度による外陰部．皮膚ARのBmaxに差は

認めなかった．

2）plasma　LHは，外陰部皮膚AR低値群が正常群

に比し，高い傾向を示したが，　plasma　T，　FSH，　TxLH

は有意差を認めなかった．

3）Androgen　insensitivity　index（TxLH）高値群

と低値群の間で，外陰部ARのBmaxに有意差を認
めなかった．

4）外陰部皮膚ARレベルと精細管内androgen濃度

との間には関連性を認めなかった．

5）男性不妊症におけるandrogen不応症の証明には，

精細管内ARの測定が必要であることが示唆された．

　本論文で要旨は第31回日本不妊学会総会において

発表した．
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　　The　androgen　receptor（AR）contents　of　genital

skin　were　rneasured　in　83　patients　with　idiopathic

male　infertility，9with　varicocele　and　g　with　vas

disorders。　The　cytosol　and　nuclear　fractions　were

prepared　from　skin　homogenates　and　measured　by

（171）　171

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　うthe　exchange　assay　with　DCC　methods　uslng　trltlat－

ed　R1881　as　a　Iigand．

　　No　significant　difference　was　noted　in　ARs

among　the　control　group　and　varions　lnfertilities．

　　Plasma　LH　levels　slightly　higher　in　the　low　AR

group　than　in　the　norma】AR　group，　However，　there

was　no　significant　difference　in　plasma　testQsterone

（T），FSH　and　TxLH　levels　between　the　two

groups．　The　Bmax　of　the　high　TxLH　group，　so－

called　high　androgen　insensitivity　index　group，

were　also　compared　with　that　of　the　normal　TxLH

group，　but　no　significant　difference　was　noted　in

ARs　between　the　two　groups．　Moreover，　there　was

no　correlation　between　intratubular　androgen

levels　and　genital　skin　ARs．

　　Therefore，　it　was　suggested　that　the　genital　skin

ARs　wasnt　able　to　demonstrate　the　androgen　ins－

sensitivity　in　male　infertility，　and　the　measurement

of　intratubular　ARs　might　be　necessary．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年2月15日）
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　外因性estradiol－17β（E2）負荷により，　Leydig細胞のテストステロン産生能に幼若期と成熟期精

巣で違いがあるかどうかを知る目的で，6日齢45日齢ラット精巣を用いて実験した．同時にステロ

イド合成にNADPHを供給する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）を測定した．

1）6日齢無処置群精巣重量は9．91±0．7（mg），　E、負荷群は8，56±0，35（mg）で，後者は減少傾向

を示した．45日齢精巣重量は，無処置群1013．6±14，6（mg），　E　2負荷群713．2±15．2（mg＞と負荷

群で有意に減少した．

2）6日齢精巣のテストステロン値は，無処置群10．1±1．1（ng／g），　E　2負荷群112±O．74（ng／g）

と両者に有意差は認めないが，45日齢精巣では無処置群58．6±17．3（ng／g），　E　2負荷群15．2±1．5（ng／

g）と後者が有意に減少した．

3）6日，45日齢精巣の無処置群G6P－DH活性は各々，333．1±16．9（mu／ml／g），178．0±8．7（mu／

ml／g），　E　2負荷群は各々，2002±32．0（mu／ml／g＞，96．2±1．9（mu／ml／g）と各日齢で両者群に有

意差が認められた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steri1．，36（／），172　177，1991）

緒　　言

われわれは精子形成とペントースサイクルとの関

連について研究してきた，ペントースサイクルは，

組織で生成されるステロイド，脂肪酸合成系に

NADPHを供給し，またリボースの供給は核酸の合
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成，ひいては核酸の働きにもとつく蛋白質の合成に

欠くことはできない．この核酸と蛋白質の合成は，

細胞の増殖，肥大，個体の成長などに結びついてい

る．このような生理的機能を有するペントースサイ

クルが，精子の発育過程，ことに精細胞の初期発生

に関与している可能性をわれわれは示唆した1｝．ラッ

ト精細胞は出生直後よりすでに精子の完成へ向けて

分化，増殖を始めている．この初期発生過程を抑制

し，前述の結果を一層明確にする目的で，われわれ

はestradio1－17β（E2）をラット出生1日齢より5日

齢までの5日間投与し，その後の精細胞の発育を組

織学的に観察し，さらにペントースサイクルの鍵酵

素であるG6P－DH活性およびテストステロンの変化

を無処置群と比較したく図1）．その結果，E、負荷ラ

ットでは精子形成阻害を示す精巣重量の減少が認め

られ，G6P－DH活性も有意に減弱した．また45日齢

精巣の組織所見でも明らかな精子形成の遅延が認め

られた．それにもかかわらず，精子形成に必須のホ

ルモンであるテストステロン産生の阻害は認められ

ていない．これらの結果は，われわれが以前提示し

た精子の初期発生にはテストステロンは関与しない

とする説llを支持するものである．一方，外因性E2に

よる精巣機能の抑制は視床下部一下垂体前葉によっ

て仲介され，また細胞レベルでも直接的に抑制され

る2・3）ことは周知の事実である，精巣機能抑制による

顕著な変化はテストステロン産生の阻害である．今

回の研究は，ラット出生1日齢より毎日5日間E2を

投与した実験で，何故テストステロン産生が抑制さ

れなかったのかを探究する目的で行った．6日齢ラ

ットと45日齢ラットに各々50μgE2を投与し，6時

間後の精巣を実験に供した．

1）精巣

実験方法

（173）　173

　6日齢，45日齢のWistar系ラットに各々50μg／

20μlestradiol－17βをsingle　injectionし，塩酸ケ

タミンの麻酔下で6時間後に精巣を摘出し，その重

量を測定後，直ちにG6P－DH活性を測定した．テス

トステロン測定のための精巣は一80℃で保存した．

尚45日齢精巣はカプセルを除去し使用した，

2）G6P・DHの分離，精製

（1）各精巣の粗抽出液の作成

　精巣はKRBG（pH7．4）中で十分洗浄し，付着し

た血液を取り除き，同KRBG中で細片した．細片後

10mMメルカプトエタノール，5m　MEDTA3Naを
含む0．1MTris－HCI　buffer　pH　7．6を精巣細片沈

澱物に対し等量加え，発振周波数20kHz，200　Wの

出力で1分間つつ3回超音波処理をした．この際，

熱の発生を抑えるため，冷水中で操作し，1分間の

インターバルをおいて行なった．超音波処理後，4℃，

105，0009，50分間冷却遠心し，得られた上清を東

洋濾紙No．　7で濾過した．この濾液を精巣の粗抽出液

とした．

（2）2’，5’ADP－Sepharose　4BによるG6P－DHの

分離方法は本誌既報4・5）に準じた．

3）蛋臼量および各酵素活性の測定法

　（1）蛋白量

　　Marion6）の方法にもとづき測定した．

　（2）LDH活性
　　Hill変法7・8）にもとづき測定した．

　（3）G6P－DH活性
　　L6hr－Wallerの方法9）にもとづき測定した．

4）テストステロンの測定1ω
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図l　G6P－DH　activities，　concentratiorls　of　testosterone　and　testis　weights　in　control　rats　and　those

　　treated　with　E2　between　I　and　5　days　of　age．

　　The　results　represent　the　mean±SEM．　Significant　differences　between　the　control　and

　　treatment　groups　is　indicated　by　asterisks．（＊P〈0．05，＊＊P＜0．02，＊＊＊P＜0．001）
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　試料に回収率補正用T－3H　1000dpm添加後，エー

テルで抽出した．ChrornatographyはSephadex

LH－20（Pharmacia　Uppsala，　Sweden）をmicro

columに2ml充填し，　systemはhexane：ben－

zene：MtOH（90：5：5）を用いた．テストステ

ロンの溶出部分を採取し，その1／2を回収率補正用

に，残り1／2にT－3Hを10，000　dpm添加しassay

に用いた．

実験結果

1）精巣重量（表1）

　表1は無処置群とE，処置群の各日齢の精巣重量を

示す．6日齢精巣では，両者間に有意差は認められ

ないが，E，処置群の精巣重量は減少傾向を示した．

45日齢精巣では，E，処置群の精巣重量は有意に減少

した．

2）テストステロン値（表2）

　表2は各日齢の無処置群およびE2処置群の精巣テ

日不妊会誌36巻1号

ストステロン値を示す．6日齢精巣のテストステロ

ン値は，無処置群，E、処置群で有意差はみられなか

った．45日齢精巣では，E2処置群のテストステロン

値は無処置群の約1／4に減少した．

3）G6P－DH活性（表3＞

　G6P－DH活性は，6日齢，45日齢精巣で，いつれ

もE2処置群で有意な減弱がみられた．

4）精巣組織所見（写真1）

　左が45日齢精巣の無処置群精巣，右がE，処置群

である．無処置群では精子・形成の完了が認められる

が，E2処置群ではpachytene精母細胞の段階で停止

しているか，精子形成が認められてもその数は極め

て少なかった．

考 察

　われわれは以前の研究で，ペントースサイクルが

精子形成の全過程および次の精細胞の分化を維持し

てゆくために必要な代謝系であり，ことに精細胞の

表1　Testis　weights（mg）in　contrel　rats　and　those　treated　with　a　single　injection　of　E2（50μg／20μ1）

6days　old 45days　old

Control 9．91±0．7 1，013．6±14．6

（n＝7） （n＝24）

NS
E2 8，56±0．35 713．2±15．2＊＊＊＊

（50μ9／20μ1） （n＝30） （n＝36）

The　results　represent　the　Mean±SE．M．　Significant　difference　between　the　control　and　treatment　groups

is　indicated　by　asterisks（＊＊＊＊P〈O．001，　NS：no　significant　difference）．

表2　Concentration　of　testosterone（ng／g）in　control　rats　and　those　treated　with　a　single　injection　of　E2

　　　（50μg／20μ1）

6days　old 45days　old

　Control

　　　E2

（50μ9／20μ1）

NS

　（n＝4）

10．1±1．1

　（n＝3）

1L2±0．74

　　　　　（n＝5）

　　　58．6±17．3

　　　　（n＝18）＊＊＊串15．2±1．5

The　results　represent　the　mean±SE．M．　Significant　difference　between　the　control　and　treatment　groups

is　indicated　by　asterisks（＊＊＊＊P〈0．001，　NS：no　significant　difference）．

表3　G6P－DH　activity（mu／ml／g）in　control　rats　and　those　treated　with　a　single　injection　of　E2（50μg／20μ1）

6days　old 45days　old

Control

　　E2

（50μ9／20μ1）

　　（n＝4）

333．1±16，9

＊（11＝3）

200．2±32．0

　　（n＝4）

178．0±8．7

＊＊＊ （n＝3）

　　96．2±1．9

The　results　represent　the　mean±S．E．M．　Significant　differences　between　the　control　and　treatment　groups

are　indicated　by　asterisks（＊P〈0．1，＊＊＊P〈0．01）．
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写真1　Histology　of　rat　testis

初期発生に大いに関与している可能1’±を示唆した1）．

この仮説を一層明確にする目的で，出生1日齢より

5日間，5日齢までのラットにE2を負荷し，その精

細胞の初期発生過程を抑制したところ，組織学的に

は明らかな精子形成の遅延が認められるにもかかわ

らず，テストステロン産生は阻害されなかった．Roosen－

Rungel1｝，　Lordingi2｝らはLeydig細胞の構造面で，

またHuhtaniemii3・14）らはsteroidogenic　capacityの

面で，ラット精巣Leydig細胞には出生15日齢と20

日齢の間を境にして，その機能に明らかな相違があ

ることを指摘し，15日齢以前のLeydig細胞をfetal

Leydig細胞，20日齢以降のLeydig細胞をadult
Leydig細胞と命名した．従って，われわれの精巣機

能抑制実験で，テストステロン産生が抑制されなか

った理由は，出生1日齢から5日齢という極めて早

い時期にE、処置が行なわれたためと考えられる．そ

こで本実験はE2投与時期および投与法を変えて，　E2

によるLeydig細胞のテストステロン産生能に幼若期

と成熟期精巣で違いがみられるかどうか，即ち，E2

に対するLeydig細胞の反応が1生成熟の過程で変化す

るのか否かを知る目的で行なった．対象は6日齢ラ

ットと既に精子形成の完了がみられる45日齢ラット

で，両者に各々50μgE2を投与し，6時間後の精巣

重量，G6P・DH活性，テストステロン値を測定した，

　6日齢精巣重量は，無処置群とE、処置群では有意

差はみられないが，後者に減少傾向が認められた．

これは，この時期の精巣重量が10㎎以内という有意

差の表われにくい重量のためと考えられる．45日齢

精巣は，E，処置群で精子形成阻害を示す明らかな重

量減少が認められた．G6P－DH活性は6日齢，45日

齢ともE、1回処置により有意に減弱し，1日齢から

5日齢までのE2処置の結果と同一傾向を示した．一

方，テストステロン値はE，1回投与の6日齢では，

5日間E2処置した場合と同様無処置群のそれと有意

差はなかったが，45日齢ラットでは，E2処置ラット

のテストステロン産生は，無処置群の約1／4に減弱

した，また組織学的にも精子形成の阻害が認められ

た．これらの結果は，Huhtaniemi13・14｝らのラット精

巣の成熟過程で，Leydig細胞の機能面で大きな相違

が出現するとする説を支持する．即ち，新生児期ラ

ットの精巣は，　Leydig細胞機能に関してE2の阻害作

用に反応しない可能性が強い．一般に外因性E2が直

接精巣に作用してテストステロン産生を抑制する機

構は，E2がLeydig細胞に局在するE、受容体に結合

し，エストロジェン受容体機構を介して17α一hy－

droxylaseとC　，，－C2。lyaseの活性を減少させるとする

説3）が大勢を占めている．従って，6日齢ラットの精

巣には，未だE、受容体が出現していないのか，出現

していたとしても正常に機能していないかのどちら

かであろう，同時に，この時期血中のα一Fetoprotein

が高濃度を示す．α一Fetoproteinはエストロジェンと

極めて結合しやすい蛋白で，20日齢までは血中で主

要なエストロジェン結合成分として存在している，

新生児精巣のエストロジェン作用に対する防御機構

は，少なくともこの2つの因子，即ちE2受容体の欠

如とエストロジェンー結合α一Fetoproteinの存在に

よる可能1生が極めて強い．E，受容体の出現時期は研

究者15）によってそれぞれ達いがあるが，今後さらに追

試する必要がある．

　ペントースサイクルの鍵酵素であるG6P－DHは，

6日齢精巣でE、処置により有意に減弱したが，テス

トステロン値は無処置群で低値を示し，E2処置によ

ってもその産生は抑制されない．従ってペントース

サイクルが，この時期のLeydig細胞に作用してテス
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トステロン合成に関与している割合は極めて少ない

と考えられる．一方，45日齢精巣では，G6P－DHは

E，処置により1／2に減弱し，テストステロン値も1／

蝋鴇麟勢ご鼎露置芝ζ1
可能性が示唆される．

（本論文の要旨は第34回日本不妊学会総会で報告し
た．）
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function　during　sex皿al

maturation　of　male　rats
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Ichiro　Machizawa，　Harunobu　Hirano

　　　　　　　　and　Hisao　Amano

IsしDepartment　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　Toho　University　School　of　Medicine，
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　　　Department　of　Biochemistry
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　　　　　　　　Tokyo　143，　Japan

　　The　Leydig　cells　of　the　rat　testis　are　present

during　development　as　two　distinct　populations，　the

fetal　and　the　adult　generations．　We　sought　to

identify　functional　differences　in　the　two　genera－

tions　of　rat　testis　Leydig　celIs．

　　Intact　male　rats（6　and　45　days　old）were　injected

with　50μgestradiol－17β（E2）to　suppress　Leydig　cell

function．　No　significant　changes　in　testosterorle

production　were　observed　after　an　injection　of　E，　in

the　neonatal　testis，　in　contrast　to　adult　animals

where　similar　treatment　caused　a　decrease　in　tes－

tosterone　production．　From　this　results，　the　devel・

opment　of　estrogen・mediated　inhibitory　action　may

contribute　to　differences　observed　betweerl
neonatal　and　adult　rat　Leydig　cells，　It　is　possible

that　the　neonatal　testis　is　unresponsive　to　inhibitor．

yaction　of　estrogen　on　Leydig　cell　function，　due　to

insensitivity　of　the　testis　tQ　estrogen．

　　Glucose－6・phosphate　dehydrogenase　（G6P－DH）

activity　the　key　enzyme　of　the　pentose　phosphate

pathway　was　suppressed　on　day　6　and　450f　Iife，

compared　to　contro！s，　by　hormone　treatment．　In

contrast，45・day－old　estrogenized　rats　showed　the

tubules　with　maturation　arrest，　These　data　demon．

strate　that　the　pentose　phosphate　pathway　may　be
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important　providing　ribose　for　DNA　and　NADPH

for　steroid　synthesis・　　（受イ寸：1989年2月26日）
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要　　約

　マウスをビタミンBl2（以一ドBl2）欠乏食飼料で10週間飼育し，実験的造精機能障害を惹起した．

B12欠乏食飼育で，体重の増加は普通食飼育群とほとんど同じであるが，生殖器重量は減少し，血中お

よび精巣中B12濃度の低下が認められた．また，精f性状のうち精子数および運動精子数は普通食飼育

群に比べて低下していた．このマウスにメコバラミン（以ドCH3－B12）を経口投与すると，用量に相

関して血中および精巣中B12濃度の上昇．および精子性状の改善が認められ，1mg／kg投与群では普

通食飼育群と同程度まで回復した．一方，欠乏したBl2の補給源として，5，6－dimethyl－benzimidaz（）lyl

cobamide　coenzyme（以一ドDBCC）を1mg／kg投与した群では，血中および精巣中B12濃度の改善
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は認められるものの，精子性状は変化しなかった．このことより，Bl2欠乏によりマウスに造精機能障

害が惹起され，その回復にはCH3－Bエ2が有効であることが示された．以上の結果は，　CH，－BI2が造

精機能障害治療薬として有効である可能性を示唆している．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，36（1），178－184，1991）

緒　　言

　精子形成過程に影響を及ぽす因子として栄養，ホ

ルモン，温度等が考えられ1），栄養物質としてはビタ

ミンA，E，　B群の欠乏が精子形成を障害すること

が知られている2）．梅村3｝はビタミンB12（以下B12）

欠乏飼料で飼育したラットにおいて，主として精巣

組織像の観察により，B12欠乏によって精子形成過程

の異常が認められると報告している．

　乏精子症を伴う悪性貧血患者にB12を投与すると，

貧血とともに精液性状も改善されることが報告4｝され

て以来，Bl2は男子不妊症，とくに乏精子症の治療薬

として注目を集めている5）“’8）が，その作用機序につい

ては不明の点が多い．我々は抗悪性腫瘍薬アドリァ

マイシン投与により惹起した精巣障害マウスに，B、2

誘導体の中で最も生体内活性の高いメコバラミン

（mecobalamin：以下CH3－B12）を経口投与するこ

とにより，精子性状を始めとする精巣機能全般が改
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善されることを報告している9）．

　今回我々はCH3－B，2の造精機能に及ぼす影響を

検討する一環として，Bl2欠乏飼料飼育によりマウス

に造精機能低下を惹起させ，そのマウスにCH，　一　B　，2

を経口投与することにより，CH3－B12の精巣機i能に

及ぼす影響を検討すると同時に，他のB12供給源とし

て5，6－dimethyl－benzimidazolyl　cobamide　coen－

zyme（以下DBCC）を選び，その影響をCH3－Bl2
と比較検討した．
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普通食群 B、2欠乏食群

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トー一一一→亀
　　　　　　　　　　　　図2　精巣組織像に及ぼす影響　　　　　　　　　　100μm

左側は普通食飼育群，右側はビタミンB12欠乏食で10週間飼育した群の精巣組織像を示す．

実験材料および実験方法

　動物：ddY系雄マウスを静岡県実験動物農業協同

組合（現，㈱SLC）より購入し，1週間予備飼育を

した後，生後10週齢より実験を開始した．

　飼料：B12欠乏食飼料は日本クレア社製（Lot．　No．

F6047）粉末飼料を用い，普通食飼料としては，オリ

エンタル酵母製固型飼料MFを用いた．なお，飼料

中のB12含量は普通食中では19あたり40　ng（シア

ノコバラミン換算）であり，一方，欠乏食中では1

9あたり約0．3ngと普通食の1／124程度の含量であ
った10）．

　薬物：CH，－B，，およびDBCCは，共にエーザイ

㈱製を用い，日局注射用蒸留水で10mlあたり0．01

mg，0．1mg，1mgに用時調製し，マウス体重109

あたり0．1mlを1日1回，週6回経口投与した．

　方法：B12欠乏食飼料あるいは普通食飼料を自由

摂食させ，同時にB，2欠乏食飼育群（以下，B12欠乏

食群）にはCH，－B12を体重1kgあたり，0。01　mg，

0．1　mg，1mg，あるいはDBCC　l　mgを1日1回，

10週間経口投与した．B12欠乏食群と普通食群に各々

生理食塩水（以下，生食）を体重10gあたり0．1ml

投与し，対照とした．

　10週後，マウスをエーテル麻酔下で採血し，引き

続き精巣，精巣上体，副性器（精嚢，凝固腺，前立

腺）を摘出し，臓器重量の測定を行った．右側精巣

上体尾部をTYH溶液11）1．5　ml中で細切し，精子浮

遊液を作製した．直ちに，浮遊液中の精子運動率，

精子数を測定した．精子奇形率は，塗沫標本を用い

て算定した．また，右側精巣はBouin液で固定後，

ヘマトキシリン・エオジン染色を行って組織標本を

作製し，各標本の精細管直径の測定を行った．さら

に，左側精巣ホモジネートと血清についてビタミン

B12含量の測定を行った12）．

結　　果

体重および生殖器重量に対する影響

　10週間にわたるB12欠乏食飼育およびCH3－B12

またはDBCC投与による体重の増加に対する影響は

認められなかった．精巣，精巣上体，および副性器
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（精嚢，凝固腺および前立腺）の各臓器重量に及ぼす

影響を観察すると（図1），B，2欠乏食群の各重量は，

普通食群に比べて精巣，副性器では約80％に，精巣

上体重量では約90％に減少していたが，CH，－Bl2

またはDBCC投与による影響は認められなかった．

精巣組織像および精細管直径に対する影響

　B12欠乏食で10週間飼育すると，精細胞数の減少

や精細胞の不規則な配置が観察され（図2），精細管

直径は普通食飼育群に比べて有意に減少した（図3）．

しかし，CH3－B1，またはDBCC投与による精巣組

織像に及ぼす影響はほとんど認められなかった．

と同程度であった．

精子運動率および運動精子数に対する影響

　B12欠乏食飼育によって精子運動率はほとんど変化

しなかった（図5）．受精に直接関与すると考えられ

る運動精子数（精子数×運動率）について検討を加

えると（図6），B，，欠乏強いる飼育群は普通食飼育

群に比して有意に運動精子数の減少が認められた．

この減少は，CH3－B、2投与により増加し，1mg／kg

投与群ではほぽ普通食飼育群と同程度まで回復した，

一方，DBCC　l　mg／kg投与群は，生食投与群とほぼ

同程度であった．

精子数に対する影響

　B12欠乏食で10週間飼育すると，精巣上体尾部1

個あたりの精子数は普通食飼育群に比べて有意に減

少していた（図4）．CH，－Bl2投与群では，1mg／

kg投与で精子数の増加が生食投与群に比して有意で

あり，普通食飼育群と同程度まで回復していた．一

方，DBCC　l　mg／kg投与群では精r一数は生食投与群
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精子奇形率に対する影響

　B12欠乏飼料で飼育したマウスの精子奇形率は，普

通食飼料群と同程度であり，B、2欠乏による影響およ

びCH3－B1、またはDBCC投与による影響は認めら
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れなかった．

血清中および精巣中ビタミンB12量

　10週間B12欠乏食で飼育すると，血中のB12量は約

15ng／mlと正常食飼育群の約1／3まで低Fした（図

7）．CH3－Bl2の投与により用量に相関してB12量の

増加が認められ，CH、－B，2，　DBCCともに1mg／

kg投与群では，普通食群と同程度にまで回復してい

た．精巣B，2量も同様の傾向を示し（図8），B，2欠

乏食飼育群では普通食群の約1／2の含量であったが，

CH，－B12およびDBCC　l　mg／kg投与群ではとも

に，普通食群と同程度まで回復した．

考　　察

　男性不妊症の大部分は特発性男性不妊症とされ，

原因が特定しにくい13），従来，ホルモンやビタミン，

アミノ酸等を用いた薬物療法が臨床応用されている

が，その効果には議論が多い14｝．

　ビタミンB12の男性不妊症治療薬としての可能性は，

乏精子症を伴った悪性貧血患者にビタミンBl2を投与
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すると，貧血所見と共に精液性状が改善し挙児にい

たったという報告4似来，注目されている．最近，我

が国において，4つのビタミンB，2誘導体の中で補酵

素活性を有し，最も高い生体内活性を示すCH，－B，2

が精液性状不良による男性不妊患者に応用され，有

効な臨床効果が報告されている5“‘’8）．その作用機序と

して，アドリアマイシンで惹起した実験的精巣障害

動物を用いて，精子形成過程15｝（ラット），精子成熟

過程9）（マウス），精細胞DNA合成過程16｝（ラット）

に対するCH，－Bl2の影響が検討され，それぞれの障

害にCH3－B，2が有効な作用を示すことが報告されて

いる．

　本研究において，我々は雄性生殖器系におけるビ

タミンB12の役割を研究する目的でビタミンBl2欠乏

食でマウスを10週間飼育し，実験的ビタミンBI2欠

乏マウスを作製した．このモデル動物にCH3－B12を

投与すると，精子性状，特に精子数がCH、－B121

mg／kg投与で普通食飼育群と同程度に回復した．こ

の時，血中，精巣中B12濃度も増加しており，CH3－

Bl21mg／kg投与群では，精子性状と，同時にB12

濃度も普通食飼育群と同程度に回復していた．これ

らの結果より，今回認められた造精機能障害は血中

ならびに精巣中Bl2濃度の低下によって惹起されたと

　　300
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考えられる．

　一方，B12の供給源として，　B，2誘導体であるDBCC

を投与すると，血中および精巣中B，2濃度は対照群と

同程度まで回復していたものの，精子性状の回復は

みられなかった．

　DBCCはビタミンB12の4つの誘導体（シアノコバ

ラミン，ヒドロキシコバラミン，DBCC，　CH3－Bl2）

の中でCH3－Bl2に次いで生体内活性が高いと言われ

ているが，B12欠乏食飼育時にこれを投与すると，血

中および精巣中BI2濃度は上昇するものの，造精機能

には影響を与えないことが明らかとなった．また，

白井ら皇7｝はX線照射により惹起した精巣障害ラットに

治療目的でBl2（DBCC）を投与したところ，造精機

能に改善が認められないばかりか，却ってその抑制

が観察されたという報告をしている．以上より，実

験的精巣機能障害を回復させるには，B12として

CH3－B12が有効であることが示唆された．

　本研究で明らかにされたCH3－B12投与による精子

数の増加は，精巣組織像の有意な改善は伴わないも

のの，CH3－B12が精細胞に対しても神経細胞で認め

られているように核酸代謝18）やリン脂質代謝19）に作用

して，精子形成あるいは成熟過程の活性化を引き起

こしたためではないかと考えられる．

　このように，CH，－B12は血中および精巣中によく

移行し，ビタミンBl2欠乏による造精機能障害を改善

することが明らかにされた．このことは，CH3－B12

が造精機能に何らかの役割を果たし，造精機能障害

治療薬として有用である可能性を示唆している．
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Effects　of　mecobalamin

　　on　oligozoospermia

　　induced　by　feeding

avitamin　B12　deficient

　　　　　diet　in　mice

Shigeru　Oshio，　Tsunetada　Yazaki，

　　　　　and　Takashi　Umeda

日不妊会誌　36巻1号

　　　　　Department　of　Urology，

Teikyo　University　School　of　Medicine，

　　　　　　　　Tokyo　173，　Japan

Satoru　Ozaki　and　Isao　Ohkawa

Department　of　Pharmacology，

Tokyo　Research　Laboratories，

　　　　　　Eisai　Co．，　Ltd．

　　　Tokyo　112－88，　Japar1

Hideo　Mohri

　　Department　of　Biology，

College　of　Arts　and　Sciences，

　　　University　of　Tokyo，

　　　　Tokyo　153，　Japan

　　Mice　were　fed　a　vitamin　B，2（B12）－deficient　diet

for　10　weeks（B12－deficient　group）．　The　B：2－deficient

diet　did　not　cause　any　change　in　the　body　weight

but　caused　decreases　in　the　weight　of　the　re－

productive　organs　and　the　content　of　total　BI2　in

the　serum　and　testis．　The　sperm　count　and　motile

sperm　count　in　the　epididymis　of　the　Bl2・deficient

mice　decreased　compared　with　those　in　the　control

mice．　When　mecobalamin（CH3－BI2）was　orally
administered　to　the　Bl2－deficient　group，　the　content

of　total　B12　in　the　serum　and　testis　and　the　sperm

count　and　motile　sperm　count　increased　dose－

dependently．　CH3－BI2　at　a　dose　of　lmg／kg　was

returned　these　parameters　tQ　the　levels　similar　in

the　stock　diet　group．　On　the　other　hand，　when　5，

6－dimethyl　benzimidazolyl　cobamide　coenzyme
（DBCC）at　a　dose　of　lmg／kg　orally　administered　to

the　B12－deficient　group，　the　content　of　total　B12　in

the　serum　and　testis　increased　to　the　levels　similar

to　those　in　the　CH3－Bl2　group，　but　the　sperm　count

and　motile　sperm　count　did　not　change．　In　the

present　study，　we　observed　that　mice　fed　the　BI2－

deficient　diet　for　10　weeks　showed　a　marked　tes－

ticular　atrophy　and　a　reduced　ep｛didymal　sperm

count，　and　when　CH3－B，2　was　administered，　the

sperm　parameters　recovered　to　the　control　levels，

These　results　indicate　that　CH3－B12　plays　an　impor－

tant　role　in　regulating　testicular　function　in　mice

and　might　have　potential　for　use　in　phar－

macological　therapy　of　male　infertility，　especially

in　cauces　due　to　oligozoospermia．

　　　　　　　　　　　　　　　　（受付11990年8月15日特掲）
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ラット子宮腔へのラット卵巣の同種問移植

Homoplastic　Graft　of　Rat

Ovary　into　Uterine　Cavity

　　　　　　　　山口大学農学部獣医学科家畜解剖学教室

利部　聰　萬場光一　石田哲也
Satosi　KAGABU　　　Kouichi　MAMBA　　　Tetsuya　ISHIDA

Department　of　Veterinary　Anatomy，　Faculty　of　Agriculture，

　　　Yamaguchi　University，　Yamaguchi　753，　Japan

　子宮は，移植片にたいして一時期「治外法権」になることを応用して，卵巣の子宮腔内への異系同

種間移植を試みた．発情周期の各段階に移植された卵巣は，全く生着しなかったが，妊娠あるいは偽

妊娠ラ・ソトに移植した卵巣は生着し，移植前の非閉鎖卵胞の形態と同様な組織像が観察された．子宮

腔内移植法では，レシピエントの卵巣を除去しなくともよいという長所のほか，拒絶反応抑制剤を投

与の必要もなく，脾臓被膜下や皮下への移植に比べて簡単であるとの結論を得た．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Fertil．　Steril．，36（1），185－188，1991）

緒　　言

　ラットの卵巣には卵細胞が70000／頭も存在する1）と

言われているように，卯巣は卵子の宝庫である．近

年著しい進展を見せている受精卵移植を始めとした

発生工学で用いられる卵子は膨大な数にのぼってい

る．その際使用される卵子は，自然排卵や過剰排卵

処理によって得られるほか成熟した大型卵胞から卵

母細胞を吸引して得られる．最近では後者の方法に

よる卵子を材料とした研究も多くなっており，その

ために卵巣の屠場材料の入手が困難な状況になりつ

っある．

　卵巣が保有する卵細胞のうち0．Ol％が排卵するだ

けで残りの99．99％は排卵に至らず卵巣から消失す

る2にとから，卵巣のもつ能力をうまくひきだせば卵

子不足は解消される可能性もある．

　子宮腔内は一種の「治外法権」と考えられる．着

床胚は，母体に対して一般に遺伝的に異なるもので

あるので，母体の免疫機構を刺激するものと思われ

る．しかし，胚および胎児は分娩に至るまで母体の

免疫拒絶反応で除去されることなく存続するので，

成功した同種異系移植（allograft）とも考えられる3）．

胚は卵子と精子からなる雑種細胞であり，胚は母体

にとって自家移植片にはなりえず，何らかの特殊な

生物学的機構で拒絶反応を逃れているわけである．

　このように非自己移植片に対して特殊な性質を持

つ子宮腔内に，皮膚を移植‘）したり培養細胞を生着さ

せた報告がある5）が，この方法の応用により卵巣を子

宮腔内に移植して生着させられればほとんど捨てら

れている卵細胞の有効利用という観点からは意義の

あることである．さらに卵巣の子宮腔内移植は，レ

シピエントの卵巣をあらかじめ除去しておかなくて

もよいという他の移植法にはみられない優れた点が

ある．また，子宮頸管を経由しての卵巣移植ができ

れば，移植を通じていっさい非観血で完了すること

も可能である．

　以上のように，卵巣の子宮腔内移植法は完成すれ

ば応用される面が多い．この技術を確立するために，

その手始めとして本実験ではラット卵巣をラット子

宮に他家移植するばあいのレシピエント側の条件を

種々検討したものである．

動物

材料および方法
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　ドナー，レシピエントとも九動㈱から導入し，当

教室で繁殖育成したウイスター・今道系ラットを用

いた．ドナーとして21H齢，レシピエントには12週

齢・未経産の，4目型発情周期を3回以ヒ繰り返し

た健康な雌ラットを用いた．

不多†直方i去

　実験区として［A区］発情周期を回帰しているラ

ットへの移植，［B区］妊娠ラットへの移植，［C区］

偽妊娠ラットへの移植の3実験区を設けた，［A区］

は発情周期の各段階（発情前期，発情期，発情後期，

発情休止期），［B区］膣垢像が発情前期を示した日

の夕方に精管切除雄と同居させ，翌日膣栓を確認し

た偽妊娠ラットに移植した．なお，膣栓確認日を偽

妊娠0日とした．［C区］正常雄と同居させ，翌日膣

栓を確認したものまたは膣垢像中に精子を確認した

日を妊娠0日とした妊娠ラットを実験に供した．［B

区］［C区］では，妊娠および偽妊娠O，1，2，3，

4日目に卯巣を移植した．

　ペントバルビタール・ソディウム（5mg／ラット）

で前麻酔，ジエチルエーテルで追麻酔したレシピエ

ントの∫・宮角を露出して，子宮角中央部反問1漠側に

小孔をピンセット（INOX，7番）で開けさらに，縫

合糸をr宮腔内に通してr宮内膜壁を刺激しておい

H不妊会［。t、36巻1号

たものに，移植直前に麻酔ドで摘出した卵巣をその

まま挿人した．挿入後直ちに眼科用縫f’〉糸で∫一宮角

の小孔を縫い合わせ，つづいて腹壁を縫合し移植を

終J’した．

観察

　観察時期は移植後，［A区］13　，6，12，18，24，

36，48時～間，［Bl）く］［C区］とも6，18，24，48，

72，96，108時間後とした．ヘントバルビタール・ソ

ディウム麻酔下で放血L後，移植卵巣を子宮角ととも

に摘出し，定法によりパラフィン連続切片としヘマ

トキシリン・エオジン染色をして検鏡した．生着の

判定は，おおむねBraw＆Tsafriri6｝の基準によった，

すなわち，果粒層細胞に核濃縮が認められないこと，

同細胞に分裂増殖像が認められるもの，および卵母

細胞の核膜が崩壊していないことをもって生着卯巣

とした．閉鎖卵胞，黄体など卵巣のほかの構成物を

観察対象から除外し非閉鎖細胞だけに注目した理由

は本研究の日的が，最終的には卵母細胞の採取だか

らである．

結　　果

　発情回帰ラットに卵巣を移植したものでは，発情

周期のどの時期の移植でも生着が認められなかった．

長1　つ・ソト卵巣の∫・宮腔内Ilijmlll移植後の生着

移植～

　観察

（時間）　P

レ シ ピ 工 ン
ト

発宙回帰ラット＊ 妊娠ラット＊＊ f為妊娠ラット＊＊＊

E　　M　　D 〔1 1 2 3 4 0 1 2 3 4

3

6

12

18

24

36

48

0／5†　　0／5

0／5　0／5

0／5　　　0／5

0／5　0／5

0／5　0／5

0／5　　　0／5

0／5　　　0／5

0／5　　　0／5

0／5　　　0／5

0／5　　　0／5

0／5　　　0／5

0’5　05

0、5　05
0／5　　　0／5

　6

18

24

48

72

96

108

3／5

2／5

1／5

1／5

1／5

0／5

1／5

3／5

3／5

1／5

1／5

1／5

2／5

3／5

2／5

1／5

3／5

3／5

2／5

2／5

2／5

4／5

4／5

4／5

1／5

2／5

4／5

3／5

4／5

5／5

4／5

4／5

4／5

2／5

3／5

25
15
0，5

r5
0／5

0／」

0／5

2／5

2／5

｛1／5

015

1／5

0’5

0〆5

3！5

15
45
45
3〕

25
4／5

5／5

4！5

3，5

2／5

3　！5

3／5

25

5／5

5／5

3／5

3／5

4／5

3／／5

3／5

　　＊・P＝発’lll前期，　E＝発情期，　M＝発情後期，　D＝発情休1ヒ期

　＊＊・膣スメア中に精∫一を確認した目をO日，

＊＊＊　膣栓を確認した日を0日とした
　　†；生着卵胞を保有していたラット数／供試ラット数
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移植12時間後までは，移植卵巣は子宮腔内に一部認

められるものの腔内に存在した卵巣にはすべてに壊

死像が観察された．移植後36　一一　48時間以降では，移

植卵巣は∫・宮腔では認められなかった．

　正常雄と交配させた妊娠ラットに移植した［B区］

で卵巣の生着が認められた，移植後96～108時間で

の卵巣の牛着は，妊娠3～4日レシピエントに認め

られた．

　精管切除雄ラットと交配させた［C区］でも偽妊

娠3～4日レシピエントに生着が確認された．

考　　察

　卵巣移植は，前眼房内，脾臓被膜ド，皮ドなどに

され内分泌の研究に用いられたり，卯管に欠陥のあ

る婦人が産児を目的として自分の卵巣を∫宮に移植

して不妊の治療をしたというドイッでの古い記録が

あるほか，家畜では優秀な了孫をふやすために高能

力家畜の卵巣を移植することが考えられたように以

前から行われていたが，動物生産分野における卵巣

移植の基礎的な研究はほとんど行われていない．

　卵巣には膨大な数の卵細胞が存在するが1｝，そのこ

く一部のみが排卵されるだけでほとんどの卵細胞は

排卵に至らないで消失してしまう2）．卵巣に存在する

多数の卵胞をより有効に利用しようということも理

由の一つとなって卵巣の常温での保存法，凍結保存

法，移植法，培養法の研究がなされている．卵巣の

【解凍保存→移植または培養→卵胞の成熟または排卵

→卵子採取】の一連の技術が確立されれば卵子の有

効利用は一一挙に解決するかもしれないが，この技術

体系が確立するには未解決の問題が山積している．

この技術体系の中で凍結保存・培養に関しては…応

のメドが付いたが，移植に関しては皮下移植・脾臓

被膜ドなど観血法移植は成功しているもののレシピ

エント側の外科手術を伴わない非観血法移植は成功

していない，

　子宮は一時期同種異系移植片に対して「治外法権」

となること，および子宮頸管を介して外部と連絡し

ているので移植卵巣を子宮頸管経由で子宮腔内に移

植すれば卵巣移植および卵巣の回収を通じて非観血

で行われる可能性があること，そしてレシピエント

の卯巣を除去しなくてもよいことの3つの理由から，

本実験では卵巣の子宮腔内移植実験を行った．その

写真1　ラット卵巣を偽妊娠4日目ラット子宮腔内へ移

　　　植し、1〔〕8時間後に観察．生着した卵胞が認めら

　　　れる．

写真2　同一切片の強い拡大像、
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結果，移植卵巣はレシピエント側の条件が整えば生

着することが確認された．

　Beer　et　aL4）は別系統ラット間の子宮腔内への皮膚

移植を試み，非妊娠時の子宮内膜は移植片にたいし

て特別な反応を示さなかったが，妊娠時の子宮腔内

に移植して脱落膜が形成された場合には，宿主動物

の感作は妨げられることから生着の成否は脱落膜の

有無と関係があると考えられた．しかし，子宮外着

床（子宮外妊娠）の成立が認められるので脱落膜，

脱落膜腫形成など子宮側因子を妊卵着床における絶

対条件と認めるわけにはいかない．事実，未成熟ハ

ムスターにエストロジェンとプロデェステロンを連

続投与して子宮腔内に培養細胞を生着させることが

できる5・7）ので生着の成否は，脱落膜あるいは脱落膜

腫形成の有無とは無関係かもしれない．子宮とは，

卵巣性ホルモンの支配下に妊卵着床あるいは同種異

系移植片生着に対して最も適切な条件を備えた組織

であると考えたほうが良いのかもしれない，

　このように，条件さえ整えば同種異系移植片はも

とよりマウス卵巣のような異種移植片に対しても子

宮腔内移植は成立する8｝．絶滅の危機にひんしている

動物種がいくつかあり，発生工学を応用してこのよ

うな動物を繁殖させようとする努力がなされつつあ

る．この場合排卵された卵子を回収して異種レシピ

エントに受精卵を移植するが，今後卯細胞を多数保

有する卯巣を用いての種の保存技術も検討されるこ

とになろう．卵巣の培養による卵子採取も考えられ

るが，その際培養では最初にメディウムの組成が問

題となりメディウムが完成するまでに絶滅するとい

うこともありえるが，卵巣の子宮腔内移植では，培

養液の組成をさしあたって考慮しなくてもよいと予

想され，これは本法の優れた点と考えられる．

　さらに，子宮腔内移植では臓器移植で一般に用い

られているアザチオプリンやシクロスポリンなどの

拒絶反応抑制剤を投与しなくてもよい利点がある．
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Homoplastic　graft

　　of　rat　ovary

intO　Uterine　Cavity

Satosi　Kagabu，　Kouichi　Manba

　　and　Tetsuya　Ishida

Department　of　Veterinary　Anatomy，

　　　Faculty　of　Agriculture，

　　　Yamaguchi　University，

　　　Yamaguchi　753，　Japan

　We　have　studied　the　viability　of　rat　ovarian

tissue　after　homoplastic　graft　into　the　uterine　cav－

ity　of　rat．　In　the　recipient　of　pregnant　or　pseudo－

pregnant　rat，　after　3－4　days　mated　with　intact　male

or　vasectomized　male，　there　was　no　histological

evidence　of　rejecton　at　the　sites　of　implarltati（）n．　On

the　other　hand，　no　ovaries　were　implanted　in　the

CyCliC　animalS　in　any　eStrOUS　Stage．

　Intrauterine　ovary　homografts　survive　in　the

uterus　of　the　rat　for　duration　of　3・4　days　pregancy

or　pseudpregnancy．

　　　　　　　　　　　（受付：1990年2月130）
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培養マウス胚発育についての超微形態観察

コラーゲン膜を基質とした

培養系において

　　　　Ultrastructural　Study

　　of　In　Vitro　Cultured　Embryo

Developing　on　Collagen　Membrane

　　　　　　　　　　東北大学医学部産科学婦人科学教室

　上原茂樹　円谷　隆　倉林由美代
　Shigeki　UEHARA　　Takashi　TSUMURAYA　Yumiyo　KURAHAYASHI

　岡村州博　高林俊文　矢嶋　聰
Kunihiro　OKAMURA　ToShifUmiTAKABAYASM　　Akira　YAJIMA

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Tohoku　University　School　of　Medicine，

　　　　　Miyagi　980，　Japan

　着床後1－2日に相当する胚の形態を観察する目的で，マウス胞胚を組織培養用透過性コラーゲン

膜を基質とした培養に供した．また同時に一部のコラーゲン膜付着胚については基質を逆転させて培

養しその形態変化をみた．

　胞胚は培養開始後96時間で卵円筒期まで達し，基質付着部，胎盤円錐，卯円筒の3部分により形成

された．基質逆転群では非逆転群と比べて基質付着部にのみ形態差が認められた．胎盤円錐と卵円筒

はともに内部・外周の2部分に区別できる細胞群によって構成され，その形態的特徴として，胎盤円

錐内部に出現した類円形断面を示す濃染された小細胞と卵円筒外周細胞の多数の空胞があげられた．

しかし他に顕著な形態分化は見いだせなかった．

　以上，コラーゲン膜を基質として卵円筒期まで発育した胚の超微形態を示すと同時に，胚を構成す

る各部分の形態上の分化につき言及した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，36（1），189－195，1991）

緒　　言

　胚を形態観察することは胎生学の面はもとより，

奇形学などへの貢献も考えられる．しかし胚が着床

前で卵管や子宮腔内にfreeの状態にある胞胚までの

時期ではそれも容易であるが，着床後より暫くの間

は着床部位の同定に手間を要し容易とは言い難い．

その点を克服する方法として，Hsuはin　vitro下に

マウス胞胚を培養しその発育を観察した1・2）．この報

告をふまえ，我々は子宮内膜に近いin　vitro環境を

得るためにコラーゲンゲル層を基質として用いた胚

培養系を確立し，とくに基質付着部のtrophoblastの

形態について報告してきた3｝．コラーゲンは細胞外マ

トリックスとして細胞接着に関与する線維牲蛋白質

で，その分布は皮膚・腱・骨・子宮壁をはじめとす

る各細胞間間質と広い4）．このようなコラーゲンを基

質として用いた場合は細胞が極性を保持でき，本来

の分化機能を維持した培養が可能となる5）．そこで今

回は，基質として新たに組織培養用透過性コラーゲ

ン膜を基質とした培養を行い，そこで発育する胚の
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形態を透過型電子顕微鏡による超微形態観察を含め

て検討し，コラーゲンゲル層上に得られた胚発育と

比較した．また一部で胚の付着が完了したコラーゲ

ン膜を逆転して胚付着面を下面とする」1夫をし，培

養環境の変化がおよぼす胚の形態変化についても観

察を加えた．

研究方法

1　胞胚の採取

　ICR系雌マウス（8－12週齢）と同系の雄を自然

交配させ，翌朝膣栓が確認されたものを妊娠第1日

とした．妊娠第4日目にエーテル麻酔下にそれを屠

殺し，無菌的に子宮を摘出して中央部で切断，個々

の子宮角にHanks液を注入することで胞胚を得た．

採取された胞胚は実体顕微鏡下に健常と認めたもの

を選別し培養に供した．

2　培養方法

　組織培養用透過性コラーゲン膜（type　I，ペプシン

可溶化コラーゲン，高研）を培養用プラスチックデ

ィシュ内におき，そこに15％牛胎仔血清添加

CMRLIO66培養液（AB・PC　100mg／1含，　GIBCO）

を加え，コラーゲン膜が支持体ごと浸漬されるよう

にした．そこに採取されたばかりの胞胚を3－5個

コラーゲン膜上に載せるように加え，37℃，5％CO、

下の静置培養に供した．（図1－1）

　培養開始後48時間でコラーゲン膜上に胚の付着を

確認し，一部のディシュにおいてコラーゲン膜を支

持体ごと逆転させ，胚付着面が下面となるように設

定し培養を続けた．（図1－2）

3　胚の形態観察

培養液
支持体

　コラーゲン膜

一 胚

図1－1　コラニゲン膜上の胚培養（模式図）

L＿一

一 　一培養液
一一．．一 支持体

コラーゲン膜

一 胚

図1－2　コラーゲン膜を逆転させた胚培養（模式図）
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　胚のコラーゲン膜への付着の有無やそれ以降の発

育は倒、γ顕微鏡を用いて随時観察した．また卵円筒

期に達した胚については透過型電f顕微鏡（電顕と

略す〉による超微形態観察に供した．

　透過型電顕観察のためには，まず胚を含むように

切り取ったコラーゲン膜片を2．5％グルタルアルデ

ヒド（0．1Mカコジル酸緩衝液希釈）中に冷所1時間

浸漬し（前固定），次いで0．1Mカコジル酸緩衝液中

で冷所over　nightの洗浄，さらに1％四酸化オスミ

ウム（O．1Mカコジル酸緩衝液希釈）中に冷所1時間

おき後固定とした．つづいてアルコール系列下に脱

水し，酸化プロピレンで置換後エポキシ樹脂中に包

埋，超薄切片作製後に酢酸ウラン，クエン酸鉛によ

る電子染色を施し電顕観察に供した．

結　　果

1　培養胚の発育

　培養に供した胞胚は一部に脱落するものが認めら

れたものの，培養開始後24時間で透明帯脱却の途中

にあり，48時間でそれを終∫しコラーゲン膜上に付

着した．基質付着細胞は扁平な広がりを示し，その

ヒに内細胞塊由来の細胞群が存在した．この時点で

一部のディシュにおいてコラーゲン膜の逆転を行っ
た．

　逆転したことにより胚の発育には弟異はみられな

かったものの，基質付着細胞の形態には大きい差異

がみられ，非逆転群における細胞の扁平な拡がりは

逆転することによって退縮し全体に丸みをもった細

胞に変化していたことが特徴的であった．（写真1－

3）

　今回の発育目標とした卵円筒期までは培養開始後

96時間で到達した．そのため超微形態観察はすべて

卵円筒期胚で行った．

2　コラーゲン膜付着細胞の超微形態

　コラーゲン膜に直接付着する細胞は，非逆転群・

逆転群とも，一部に僅かに小突起を有するものの，

ほとんどは基質とmicrovilliや細胞突起を介さない

接し方をしていた．これらの細胞には反付着側に僅

かにmicrovilliを有し，また細胞間には結合装置が

随所にみられた．非逆転群のこの部の細胞は全体に

わたり扁平で小器官に乏しいと言えたのに対して，

逆転群ではendoplasmic　reticulum（ERと略す）を

豊富に有する丸みを帯びた細胞が特徴的で，また中

央では扁平な基質付着細胞上にmitochondria（Mと

略す）やGolgi体（Gと略す）などの小器官に豊む

細胞が散在した．さらにその扁平な細胞の一部には

線維状構造物やmicrotubuleを有するものも認めら
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れた．（写真4－9）

3　胎盤円錐構成細胞の超微形態

　この部分の形態については逆転群・非逆転群で大

きな差異はみられなかった．

　まず基質付着細胞群からの移IJ部にはmicrovilli

を有する細胞が含まれたものの，それより離れるに

つれて外周はmicrovilliをもたない扁平な細胞が僅

かな結合装置を介し隣接した．内部には不定形を示

す細胞が多少の間隔をもって少ない結合装置を介し

て接していた．小器官は外周・内部の細胞とも総じ

て乏しく，分化を示唆する形態的特徴は観察されな

かった．しかし内部細胞の一部に核・細胞質ともに

濃染された細胞が混在して観察され，しかもそれら

は円形に近い断面を示す小型かつ小器官に乏しいも

ので無秩序な出現をしていたことが特徴的であった．

（写真10－14）

4　卵円筒構成細胞の超微形態

　この部の細胞についても逆転群・非逆転群で大き

い差異はなかった．

　この部の外周はmicrovilliを有した扁平な形状の

細胞によって構成され，その細胞内にはどれにも多

数の空胞が存在して一部には自己消化の形態を示し

ていたことが特徴的であった，G，　M，　ERの小器官

は胎盤円錐の外周細胞より多く分布していた．内部

は不定形の細胞の不規則な配列によって構成され，

ほとんど間隙をとらずに隣接していた，またその小

器官は総じて乏しく，一部にGやmicrotubuleを有

するものが認められたにとどまった．（写真15－17）

考　　察

　本研究において胚はコラーゲン膜上においても付

着し発育することが確認され，その発育速度も，本

研究で到達点とした卵円筒期までは，これまでに報

告されてきているプラスチィックディシュ面1・2）やコ

ラーゲンゲル層3）を基質とした場合と同程度であると

認められた．従って，胚の培養にあたりコラーゲン

膜を利用することは可能であり，さらにこの膜の持

つ物質透過性を応用すれば子宮内膜との共培養など

も考えられる．

　本研究で得られたコラーゲン膜上の胚の発育様式

は，特に基質付着細胞において，コラーゲンゲル層

上で観察されたもの3〕と大きく異なっていた．すなわ

ちコラーゲンゲル層上には存在していた空胞を有す

る細胞は認められず，またゲル内に侵入するように

発達していた多数のmicrovilliや細胞突起もほとん

ど存在せず，とくに非逆転群ではプラスチックディ

シュを基質とした場合と同様の発育様式をとった．
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これらの成因としては，コラーゲン線維のゲルと膜

という存在様式の差異により胚のそれに対する適応

にも差異が生じたことがまず考えられる．次にコラ

ー ゲン膜との付着に関わる扁平な細胞に相当するも

のがコラーゲンゲル上では観察されず，それに加え

てコラーゲンゲルに接する細胞はlysozymeの産生を

類推できる空胞6）が存在し，その周辺には破壊された

細胞があったことから，基質付着細胞が消化された

可能性もある，またコラーゲン膜を逆転して得られ

た基質付着細胞の形態変化は，非逆転群と比較して，

重力の関与に差異が生じたためにおこったものと推

測される．従ってこれらを総合すると，　trophectoderm

を由来とする基質付着細胞は，おかれたin読γo環

境に応じた形態的あるいは機能的分化をする潜在能

を有していることが示唆された．ひいては，このこ

とは，子宮内膜のみでなく，他の部位にも着床が成

立する裏付と言える，さらにコラーゲンを基質とし

て用いることは，培養乳腺細胞が分化を示して発育

したという報告7）から，胚培養もディシュ面よりコラ

ー ゲンを基質としたほうがin　uteroの発育をより反

映しているといえるが，コラーゲン膜あるいはコラ

ー ゲンゲル上の胚のどちらがin　uteroに近いかの結

論は下せなかった．

　これまでの発生学的研究によって，基質付着細胞

は反胚盤極のtrophectodermに由来し，胎盤円錐細

胞は胚盤極・反胚盤極の両極のtrophectodermに，

さらに卵円筒細胞は内細胞塊に由来することがわか

っている8）．また卵円筒の外側は内胚葉，内側は外胚

葉を形成してくるとされている8｝．これらのことより，

本研究で観察された胎盤円錐内部の濃染される小型

の細胞はtrophectodermに由来する細胞がさらに分

化したものである可能性が大きく，また卵円筒外周

の空胞を有する細胞は内胚葉と考えられる，しかし

胎盤円錐や卵円筒内部を構成する細胞は，観察した

時点で小器官がほとんど発現していなかったことか

ら，機能的にはほとんど分化していないことが推測

できたが，これらの細胞のもつ潜在能については本

研究のような形態的アプローチのみでは明確にでき

ないと考えられた．
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　　In　order　to　morphologically　analyze　the　early

implantation　stage　embryo，　rnice　blastocysts　were

in　vitro　cultured　on　the　collagen　membrane　and

ultrastructurally　observed．　Furthermore，　a　part　of

embryos　attaching　on　the　membrane　was　continued

to　culture　after　inverting　the　substrate　（inverted

group）and　then　observed　the　morphological　differ－

ences．

　　Blastocysts　developed　to　the　egg　cylinder　stage

96hours　after　culture　and　differentiated　to　three

organ　parts，　the　substrate　attaching　part，　the

placental　cone　and　the　egg　cylinder．　Compared　with

the　contro王group，　only　the　substrate　attaching　cells

of　the　invered　group　showed　morphological　differ－

ences．　The　placental　cone　and　the　egg　cylinder

consisted　of　two　morphologically　differentiated

cells，　the　inner　cells　and　the　surrounding　cells．　Well

electro－stained　round　cells　in　the　inner　cells　of

placental　cone　and　vacuoles　in　the　surrounding　cells

of　egg　cylinder　were　found　as　morphological　featur・

es　expecting　some　functions．　No　other　features

could　not　be　detected　at　the　stage．

　　Finally，　this　experiment　shows　the　growth　of

mice　embryo　attaching　on　the　collagen　membrane

and　the　morphological　differentiation　in　each　part

forming　the　embryo．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年2月27H）
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写真説明

1

2，3

4

5

6

非逆転群における初期卵円筒期胚の倒血顕徴鏡

像．培養開始7211芋間後．

基質付着細胞は扁平な拡がりを示し，その上に初

期円筒期胚を発育している．

逆転群における卵円筒期胚の倒立顕微鏡像．培

養開始96時間後．

基質付着細胞は丸味をもち，拡がりは退縮して

いる．その．ヒには卵円筒期胚が発育している．

非逆転群における辺縁部の基質付着細胞．×
10000

扁平な細胞が結合装置（arrow）をもって重層し

ている．基質に侵入するmicrovilliや細胞突起は
ない．

非逆転群における基質付着細胞．×4000

扁平な細胞で，Golgi体（arrow）は認められる

ものの，mitochondriaやendoplasmic
reticulumの分布は乏しい．　S：基質

逆転群における基質付着細胞．×6000

非逆転群に比較して細胞は丸味をおび，endo－

plasmic　reticulumに富む．細胞間には結合装置

（arrow）がみられる．基質（S）内に侵入する

7

8，9

10

11

12

microvi11iや細胞突起はない．

逆転群における基質付着細胞．×3500

小器官に富む巨細胞が扁平な基質付着細胞の上

に観察される．S：基質

逆転群における基質付着細胞．8－×30000，

9－×12000

小器官に富む巨細胞ドの扁平な細胞には基質
（S）に侵入する突起をわずかに有するものがあ

り，また細胞内線維（arrow）やmicrotubuIe
（arrow　head）を有するものもある．

基質付着部と胎盤円錐の移行部．×3000

基質付着部の細胞（A）にはendoplasmic
reticulumが多数存在し，　microvilliを有する。

胎盤円錐細胞（B）にもmicrovilliが認められる

ものがある。

胎盤円錐外周細胞．×3000

microvi11iをもたない扁平な細胞が僅かな結合装

置を介して隣接している．小器官には特徴はない．

E台盤P揺髭1ホJ音5糸田月包．×4000

不定形の細胞が多少の間隙をもって隣接してい

る．結合装置は所々にみられる．中央の細胞には
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　　　Golgi体（arrow）がみられるが、・」・器官は総じ

　　　　て乏しい．

13，14　胎盤円錐部の濃染された小型細胞とその拡大像．

　　　　13－×2500，　14－×17000

　　　　核・細胞質ともに濃染され，類円形の断面を示す

　　　　小型細胞で小器官は乏しく，また無秩序な出現を

　　　　している．

15，16　卵円筒外周細胞．15－×4000，16－×3500

ヒ原　他

17
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microvilliを有する扁平な細胞の内部には空砲

が存在する．写真16には自己消化の像もあり，

小器官も豊富である．

卵円筒内部細胞．×4000

不定形の細胞の不規則な配列によって構成され，

それらはほとんど間隙をとらずに隣接している．

小器官は総じて乏しい．
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　　Abstract：The　attachment　and　spreading　of　cytotrophoblast　cells　uporl　blastocyst－hatching　in

culture　was　studied　usillg　blastocysts　from　three　sources　which　comprised：（a）full　in　vitro

development　after　IVE，（b）culture　of　2・cell　cleavage　stages　obtained　from　tubal　flushings　and（c）

blastocysts　obtained　from　uterine　horn　flushing　after　full　in　vivo　development．　Blastocysts　from

the　same　three　sources　were　also　transfered　ill　utero　in　adequately　prepared　recipients　and　the

development　of　embryos　was　assayed　ll　days　later　after　sacrifice．　The　results　indicate　that　the

vitality　of　embryos　based　on　the　spread　of　the　cysotrophpblast　was　best　for　blastocysts　developed

in　vivo　and　poorest　for　those　of　pure　in　vitro　origin　blastocysts　of　moxed　heritage　were　inter－

mediate．　The　ultimate　viability　based　on　the　assay　of　14　day　old　embryos　in　utero　correlated　with

the　cytotrophoblast　outgrowth　test．　The　suitability　of　the　cytotrophoblast　outgrowth　assay　for　the

quality　control　of　culture　media　used　in　IVF　is　discussed．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1．　Steri1．，36（1），196　199，1991）

Introduction

　　Development　of　the　murine　two・cell　cleavage

stage　to　blastocysts　has　been　used　as　a　means　of

quality－control　of　culture　media　in　human　in　vitro

fertilization（IVF）programmes．　The　sensitivity　of

this　test－system　has　been　questioned　because　of

the　purported　resistance　conferred　by　the　pres－

ence　of　the　zona　pelucida3）．

　　Althoufh　it　has　been　reported　that　variable

frequencies　of　normal　development　are　achieved

following　ernbryo　transferl・2・4），　the　best　assess－

ment　of　embryo　viability　is　undoubtedly　the　birth

of　healthy　offspring　after　transfer　to　surrogate

mothers，　Despite　its　value，　the　tedius　feasibility　of

such　a　test　makes　it　of　low　practical　value，　Short

in　vitro　assays　which　can　give　reliable　predictions

of　embryo　viability　are，　therefore，　of　interest．

　　This　study　was　performed　in　order　to　inves－

tigate　in　vitro　the　viability　of　mouse　blastocysts．

The　cytotrophoblastic（）utgrowth　of　blastocysts

from　three　sources（a）ガηvitro　fertilization　and

embryo　culture（b）吻vivo　fertilization　and　cul－

ture（two－cell　stage　from　tubal　flushings）（c）in

vivo　fertilization　compared．　Further，　blastocysts

from　the　three　sources　were　also　transferred　into

adequately　prepared　recipient　mice，　and　the　num－

ber　of　developing　fetuses　assayed　ll　days　later．

The　significance　of　the　in　vitro　assessment　of　the

cytotrophoblastic　outgrowth　of　blastocysts　post－

hatching　as　a　potential　predictive　assay　of　en1・

bryo　vitality　and　ultimate　viablilty　is　discussed．
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Materials　and　Methods
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Culturep　media’

　　Ha孟s　F－10　medium（Flow　Labs．）for　insernina－

tion　was　supplemented　with　2．2mg／ml　NaHCO3，0，

25mg／ml　calcium　lactate，　and　30mg／ml　bovine

serum　albumin（BSA）．　Medium　for　embryo　cul－

ture　was　the　same，　but　lacked　in　BSA．　After　3

days　of　culture　from　the　2－cell　cleavage　stage，　the

number　of　blastocysts　was　evaluated．　Microscopi－

cally　normal　appearing　blastocysts　were　transfer－

red　into　4－well　plastic　multidishes（Nunc）with

CMRL－1066　medium（Gibco）supplemented　with　2．

2mg／ml　NaHCO3，1mM　L・qlutamine　and　lO％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロfetal　calf　serum（Boehringer　Mannheim）at　37C

with　5％CO、　in　air　at　saturated　humidity．　After

48hours　culture，　trophpblastic　outgrowths　were

microscopically　observed6｝（Figure　1）．　Using　Spin－

d16s　criterion5），　outgrowths　were　defined　as　the

moderate　to　extensive　spreading　of　cytotrophob－

last　cellS．

／nvitro．fertiligation’

　　Female　CB6FI　mice（Charles　River　wiga，　Sulz・

feld，　FRG）superovulated　with　pregnant　mare

serum　fonadotrophin（PMSG）and　human　chor・

ionic　gonadotrophin（hCG，　Sigma）were　sacrificed

15　hours　after　hCG　injection　and　the　oocyte－

cumulus　complexes　collected　from　the　ampulles

of　oviducts．　Sperms　were　obtained　from　the　vasa

deferentia　of　CB6FI　males．　After　preincubation

for　l　hour，　sperms（8x105　cells／mD　were　added　to

the　medium　containing　the　oocytes．　At　24　hours

after　insemination，2－cell　cleavage　stages　were
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
collected　and　transferred　into　fresh　Hams　F－10

medium．

Co〃e伽nげin　vivO　fertilized　eggS’

　　Superovulated　female　mice　were　mated　with

males．　Two－cell　cleavage　stages　were　collected　by

tubal　flushing　2　days　later　while　blastocysts　were

obtained　by　flushing　the　uterine　hours　4－days

later，　Day　l　was　set　as　the　day　on　which　vaginal

plugs　were　observed．

Transfer　Of　embryOS　to　PseudoPregnant　mzce’

　Eight　blastocysts　were　transferred　to　each　uter一
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ine　horn　of　BALB／C　uniparous　recipient　mice

（Charles　River　Wiga）through　a　dorsal　incision．

The　mice　had　been　mated　with　vasectomised

males　3　days　earlier．　Eleven　days　later，　the　num－

der　of　viable　fetuses　was　determined．

　　Statistical　significance　was　estimated　by　using

the　chi－square　test，

Results

CytotroPh・blastic・uigrowth　in　vitro

　　Table　l　gives　the　results　obtained　from　the

cytotrophoblastic　outgrowth　assay　in　vitro（see

Figure）in　actual　numbers　and　the　corresponding

percentages．　Blastocysts　which　had　a　complete　zn

vivo　origin　i．　e．　fertilization　as　well　as　further

development　up　to　the　blastocyst　atage，　perfor－

med　best（89．7％）。　The　poorest　performance　was

observed　for　blastocysts　from　full　in　vitro　origin

i．e．　fertilization　and　further　culture（20．2％）．　The

blastocysts　which　were　obtained　through　zn　vzvo

fertilization　followed　by　culture　from　the　2・cell

stage　was　intermediate　in　performance（479％）．

The　differences　between　the　individual　groups　is

statistically　significiant．

Fe・tal　develoPment　after　embryo　transfer

　　Blastocysts　from　the　same　three　groups　were

transferred　into　pseudopregnant　reclplents　as　a

check　on　viability．　The　percentage　of　fetuses

which　were　counted　for　three　groups　tallied　with

the　results　obtained　for　the　cytotrophoblastic

灘

幾

鑛

Fig．　l　Microphotograph　of　the　g．　urface　view（X　300）of

　　　　　ahatched　blastcyg．　t　after　48　h　culture、　The

　　　　　cytotrophoblast　cells　attach　and　spread．
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Table　l． Fraction　of　blastocysts　which　development　from　the　three　groups　of　early　embryos，　and　the　fraction　of

blastocysts　whose　cytotrophoblast　cells　attached　and　spread，　respectively．

Embryo　Source Blastocysts
　　　　Spread

Cytotrophoblasts

IVF
2・cell　stage（Tubal　Flushing）

Blastocysts（Uterine　Flushing）

　84／149（56．4％）

165／206（80，1％）

　　　　　87

17／84　　（20．2％）a

79／165（47．9％）b

78／87　（89．7％）

a：P〈0．005compared　with　the　2－cell　stage　group．

　　　P＜0．001compared　with　the　blastocysts　group．

b：P〈α001compared　with　the　blastocysts　group．

Table　2　Fraction　of　blastocysts　which　developed　from

　　　　　　　the　three　groups　of　early　embryos，　and　the

　　　　　　　fraction　of　blastocysts　which　developed　into

　　　　　　　14－day　fetuses　after　transfer　in　zde　ro．

Embryo
source

Blastocysts Fetuses

intermediate　performance　in　both　assays（cytotro－

phoblastic　outgrowth　and　embryo　development

after　transfer　in　zttero，　respectively），　supPorting

the　content　that　IVF　suffers　froln　inadequacies．

IVF
2－cell　stage

（Tubal　Flushing）

Blastocysts

（Uterine　Flushing）

74／127（58．3％） 9／48（18．8％）

142／184（77．2％）　　14／48（29．2％〉

48 19／48（38．6％）

outgrowth　assay，　which　was　best　for　full　in　vivo

development　poorest　for　the　in　vitro　group　and

intermediate　for　those　of　mixed　origin．　Owing　to

the　small　numbers，　statlstical　signifcance　could

not　be　established．

Discussion

In　vitro　inadequαcies

　　Culture　conditions　employed　for　IVF　as　well　as

for　other　cell　cultures　systems　are　in　general

bound　with　inherent　inadequacies，　since　the　exact

physiological　requirements　of　different　cell　types

is　not　known．　Therefore，　the　difference　in　perfor－

mance　observed　for　the　three　experimental

groups　representing　either　full　in　z／itro　or　in　vivo

development　and　an　intermediate　one　of　mixed

orlgln，1s　not　surprising．　Furthermore，　the　frequen・

cy　of　blastocysts　developing　from　2－cell　cleavage

stage　obtained　by　tubal　flushings　after　in　vivo

fertilizatioll　was　significantly　higher　that　result・

ing　from　IVF（Tables　l　and　2），　pointing，　once

again，　to　deficiencies　of　culture　conditions．　Inter，

estingly　blastocysts　of　mixed　origin　yielded　an

Viability　testあ，（獅廟9　birtlz

　　As　much　as　the　birth　of　healthy　offspring　may

be　the　ultimate　test　on　the　vitality　and　viability　of

embryos，　the　test　has　drawbacks　which　are　not

only　of　technical　nature．　Besides　its　infeasibllity

as　a　test　for　the　adequacy　of　culture　Inedia，　invia－

ble　embryos　which　may　be　resorbed　escape　detec－

tion．　In　addition，　maternal　cannibalism　of

neonatal　offspring　can　severely　distort　evalua・

tions．　To　overcome　these　two　problems，　the　devel－

opment　of　potential　offspring　was　assayed　on　day

ll　post－embryo－transfer．

Merits（ゾ伽（］ytotroPhoblast　aSSの・

　　The　advance　of　the　early　pre－implantation　em－

bryo　from　the　Inorula　to　the　blastocyst　stage　is

associated　with　the　initiation　of　morphogenetic

events．　The　manifestitation　of　different　cell　types

is　the　net　result　of　an　array　of　gene　expressions

causing　morphological　charlges　which　are　accom－

Plished　through　precise　cytoskeletal　configura－

tions．　The　hatching　of　the　blasocyst　followed　by

attachment　and　apreading　of　the　cytotrophoblast

are　further　events　which　demand　unperturbed

cellular　functiong・io）．　It　is　conceivable　that　early

embryonal　cells　going　through　morphogenesis

may　be　more　sensitive　to　noxal　agents　and／or

inadequacies　of　culture　media，　than　cells　of　the

preceeding　stages．　The　extent　of　cytotrophoblas－

tic　spreading　is　certainly　an　indication　of　vitality，

and　the　probability　for　such　hatched，　aggressively
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spreading　blastocysts　to　grow　into　healthy　em・

bryos　if　they　were　in　Utero　must　certainly　be

higher　than　those　displaying　retarded　hatching

coupled　with　poor　cytotrophoblast　outgrowth．　An

assay　at　this　stage　of　development　rnight，　ther－

efore，　be　indeed　an　index　of　viability7・8）Quality

colltrol　of　media　for　IVF　may，　therefore，　be　more

reliable　exploiting　these　properties　of　the　develoP－

ing　blastocyst．
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　マウス受精卵の2細胞期から胞胚期までの培養系が

quality　contralとして一般的に用いられているが，正

常に兄える胞胚の活力，及び胎仔への発生能について

は検討が難しい，胞胚を偽妊娠受容雌の子宮に移植し

生存胎仔について検討することが最良の手段であるが，

時間と技術を要し，また正確性に欠ける．さらに受容

雌の子宮内膜環境に．大きく左右される．この実験では

胞胚の活力をin　vitroで検討する目的で次の3群より

なる胞胚をさらに48時聞追加培養し，　dish上に接着発

育するtrophoblastを観察した．一方で，各群よ1．，得た

胞胚を受容雌に移植し，胎仔への発生について比較検

討した．子宮内より得た胞胚はIVFや体内受精2細胞

期からin　vitroで発育した胞胚よりtrophoblastへの

発育率は高く，受容雌への移植でも高率に胎仔へ発生

した．さらに2細胞期から発育した胞胚はIVFより発

育した胞胚よりin　vitroでのtrophoblastへの発育率

は高く，活力も高いと標価された．この方法は短時間

に多数の胞胚の活力を手軽に検討ができ，また顕微鏡

下に直接胞胚の発育が観察できる利点があり，胞胚の

quality　controlとして有用と思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年2月23日）



日本不妊学会雑誌
第36巻　第1　号一　　1991

GESTATION　AND　DELIVERY　OF　THE　RABBIT

MODEL　WITH　TUBAL　OBSTRUCTION

BY　MEANS　OF　TUBAL　INSEMINATION

Kiichi　KANAYAMA，　Tuyoshi　ENDO　and　Yuzi　SAKUMA

　　　　　　　　　　　Department　of　Veterinary　Physiology，

　　　　　　College　of　Agriculture　and　Veterinary　Medicine，

　　　　　　　　　　Nihon　University，　Kanagawa　252，　Japan

　　We　studied　on　rabbits　the　applicability　of　tubal　insemination　to　the　treatment　of　sterility

origlnating　from　tubal　obstruction．　More　than　one　month　prior　to　the　experiment，　the　animals’

utero－tubal　junctions　were　Iigated　or　severed，　Then　O．05ml　of　semen　diluted　to　1／100　was　injected

into　the　oviducts　from　the　tubal　fimbria．　The　number　of　Iive　sperms　injected　ranged　from　2，96　x

105to　l．82×106．　One　hour　after　the　insemination，　hCG　was　intravenously　injected　to　induce

ovulation．　Thirty・seven　to　81　hours　after　the　hCG　administration，　the　animals　were　laparotomized

under　general　anesthesia　and　the　oviducts　were　irrigated　from　the　obstructed　ends　toward　the

tubal　fimbria　to　collect　the　embryos．　Of　these，　embryos　in　the　stage　of　morula　or　blastocyst　were

immediately　transferred　to　the　same　animals’uteri．　On　the　other　hand，　some　embryos　were

incubated　for　the　purpose　of　growth　observation．

　　Embryos　were　obtained　from　l20ut　of　the　20　subjects；all　the　incubated　embryos　developed　into

blastocysts．　Of　the　eight　animals　that　had　received　the　embryo　transfer，　three　had　one　implanted

fetus　respectively，　and　of　these，　two　progressed　to　delivery　either　spontaneously　or　by　Caeserean

sectlon．

　　Our　present　study　consists　of　providing　a　bypass　for　embryos　by　irrigating　the　oviducts．　Our

results　strongly　suggests　that　tubal　insemination　can　be　utilized　to　fertilize　sterile　women　as　well

as　female　domestic　animals　with　tubal　obstruction，　if　embryos　are　transferred　to　the　uterus

bypassing　the　obstructed　site　in　the　oviduct．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertlL　SteriL，36（1），200－206，1991）

　　　　　　　　　　　　　　　Introduction

　　We　have　already　reported　that　the　injection　of

diluted　semen　into　the　rabbit’s　tubal　fimbria

results　in　normal　fertilizationl・2｝and　that　the　in－

jection　of　IO3－1040f　sperms　is　enough　to　achieve

fertilization　by　this　procedure3）．　We　have　further

demonstrated　that　the　embryos　thus　fertilized　can

normally　implant　in　the　uterus　and　that　tubal

insemination　does　not　affect　the　descent　of　the

fertilized　eggs　in　the　oviduct2）．

　　In　these　reports，　we　have　indicated　the　possibil－

ity　of　applying　this　method　to　the　treatment　of

sterility　in　both　human　and　domestic　arlimals

resulting　from　oligozoospermia．　Particularly

when　semen　of　superior　sire　is　to　be　used　in

artificial　insemination，　tubal　insemination　is

economically　a　very　promising　technique　in　the

field　of　animal　production，　in　that　the　amount　of

semen　used　can　be　greatly　reduced．

　　In　l984，　Asch　et　al．　devised　the　technique　of

gamete　intrafallopian　transfer（GIFT）4），　which



平成3年1月1日 K．KANAYAMA　et　al． （201）　201

has　been　used　to　treat　sterility　in　women　with　the

unobstructed　oviduct　as　well　as　oligospermia　in

men．　This　method　cannot，　however，　be　used　when

any　part　of　the　oviduct　is　obstructed．

　　In　our　present　study，　we　prepared　experimental

models　with　obstructed　oviducts　and　carried　out　a

tubal　insemination．　Later，　the　animals　were　lapar・

otomized　again　and　the　oviducts　were　irrigated

from　the　ligated　ends　toward　the　tubal　fimbria　to

obtain　the　embryos，　which　were　immediately　tran－

sferred　to　the　uterus　by　means　of　bypassing　the

obstructed　site　in　the　oviduct．　Some　of　these

embryos　were　shown　to　have　implanted　and　deve1・

oped　into　live　offspring．　Thus，　in　this　study，　we

examined　the　applicability　of　tubal　insemination

to　the　treatment　of　human　and　animal　sterility

due　to　tubal　obstruction．

②
semen　collection　bY
artificial　　vagina

↓

Materials　and　Methods

　　The　subjects　were　20　mature　female　Japanese

white　rabbits，　weighing　2．7kg－3．4kg．　The　proce－

dure　of　the　present　experiment　is　shown　on　Fig、1．

Under　general　anesthesia　with　a　pentobarbital

derivative，　the　animals　w’ere　laparotomized　by　a

midline　abdominal　incision．　Then　the　utero－tubal

junctions　were　ligated　or　severed　after　the　liga－

tion（Fig．2）．　The　incision　was　subsequently　closed

and　the　animals　were　kept　for　more　than　a　month

to　serve　as　the　models　with　tubal　obstruction．

After　this　preliminary　period　they　were　lapar－

otomized　again　following　the　same　procedure　as

before，　On　the　other　hand，　semen　was　obtained

from　mature　males　by　means　of　the　artificial

vagina　method　and　diluted　to　1：100　with　a　Tyrode’

ssolutiorl　modified　by　Brackett　and　Oliphat5），

which　had　been　kept　at　37℃．After　the　presence　of

mature　follicles　in　the　ovaries　was　confirmed，

0．05ml　of　the　diluted　semen　was　injected　into　the

oviducts　from　the　tubal　fimbria　with　a　glass

capillary．　Utmost　care　was　taken　during　the　injec－

tion　process　so　as　not　to　cause　bleeding　from　the

fimbria．　Then　the　abdominal　rnuscles　and　the　skin

were　sutured　and　one　hour　after　the　insemination

751U　of　human　chorionic　gonadotrophin（hCG）

was　injected　into　the　auricular　vein　to　induce

ovulation．　Part　of　the　remaining　diluted　semen

was　used　to　calculate　the　number　of　the　injected

③
dilution　　to　　1　　：　　100

with　medium

①

゜

器＼b
flmbria

　　　oViduct

④
　　　injection　from　tubal

　　　fimbria　mto　oviduct

　　　by　gleSS　capillary

0
hCG　administration
to　induce　ovulation

⑥
irrigation　 to

obtain　embrvos　and

ombryo　tronsfer

to　uto「US

F｛g．1Procedure　of　the　experiment

live　sperms　on　the　basis　of　the　number　of　sperms

in　the　semen　and　their　viability．

　　Thirty－seven　to　81　hours　after　the　hCG　adminis－

tration，　the　animals　were　again　laparotomized

under　general　anesthesia，　Then　the　oviducts　were

irrigated　ascendingly　with　10ml　of　perfusate

through　a　24G　indwelling　blood　vessel　needle

inserted　into　the　oviduct　above　the　ligated　end

toward　the　tubal　fimbria．　On　the　other　hand，　a

glass　capillary　connected　to　a　silicone　tube　was

inserted　into　the　fimbria，　and　the　perfusate　was

retrieved　in　a　laboratory　dish（Fig．3）．　The　col・

lected　fluid　was　immediately　studied　aseptically

for　embryos　under　a　stereoscoplc　mlcroscope．

　　The　cleaved　eggs　thus　obtained　from　three　of

the　subjects　were　incubated　at　37℃under　5％CO2

to　study　their　ability　to　develop　into　blastocysts・

The　cleaved　eggs　from　eight　rabbits　were　trans－

ferred　to　their　own　uteri（Fig．4）．　These　eight

animals　were　laparotomized　on　Day　ll　of　gesta・

tion　or　insemination　for　implanted　fetuses；if

gestation　was　confirmed，　the　animals　were　kept

under　observation　until　delivery　so　that　we　could

study　the　length　of　gestation　and　the　number　of

offspring．
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Fig．2Llgation　and　severance‘）f　tbe　utero　tubal　junctlon

Fig．31rrigation　of　the　oviduct　from　the　ligated　end　toward　the　tubal　flmbrla　to　collect　embryos
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Fig．4　1ntrauterine　transfer　of　the　embryos　obtained　by　tubal　irrigation

Table　1． Number　of　living　sperm　deposited　into

the　oviduct

Amim．
　No．

Semen
dilution

Deposited

volume
　　（ml）

Number
of　sperm

deposited

　　For　the　perfusate　and　the　medium　for　incubat・

ing　the　embryos，　TCM－199　supplemented　with

30％inactivated　rabbit　serum　was　used　in　this

study．

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

×102 0．05

5．89×IO5

2．96×105

3．14×105

3，40×10°

3．32×105

3．24×105

1．82×106

1．13×106

5．04x105

1．32x106

6．86×105

6．88×10°

1．37XlO6

8．56×105

8．56×105

1．37×106

6．38×105

5．16×105

6．14×105

1．68×106

Results

　　In　the　present　experiment，　the　number　of　live

sperms　in　the　diluted　semen　injected　into　the

oviduct　was　between　2．96　x　105　and　l．82×106，　as

shown　in　Table　1．

　　Table　2　shows　the　recovery　of　ova　by　irrigation

of　the　oviduct．　A　total　of　850va　were　obtained

from　120ut　of　the　20　subjects，　and　of　these，51

were　cleaved　eggs．　At　37　hours　after　the　hCG

administration，　all　seven　eggs　recovered　were　in

the　8－cell　stage；at　48－51　hours，　one　egg　was　in　the

8－cell　stage　and　20　were　morula；at　65－81　hours，　of

the　50　eggs　recovered，19　were　morula　and　4　eggs

were　blastocysts，　During　this　period，18　degenerat－

ed　eggs　were　also　recovered．

　　Three　animals　were　chosen　at　random　from　the

12that　had　yielded　cleaved　eggs，　and　ll　cleaved

eggs　out　of　the　120va　collected　from　them　were

incubated．　As　a　result，　all　of　them　developed　into

blastocysts（Table　3）．
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　　Table　4　shows　the　result　of　the　transfer　of　the

cleaved　eggs，　obtained　by　irrigation　of　the　ovi－

ducts，　to　the　same　animal’s　uterus．　That　is，　of　the

eight　rabbits　that　had　had　morula　or　blastocysts

transferred　to　their　own　uteri，　three　were　found　to

have　one　implanted　fetus　each　on　Day　ll　of

gestation．　One　of　them（No．31）delivered　a　single

offspring，　and　its　length　of　gestation　was　33　days

（The　day　the　tubal　insemination　was　carried　out　is

Day　O）．　As　No．33　showed　no　sign　of　giving　birth

even　after　coming　to　term，　the　offspring　was

delivered　on　Day　35　by　Caeserean　section，　Both

Table　2．　Development　stage　of　eggs　recovered　from　the　oviduct　in　tubal　insemination

Interval　from

　hCG　injection

tO　eggS　reCOVery
　　　　　（hr）

Number
of　Anim．

examined

Number　of　Anim．

　　that　yielded

　　cleaved　eggs

Number
of　eggs

recovered

Stage　of　egg　development

1 ・8　・Ma）・Bb）・Dc）

　　37

48～51

65～81

　1

　6

13

1

5

6

　7

28

50

7

9

7

1 20

19 4 18

a｝M：

b｝B：

・）D：

Morula
Blastocyst

Degenerating

Table　3．　Development　of　recovered　eggs　in　culture

Anirr1．

No，

Number　of　eggs

　　recovered

Number　of　eggs
　　　cultured

Stage　at　the　beginning

　　　　　of　culture

　　Number　of　eggs

developing　in　culturea）

23

24

25

1

8

3

1

7

3

morula

8－cell：1

morula：6

morula

1

7

3

a）Eggs　developed　to　blastocyst　in　culture

Table　4．　Results　of　the　gestation　achieved　by　trarlsferring　the　embryos　obtained　by　irrigating　the　ligated　oviducts

Anim．　No．
Number　of　eggs

　　transferred

Development　stage　of　eggs
　　　　　　　transferred

Implantation Number　of　implanted
fetuses　or　litter　size

22

27

28

31

33

37

38

41

R
L

R
L

R
L

R
L

R
L

R
L

R
L

R
L

4

3

3

2

3

2

2

2

2

2

1

1

3

1

3

3

morula

　　8cel1

　　8cell

　morula

　morula

　morula

　morula

　morula

　morula

blastocyst

1，blastocyst：1

blastocyst

　morula

　morula

　morula

　morula

　morula

（一）

（一）

（一）

（＋）

（＋）

（一）

（一）

（＋）

0

0

0

1

1

0

0

1
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the　newborn　were　morphologically　as　well　as

functionally　quite　normal，　and　grew　up　normally

thereafter．　No．41　was　also　laparotomized　on　Day

35，but　the　fetuses　which　had　been　implanted　on

Day　ll　of　gestation　were　stillborn．

Disc皿ssion

　　Adams　has　reported　that　rabbit　embryos　can

grow　to　the　stage　of　blastocyst　even　in　the　oviduct

ligated　at　the　utero－tubal　junction　after　copula・

tion，　and　that，　when　such　blastocysts　are　transfer－、

red　to　a　recipient　with　a　synchronized　estrus

cycle，　the　recipient　is　impregnatedfi）．　It　has　thus

been　demonstrated　that　embryos　can　grow　in　the

ligated　oviduct．　In　the　present　experlment，　lt　was

established　that　the　tubal　fimbria　could　take　in

the　ovulated　eggs　illto　the　oviduct　even　when　the

oviduct　had　been　ligated　at　the　utero－tubal　junc・

tion，　In　view　of　these　facts，　we　studied　the　applica－

bility　of　tubal　insemination　to　the　treatment　of

human　and　animal　sterility　resulting　from　tubal

obstruction．

　　We　have　already　demonstrated　that　the　injec－

tion　of　a　small　amount　of　diluted　semen　from　the

tubal　fimbria　into　the　oviduct　can　lead　to　fertiliza－

tion，　imPlantation，　gestation，　and　delivery　of　nor－

mal　young．　This　semen　injection　from　the　fimbria

into　the　oviduct　has　been　perforrned　as　a　research

means　in　the　field　of　reproductive　physiology7、ii）．

Chang7），　apPlying　this　method　in　rabbits，　found　a

clue　to　elucidating　sperm　capacltatlon．

　　In　our　present　attempt，　we　carried　out　tubal

insernination　on　oviduct－1igated　rabbit　models　and

later　obtained　cleaved　eggs　by　laparotomizing　the

animals　and　irrigating　their　oviducts．　The

viability　of　the　cleaved　eggs　was　confirmed　by　an

incubation　test．　In　addition，　we　transferred　the

cleaved　eggs　thus　collected　from　the　oviduct・

obstructed　rabbits　to　their　own　uteri，　and

obtained　irnplanted　fetuses　and　then　offspring・

Our　report　is　the　first　of　this　kind，　and　our　results

apPear　to　strongly　indicate　the　possibility　of　clini－

cal　application　of　tubal　insemination　to　the　treat・

ment　of　sterility　resulting　from　tubal　obstruction

in　women　and　female　domestic　animals．

　　In　tubal　insemination，　only　a　srnall　number　of

sperms　are　requied　because　they　are　directly　sent

into　the　oviduct　where　fertilization　takes　place3）．

This　fact　has　led　us　to　conclude　that　tubal　in－

semination　can　be　used　to　treat　sterility　resulting

from　oligozoospermia，　one　of　the　causes　of　ster－

ility　ill　men　and　male　domestic　animals．　We

assurned，　however，　that　this　method，　as　well　as

GIFT，　was　unapplicable　to　females　with　tubal

obstruction．

　　In　our　present　study，　we　conducted　tubal　in－

semination　oll　the　rabbit　models　with　their　ovl－

ducts　ligated　at　the　utero－tubal　junctions，　and

confirmed　that　the　tubal　fimbria　can　indeed　take

in　the　ovulated　ova　into　the　oviduct　in　spite　of　the

tubal　obstruction，1eading　to　fertilization．　Further－

more，　we　obtained　cleaved　eggs　from　the　animals

by　irrigating　the　oviducts　under　laparotomy，　tran－

sferred　them　immediately　to　the　same　animals’

uteri，　and　let　them　grow　into　implanted　fetuses

and　then　irlto　viable　offspring．　Thus，　we　showed

that　tubal　insemination　could　be　used　to　treat

female　sterility　due　to　tubal　obstruction，　by　sur－

gically　taking　the　cleaved　eggs　tentatively　out　of

the　oviduct　and　by　transfering　them　to　the　uterus，

bypassing　the　obstruction．

　　We　have　already　reported　that，　in　tubal　in－

semination　of　the　rabbit，　the　embryos　are　at　the

4－cell　to　8－cell　stage　35－42　hours　after　the　ovula－

tion　inducement　with　hCGi’．　When　the　sarne　pro－

cedure　is　carried　out　with　the　oviduct　ligated　at

the　utero－tubal　junction，　the　cleavage　of　the　eggs

was　shown　to　progress　smoothly　with　the　Iapse　of

time（Table　2）．

　　That　is，　when　60　hours　or　more　passed　after　the

hCG　administration，　rnQst　of　the　ernbryos　had

developed　into　morula　or　blastocysts．　It　has　been

well　estabished　that　in　rabbits　ovulation　is　in－

duced　sQrne　lO　hours　after　copulation12・13）or　hCG

administrationlo），　and　that　subsequently　the　eggs

descend　in　the　female　reproductive　tract　in　a

similar　way　whether　the　ovulation　was　induced　by

copulation　or　hCG　administration’3），　As　seen　in

Table　2，　therefore，　the　embryos’development

observed　in　the　present　experiment　appears　to　be

similar　to　that　following　normal　copulationi41．

　　In　our　attempt　to　transfer　embryos　to　the　uteri

of　eight　animals，　bypassing　the　obstructed　sites　in

the　oviduct，　one　embryo　was　implanted　in　each　of
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three　animals．　This　can　not　be　called　a　high　im－

plantation　rate．　During　the　surgical　irrigation　of

the　oviduct，　as　seen　on　Fig，3，　the　uterine　horn　is

subjected　to　a　substantial　mechanical　stimulus．　If

we　were　able　to　improve　our　technique　by　reduc－

ing　the　time　for　oviduct　irrigation　and　embryo

transfer　and　by　minimizing　the　physical　strain　to

the　uterus，　then　the　implantation　rate　would　be

substantially　irnproved．

　The　occurrence　of　tubal　pregnancy　is　a　major

concern　in　tubal　insemination，　but　we　have　not

experienced　any　up　to　the　present．　Though　it　was

quite　possible　in　our　experiment　that　there　were

some　embryos　left　in　the　oviduct　after　the　irriga－

tion，　no　tubal　pregnancy　was　noted　in　the　16

0viducts　of　the　eight　rabbits．

　We　have　thus　demonstrated　that　tubal　in－

sernination　can　be　very　effective　in　treating

human　and　animal　sterility　due　to　tubal　obstruc－

tion，　by　surgically　irrigating　the　oviduct　following

the　tubal　insemination　and　by　providing　a　bypass

for　the　embryo　transfer．
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卵管内人工授精による卵管

閉塞モデル家兎の妊娠と分娩

日本大学農獣医学部獣医生理学教室

金il」喜一　遠藤　克　佐久間勇次

　　　卵管内人工授精が卵管閉塞に由来する不妊症の妊

娠手段として応用できるかどうか，その可能性につい

て家兎を用いて検討した．卵管・子宮接合部を実験の

1ヶ月以上前に結紮または切断した家兎の卵管采から

卵管内に100倍に希釈した精液，0．05m1を注入した．

注入した生存精子数は2．96×1〔〕5～1．82×106の範囲で

あった。精液注入の1時間後に排卯誘起のためhCGを
静脈内に投与した．hCG投．’」・後37～81時問目に全身麻

酔下で卵管を結紮部位から卵管采に向かって灌流して

受精卵子を回収した．これらの卯子のうちで桑実期胚

または胚盤胞を直ちに同一供試家兎の子宮内へ移植し

た．なお一部の回収卵了一は培養に供してin　vit7’oでの

発育について観察を行った．

　供試20頭のうち，12頭から受精卵子を回収した．培

養に供した卵子は，その全部が胚盤胞に発育した．回

収した胚を子冨に移植した8頭のうち3頭にそれぞれ

1頭ずつの着床胎児を認め，自然分娩あるいは帝王切

開により，このうち2頭から産子を得た．

　本研究は，手術’下で卵管を灌流することによって，

卵管の一部にバイパスを形成したものである．このよ

うに卵管における閉塞部位を迂回して胚を子宮内へ移

植すれば，卵管内人工授精が卵管閉塞に起因するヒト・

家畜の雌性不妊症における妊娠手段として応用できる

可能性を強く示唆した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年3月7日）
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刀＞VITRO　FERTILIZATION　OF　RABBIT　EGGS，

USING　SPERMATOZOA　RECOVERED　FROM

THE　PERIVITELLINE　SPACE　OF

FERTILIZED　EGGS

Kahei　SATO　and　Tutomu　GOTO

Depertment　of　Cell　Biology，　College　of

Agricし11ture　and　Veterinary　Medicille，

Nihon　University，　Fujisawa　252，　Japan

Abstract：We　have　examined　the　behavior　of　perivitelline　spermatozoa　of　the　rabbit　towards　the

rabbit　zolla　pellucida　and　their　fetilizabilit｝・．　Experiments　were　desigllated　to　determine　whether

spermatozoa　collected　from　the　perivitellille　space　of　fertilized　rabbit　eggs　could　attach　to　the

zona，　When　perivitelline　spermatozoa（acrosome－reacted　spermatozoa）from　I－cell　embryos　were

mixed　with　ovulated　cumulus－intact　or－free　eggs，　the　spelmatozoa　rapidly　and　firmly　attached　to

the　zona．　On　the　other　hand，　Freshly　ejaculated　spermatozoa　are　acrosoIne　intact（uncapacitated）

could　Ilot　attach　to　the　zolla．　The　fertilizing　ability　of　perivitelline　spermatozoa　was　evaluated　by

in　vitro　fertilization．　Fourty－three（86．0）of　65　eggs　were　fertilized．　Of　these，10（28。6％）developed

to　2－cell　or　more　embryonic　stages．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Ferti1．　Steri1．，36（1），207　210，199D

Introduction

　　Mammalian　spermatozoa　must　undergo　the

acrosome　reaction　beforo　they　fertilize　eggs，　par－

ticularly，　in　order　to　fuse　with　vitelline　membrane

and　initiate　the　events　of　fertilizationi・2）．　The

specific　site　of　the　acrosolne　reaction　and　particu－

larly　where　in　relati（）11　to　sperm　penetration　of　the

eggs’s　ilwestimellts　is　an　area　of　some　disagree・

ment．　It　is　reported　evidence　that　acrosome－intact

spermatozoa　can　bind　to　the　zona　pellucida　in

rnice3），　in　hamster4〕．

　　By　contrast，　only　acrosome－reacted　spermat－

ozoa　can　bind　and　then　penetrate　the　zona　in

guinea　pigs5）．　While，　the　status　of　hamster　sper－

matozoa　at　the　time　of　binding　to　the　zona　pe1－

lucida　is　both　acrosome－intact　and　reactedD．

　　Recently，　it　has　been　reported　that　rabbit　sper一

matozoa　recovered　frorn　the　perivitelline　space

can　fertilize　fresh　intact　eggs6）and　further，　rabbit

eggs　fertjlized　by　the　supplementary　spermatozoa

recovered　can　develop　to　normal　offspring　after

the　transfer7）．　The　rabbit　has　been　known　to　be　an

excellent　model　for　the　study　of　the　ability　of

acrosome－reacted　sperlnatoz〔，a　to　bind　and　pene－

trate　the　zolla　pellucida，　because　a　number　of

supPlementary　spermatozoa　penetrate　the　zona

pellucida，　but　do　not　fuse　with　the　vitelline

membrane8）．　These　spermatozoa　are　acros（）me－

reacted9・lo）and　highly　matilell〕，　thus　providing　a

pure　population　of　motile，　acrosome－reacted　sper－

matozoa．　The　present　study　was　carried　out　to

examine　the　behavior　of　supplementary　periviteL

line　rabbit　spermatozoa　to　the　zona　pellucide

ullder　in　vitro　conditions．
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Materials　and　Methods

　　Female　Zealand　White　rabbits（5－6　months〔〕f

age）were　used．　They　were　superovulated　with

pregnant　mare’s　serum　gonadotropin（PMSG，

Teikoku　Zoki　Co．）　and　human　chorionic

gonadotropin（hCG，　Teikoku　Zoki　Co．）．　Does　were

given　intravenously　with　801U　PMSG　followed　by

an　intravenous　injection　of701U　hCG　72　hr　later．

At　the　same　time　of　hCG　injection　females　were

mated　with　adult　fertile　males．　At　15．5　hr　after

hCG　and　mated　oviducts　were　removed　to　collect

fertilzed　eggs．　Unfertilized　normal　eggs　were

collected　from　ovi〔lucts　13．5　hr　after　hCG　injec－

tion．　Collected　eggs，　unfertilized　and　fertilized

eggs，　were　placed　ill　droplets　of　the　medium

coverd　with　mineral　oil　under　5％CO2　in　air　at

37℃and　were　supplied　for　experiments．

　　One－cell　errlbryos　were　denuded　from　the

corona　cells　with　hyaluronidase　and　mechanica

manipulation　and　observed　at　a　maginification　of

200xto　chect　motile　spermatozoa　in　the　periviteL

line　space．　For　each　experiment，10　to　201－cell

embryos　were　used　as　perivitelline　sperm　don〔〕rs．

Eggs　were　treated　with　O．Ol％　trypsin（Sigma

Chemical　Co．）for　2　min，　washed　3　times　with　the

fresh　medium，　and　transferred　to　drく）plets　of　the

medium　under　mineral　oil．　The　trypsin　treatment

is　necessary　to　remove　spermatozoa　oll　the　sur－

face　of　the　zona　pellucida　alld　to　prevent　perivitel－

line　spernlatozoa　from　rebilldillg　to　the　external

surface　of　the　zona　after　rupturing　the　zona．　To

collect　perivitelline　spernlatozoa，　the　zonae　pel－

lucidae　were　ruptured　with　fine　needles　and　one－

cell　embryos（the　viteli）were　broken　by　this

process．　Ovulated　cumulu－intact　or－free　eggs

were　added　to　the　sperm　suspensions，　in　as　small

avolume　as　possible，　and　incubated　sperm　suspen・

sions，　in　as　small　a　volume　as　possible，　and　ill－

cubated　at　37℃under　5％CO2　in　air．　At　varions

intervals　after　insemination，　eggs　were　examined

using　the　phase－contrast　microscope．　Whell　two

pronuclei　were　seen　in　the　vitellus　with　two　polar

bodies　in　the　perivitelline　space，　we　detected，　as

‘‘

fertilized”．

Results

　　Perivitelline　sperrnatozoa　were　released　int（，

the　medium　after　rupturing　the　zona　pellucida．

Some　of　the　spermatozoa　released　from　the　per－

iv｛telline　space　rebund　the　surface　of　the　external

surface　of　the　zorla．　At　the　time　of　the　release　of

spermatozoa　from　the　perivitelline　space，　aIl　sper－

matozoa　showed　motile　activitiy，　and　they

attached　rapidly　and　firmly　to　the　zona　pellucida

of　cumulus－free　eggs．　While，　in　culnulus－intact

eggs　perivitelline　spermatozoa　attached　rapidly

to　the　cumulus　cells　and　penetrated　into　the

cumuluc　layers．　Withill　l5－20　min　after　insemina－

tion　in　most　of　cumulus－citact　eggs　the　spermat・

ozoa　contacted　and　adhered　to　the　zona　usillg　the

tipis　of　their　heads．　Further，　FolloWing　this　sperm

sttachment　to　the　zona，　sbsequently，　spermatozoa

were　lie　flat　on　the　zona　surface．　At　5　to　6　hr　of

exposure　to　perivitelline　spermatozoa（102－103／

ml），　there　was　no　significant　alteration　in　the

apPearence　or　extent　of　the　cumulus　investment．

Oll　the　other　hand，　fresh　ejaculated　sperrnatozoa

（acrosome－intact　spermatozoa）could　not　firmly

attached，　at　least，　persistently　to　the　zona．

　　At　the　time　of　egg　collection，　sperlnatozoa　in

the　perivitelline　space　displayed　movemellt．　The

spermatozoa　maintained　their　motillty　by　2　hr．

Initially　all　of　them　displayed　relative　active

motile，　but　rapidly　declined　thereafter．

　　Fertilizatiorl　results　are　summarized　in　Table　l

and　2．　Perivitelline　sperrnatozoa　fertilized　both

cumulus－intact　and－free　eggs　under　in　vitro　condi－

tions　used．　We　also　observed　that　a　considerable

percentage　of　fertiljzed　eggs　developed　to　2－cell　or

more　embry（mic　stages　and　during　48・hr　incuba－

tion　period　no　embryos　fertilizde　in　vitro　frag。

mented　or　degenerated．

niscussion

　　In　the　present　study，　we　confirmed　results　re・

ported　previously6・7）．　Also，　from　our　observatiolls

it　is　demonstrated　that　the　rabbit　is　a　species　irl

which　the　plasma　membrane　over　the　acrosonial

region　is　not　required　for　sperln　biding　to　the　zona

pellucida．　This　observation　is　in　agreemellt　with

studies　of　Bedfordglio｝on　rabbit　eggs　fertilized　in
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vivo，　and　with　observations　such　as　the　guinea

pig5・且2）and　hamsterD，　but　by　contrast　to　sperln－

zona　interactions　of　the　mouse3）．　Haung　et　al5｝

have　observed　evidence　that　in　guinea　pig　sper－

matozoa，　acrosome－reacted　spermatozoa　can

attach　to　and　penetrate　the　zonae．　In　the　present

study，　at　least，　acrosome－reacted　rabbit　spermat－

ozoa　can　clearly　attach（bind）to　and　penetrate　the

zonae　of　rabbit　eggs。　Acc〔〕rding　to　YallagimachiD，

when　cumulus－free　hamster　eggs　are　inseminated

in　vitro　with　both　acrosonユeintact　and　－reacted

hamster　spermatozoa，　there　two　types　of　spermat－

ozoa　equally　bind　to　the　zona．　However，　some

investigators　remai！ユthat　fertilizing　spe　matozoa

must　undergo　their　acros（〕lne　reaction　on　the

surface　of　the　zona　pellucida　immediately　before

penetratillg　it3・4・13）．　Thus，　at　the　present　time，

two　type　situations　for　sperln－egg　interaction

have　been　reported．　Further　studies　are　requjred

as　requirment　for　successful　zona　bind　ng　ill

other　species，　so　that　the　apPropriate　lnodel

systems　can　be　utilized　in　the　study　of　mechan・

isms　of　fertilization　in　vivo　and　in　vitro．

　　We　also　observed　successful　fertilization　in

vitro　at　low　concentration　of　spermatozoa（102　to

lO3／ml．　Similar　results　have　been　reported　by　two

studies6・7）．　This　result　have　demonstrated　that

supplementary　rabbit　spermatozoa　recovered

from　the　perivitelline　space　have　normal　fertiliz・

ing　ability．

　　In　fertilization　of　curnulus・intact　eggs，　the

failure　of　perivitelline　spermatozoa　to　alter　or

disperse　the　cumulus　layer　suggests　that　hyalur－

onidase　and　other　acrosome　enzymes　are　absenct

or　precent　in　very　lower　concentrations．　Perhaps，

it　is　possible　to　think　that　acrosome　ellzymes

which　may　facilitate　cumulus　and　zona　penetra－

tion　can　remain　associated　with　the　inner

acrosome　membrane　or　within　the　equatorial

segment　and　exert　only　a　very　Iocal　effect　at　the

leading　edge　of　the　penetrating　spermatozoon，

although　that　fertilization　still　occurred　raised

question　as　to　the　necessity　of　these　acrosomal

enzymes　in　the　fertilization　process　rernains．
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Table　l．　Fertilizing　Ability　of　Perivitelline　Sperlnatozoa　Exposed　to　Ovulated　Eggs（Cumulus・lntact　Eggs）

Experimantal　No．
No．　of　eggs

inseminated

No．　of　eggs

fertilized（％）

　　　　　No．　of　eggs

cleaved（％）at　48　hours

1

2

3

4

18

22

13

12

11（6L1）

16（72．7）

9（69。2）

7（58．3）

8（72．7）

8（50．0）
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Unfertilized　eggs（Control）
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20
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Experimetal　No．
No．　of　eggs

inseminated

No．　of　eggs

fertilized（％）

No．　of　eggs　cleaved（％）

　　　　　at　48　hours

　　　　　　　　　1
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1（5）



210　〔210》
SPERM　ATTACHMENT　TO　THE　ZONA 日不妊会誌　36’巻1号

3）Saling，　P．　M．，　Sowinski，　J．　alld　Storey，　B．　T，：

　　　An　ultrastructural　study　of　epididymal　Inouse

　　　spermatozoa　binding　to　the　zona　pellucida　in

　　　vitro：　Sbsequential　relationship　　t（）　the

　　　acrosome　reaction，　J．　Exp．　ZooL，209：229，1979

4）Gwatkil1，　R．　B．　L，　Carter，　H．　W．　and　Patterson，

　　　H．：As（，ciation　of　mammalian　sperm　with　the

　　　cumulus　cells　alid　the　zolla　pellucida　studied　by

　　　scalmillg　electron　microscopy．　In　Scannil19

　　　electron　micmscopy，　Johari，　H．　and　Becker，　R．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
　　　P．eds，　ITT　I’es．　Inst，，2，379，1976

5）Haung，　T。　T．　F．，　Fleming，　A．　T．　and　Yanagima・

　　　chi，　R．：Only　acrosome　reacted　spermatozoa

　　　can　biIユd　to　and　penetrate　z（ma　pellucida：A

　　　study　usillg　the　guinea　pig，　J．　Exp．　ZooL，217：

　　　287，ユ981

6）Kuzan，　F．　B．，　Flen）ing，　A．　D．　alld　Seidel，　G．　E：

　　　Successful　fertilizatiQn　in　vitro　of　fresh　intact

　　　oocytes　by　perivltelline　（acrosolne－reacted）

　　　spermatozoa　of　rabbit，　Fertil．　SteriL，41：766，

　　　1984

7）Shirai，　K．，　Yoshida，　T．，　Yoshida，　T．，　Takagi，S．，

　　　Goto，　T，，　Shiota，　K．　and　Sato，　K．：Successul

　　　fertilizati（）n　in　vitro　of　rabbit　ova　by　spermat－

　　　ozoa　recovered　from　the　perivitelline　space　of

　　　fertilized　ova，　J．　Fertn，　Implant．，6：27，1989

8）Pincus，　G，　and　Enzmann，　E．　V．：fertilization　ilユ

　　　the　rabbit，　J．　Exp．　ZooL，9：403，1932

9）Bedford，　J．　M．：Ultrastructual　changes　ill　the

　　　sperm　head　durillg　fertilization　in　the　rabbit，

　　　Am．　J．　Anat．，123：329，1968

10）Bedford，　J．　M．：An　electron　microscopis　study

　　　of　sperm　penetration　into　the　rabbit　egg　after

　　　natural　mating、　Am．　J．　Anat．，133；213，1972

11）　Brackett，　B．　G．：hl　vitro　fertilization　of　rabbit

　　　ova：time　sequellce　of　events，　Fertil．　SteriL，21：

　　　169，1970

12）Fleming，　A．　D．　and　Yanagimachi，R，：Fertile　life

　　　of　acrosome－reacted　gtlinea　pig　spermatozoa，J．

　　　Exp．　ZooL，22⑪：109，1982

13）Flormal1，　H．　M．　and　Storey，　B．　T．：Mouse

　　　gamete　interactions：the　zona　pellicida　is　the

　　　site（）f　acrosome　reaction　leading　to　fertiliza－

　　　tion　iII　vitro，　Dev．　Bio1．，209：121，1982

ウサギ受精卵子の囲卵腔より

　　　　回収した精子による

　　　　　体外受精について

U本．大学農獣医学音IS動物細胞学教室

佐藤嘉兵　後藤　勤

　　成熟雌ウサギの卵管から回収した1細胞期の受精卵

了・の透明帯をピアルロニダーゼに感作させた後，細針

で透明帯を破り囲卵腔内の精．了一を培養液中に放出させ

た．この囲卵腔から回収した精子を含む培養液中に

cumulus－intactあるいはcumulus－freeの未受精卵イー

を加えて体外受精を行った．精子は卵子透明（cumulUS－

free）あるいは卵丘細胞層（cumulus－intact）と直ちに

接近してcumulus－freeの卵了・においては速やかに透明

帯に接着を開始した．また，cumulus－intactの卵予に

おいては卵．丘細胞層に進人を示した．一方，射精後洗

浄したのみの精ゴ・では透明帯への接着あるいは卵丘細

胞層への進人はできなかった．囲卵腔精子はcumulUS－

freeおよびcumulus－illtactり1好・ともに高率に受精させ

ることが明らかになった．尚，受精卵子は両群とも正

常に発生を示した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受if寸：1990年2月7日）
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　抗プロゲステロン製剤，RU486の妊娠阻止作用および妊娠阻止後の妊孕性について，家兎を用いて

検討した．実験は，交配後11日目に妊娠を確認した家兎11例にRU486を10～180　mg／rabbit皮下投

与した．さらに，妊娠阻止を確認した5例において再び交配して，正常な妊娠・分娩が可能であるか

否かについて検討した．

　その結果，供試家兎の全例に完全な妊娠阻止が認められ，さらに，分娩予定Elを経過した交配後35

日目の検索では，黄体の退行と多数の卵胞の発育が認められた．また，妊娠阻止後の妊孕性について

検討した結果，全例に正常な妊娠および分娩を認めた．なお，実験をとおして副作用は認められなか

った．

　以上のように，RU486は確実に家兎の妊娠阻止を誘起できる合成ステロイドであり，かつ，妊娠阻

止後の母体の妊孕性に影響を及ぼさないことが明らかとなった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，36（1），211　215，1991）

諸　　論

　近年，プロゲステロンに対して競合的に拮抗して

プロゲステロン作用を抑制する製剤，RU486が開発

され世界的に注目されている．プロゲステロンの拮

抗ステロイドの開発は，雌の複雑な生殖現象を人為

的にコントロールできる可能性を示唆するものであ

り，産科婦人科領域および獣医畜産領域においてそ

の応用が期待されている．

　RU486は，プロゲステロンのレセプターに対して

プロゲステロンの約5倍の親和性を有しており，そ

の作用に対する基礎的研究がアカゲザル’一’4），カニク

イザル5～7），ラットB～10）およびヒト2・11～15）などで試みら

れている．また，RU486は，糖質コルチコイドのレ
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セプターに対してデキサメサゾンの約3倍の親和性

があり，抗糖質コルチコイド作用があることが知ら

れている16～18）．このことは，RU486の抗プロゲステ

ロン作用を期待するとき，その副作用についても十

分考慮する必要があることを示唆するものである，

さらに，RU486の臨床への応用を考慮した時，抗プ

ロゲステロン作用の発現後における妊孕性について

十分検討されなければならない．Umezuら8）は，ラ

ットを用いてRU486による妊娠il且止後の性周期のlr11

帰について詳細な検討を報告している．

　本研究では，供試動物に家兎を用いてRU486の妊

娠阻1ヒ作用および妊娠阻1ヒ後における妊孕性につい

て検討を試み，さらに，RU486の副作用の有無につ

いて検討を加えた．

材料および方法

　供試家兎は，日本白色種11例で，いずれも正常な

妊孕性があることを確認した2、8　一一　3．2kgの成熟経産

雌を用いた．

　供試家兎を交配し，その直後にhCG（ゴナトロピ

ン）75iuを耳静脈より投与して妊娠を誘起した．こ

れらの家兎は，交配後11日目にペントバルビタール

酸誘導体で全身麻酔を施し，正中線切開で開腹して

着床胎児および機能黄体により妊娠を確認したのち

（Fig．1），抗プロゲステロン製剤，　RU486を頚部皮

下に投与した．RU486は，20　mg／mlの濃度になるよ

うにゴマ油に溶解して，3例に10mg／rabbit，2例

に15mg／rabbit，2例に30　mg／rabbit，3例に60

mg／rabbitを1回投与した．また，1例は60　mg／

rabbitを交配後11日目から3日間連続して投与し
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た．RU486投与後，膣からの出血，流産，早産など

について観察を続けたのち，すべての家兎において

分娩f’定日を経過した交配後35日目に開腹して，卵

巣所見および子宮の残存胎児などについて検索した．

　上記の実験において妊娠阻止を認めたもののうち

5例を用いて，RU486による妊娠阻止後の妊孕性に

っいて検討した．これらの家兎は，RU486による人

工流産の誘発試験の検索から約1ケ月経過したのち

に供試した．供試家兎は，雄と交配し，その直後に

hCG75iuを静脈内投与した．その後観察を続け妊娠

および分娩の有無，妊娠期間，産子数などについて

検索した．

実験成績

　妊娠家兎にRU486を10　一一　180　mg／rabbit皮一ド投

’チしたときの妊娠阻111成績は，Table　lに示すとお

りである．

　交配後11日目，すなわちRU486投与時の着床胎

児数は4－一　11胎であり，妊娠黄体数は8～14個であ

った．これらの家兎にRU486を投与したところ，全

例に分娩が認められず，完全な妊娠阻ILが確認され

た．分娩予定Hを経過した35日目の検索では，　RU486

を15mg投与した2例と30　mg投与した1例におい
て黄体が認められた．しかし，これらの黄体は，　RU486

投与時に認めた黄体より明らかに小さく退行黄体で

あった．また，その際全例に多数の卵胞の存在が確

認された．

　これらの家兎は，実験期間をとおして観察を行っ

たが，外観hとくに副作用は認められなかった．

　以一Lのように，全例にRU486による妊娠阻止が認

Fig．　l　Implanted　fetus（A）and　functjonal　CL（B）were

　　confirmed　under　laparotomy　on　ll　days　after

mating．　And　then　the　subjects　were　received

single　injection　of　RU486　subcutaneously．
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められた．また，RU486投与後の妊孕性について検

討した結果は，Table　2に示すとおりである．供試

した5例全例に妊娠・分娩が認められた．そのうち

4例においては，1回目の交配で妊娠を認めること

ができたが，残りの1例は，1回目の交配では妊娠

は認められず，2回目の交配で妊娠した．産子数は，

供試4例で7－一　10匹であったが，　RU486の投与量が

最も多かった60mg×3日投与の個体においては，産

子数が1匹と少なかった1また，妊娠期間は，30日

が1例，31日が3例であり，60mgを3日間連続し

て投与した個体は34日であった．なお，得られた産

子はすべて正常に発育した．

考　　察

　本研究において，RU486を皮下投与した妊娠家兎

の全例に完全な妊娠阻止が認められ，これらの家兎

は，その後も正常な妊孕性を持っていることが確認
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された．著者らは，これまでに家兎の妊娠阻止を目

的としたRU486の皮下投与において，投与量2．5mg／

rabbitの投与で供試家兎の全例に妊娠llH止を認めて

おり19〕，本研究での投与量10　一一　180　mg／rabbitはその

4・一　72倍の投与量であり，供試全例に妊娠阻止が認

められた．これらの結果をアカゲザル1－3），カニクイ

ザル5・6），ラットS），ヒト2・11“v13）の報告と比較すると，

研究者によって目的，投与方法が幾分異なるが，家

兎はRU486に対する感受1生が極めて高い動物と考え

られる．

　本研究における投与量は，妊娠阻止を目的とした

最小有効投与量より極めて多量であることから，そ

の副作用について検討するには十分な投与量と考え

られる．本研究においてRU486投与後，膣からの出

血，胎盤および胎児の娩出などの妊娠阻止にかかわ

る諸現象を認めたが，肉眼的観察においては特記す

べき副作用は認められなかった．これまで，RU486

Table　l．　Pregnancy　interruption　induced　by　subcutaneous　injection　of　RU486　after　l　l　days　of　mating

　　　　　Dose　of　No．　of　implanted　No．　of　corpus
Anim．
　　　　　RU486　　　fetuses　　　　　luteum
No．

　　　　（1ng／rabbit）

Interruption　No．　of　corpus　No．　of　follicles

of　pregancy　　　luteum　　　（35　days　after　mating）

　　　　　　　（35days　after　mating）　（over　l　mmφ）

7　　　10

12　　10
15　　　10

6　　　15

8　　　15

5　　　30

11　　30

1　　60

2　　60

3　　60

4180（60×3）

lo

9

9

10

6

4

5

10

6

11

8

13

9

13

10

9

10

8

14

8

11

8

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋〉

（＋）

（＋）

（＋）

0

0

0

3＊

2＊

3＊

0

0

0

0

0

57

9

26

12

11

13

18

9

21

18

24

＊　All　of　them　were　regressive　stage　of　corpus　luteum

Table　2．　Fertility　after　pregnancy　interruption　induced　by　subcutaneous　injection　of　RU486

Anirn．

No．

　Dose　of

　RU486
（mg／rabbit）

Interruption

of　pregnancv

Fertility　after

interruption

of　pregnancy＊

Litter　size
Gestation　period

　　（days）

6

5

2

3

4

15

30

60

60

180（60×3）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

10

8

9

7

1

30

31

31

31

34

＊：mated　about　one　month　after　confirmation　of　interrupting　pregnancy
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の副作用に関して大きな問題を提起した報告はない

が，RU486には抗糖質コルチコイド作用があり，

Bertagnaら17｝，　Healyらは16）血中コルチゾンがフィ

ー ドバック作用によって上一昇することを報告してお

り，Niemanら18｝はクッシング症候群の治療にRU486

が十分応用できることを示唆している．このような

抗糖質コルチコイド作用による副作用が懸念される

が，　Vervestら11，を初めとする多くの研究者は，　RU486

による顕著な副作用は認められないと報告している．

また，RU486はプロゲステロンおよびデキサメサゾ

ンに対してレセプターレベルで拮抗する製剤である

ため，RU486を投与する際のレセプターの分布量が

抗プロゲステロン作用と抗糖質コルチコイド作用の

発現に大きく関与しているものと考えられる．すな

わち，抗プロゲステロン作用を期待してRU486を使

用する場合には，プロゲステロンのレセプターが多

く分布している時であり，抗糖質コルチコイド作用

が発現しない投与量で抗プロゲステロン作用が期待

できるものと考えられる．よって著者らは，RU486

の副作用よりもむしろプロスタグランジン，オキシ

トシンなどを併用したときの副作用を考慮する必要

があるものと考えている．RU486と他の製剤の併用

については，Xiruiら13）がRU486とPGの併用によ

り単独投与より良好な成績を得ており，Juanら9）は

anordrinを併用することで，それぞれの単独投与よ

りもRU486およびanordrinが少量ですむことを報

告しているが，いずれも現段階では副作用は報告さ

れていない．

　RU486による妊娠阻止後の妊孕性については
Umezuら8）がラットで検討しており，性周期の回帰

は10日以降で認められ，回帰後，多くのラットが最

初の交尾で妊娠し，RU486による妊娠阻止後の繁殖

機能の回帰に副作用は認められなかったと報告して

いる．本研究においても供試家兎の全例に妊娠，分

娩が認められた．なお，RU486の投与量が最も多い

個体で産子数が1匹と少なく，妊娠期間が34日と長

かった．しかし，この個体の妊娠阻止試験における

交配後35日目の検索では完全な黄体の退行と多数の

卵胞の発育が認められており，産子数とRU486との

間には関係はないものと考えている．また．産子数

が少ない個体ほど妊娠期間が延長することが知られ

ており，この個体においても同様のことが考えられ

る．このように，家兎においてもラットと同様に妊

娠阻止後に正常な妊孕性を持っていることが明らか

になった．従って，RU486による妊娠阻止作用は一

過性のものであり，永久的な避妊効果は期待できな

い．
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　以上のように，RU486はプロゲステロンに対して

確実に拮抗する作用を示す合成ステロイドであり，

その副作用，特に妊娠阻止後の妊孕性に対して影響

を及ぼさないことが明らかとなった．よって，RU486

は獣医畜産および産科婦人科領域において広く応用

できる可能性が示唆された．

　稿を終わるに臨み，RU486を御提供頂いた

Roussel－UCLAF社およびhCG製剤を御提供頂いた
帝国臓器K．K．に感謝致します．
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kuma，　Y．：Effective　dose，　time　and　route　of

RU486　administration　to　prevent　gestatlon　ln

the　rabbit，　Advances　in　Contraception，4：25，

1988

　　Interruption　of　pregnancy

by　antiprogesterone　compound

　　　　RU486　and　subsequent

　　　　　　　fertility　in　rabbits

Tadashi　Sankai，　Tsuyoshi　Erldo，

Kiichi　Kallayama　and　Yuzi　Sakuma

　　　　Department　of　Veterinary　Physiology，

College　of　Agriculture　and　Veterinary　Medicine，

　　　Nihon　University　Kanagawa　252，　Japarl

Motoaki　Umezu　and　Junji　Masaki

　　Laboratory　of　Animal　Reproduction，

Faculty　of　Agriculture，　Tohoku　University，

　　　　　　　　　　Miyagi　980，　Japan

　　RU486　was　administered　to　eleven　pregnant　rab－

bits　in　order　to　trace　the　interruption　of　pregnancy

and　subsequent　fertility．　It　was　administered　sub・

cutaneously　with　IO　一一　180mg／rabbit　after　confirma－

tion　of　functional　corpus　Iuteum　and　implanted

fetuses　at　the　llth　day　of　pregnancy．　Five　rabbits

indicating　interrupted　pregnancy　were　mated　in

order　to　confirm　fertility　after　the　interruption　of

pregnancy．　AII　of　the　rabbits　showed　indicating

interrupted　pregnancy．　Regressive　stage　of　corpus

luteum　and　a　lot　of　follicles　were　confirmed　in　the

ovary　at　35　days　after　mating．　Normal　pregnancy

and　delivery　occured　in　all　of　five　rabbits　examined

fertility　after　interruption　of　pregnancy，　and　no

serious　side　effects　were　seen　in　this　study．　It　was

concluded　the　RU486　exerts　a　remarkable　action　in

the　interruption　of　pregnancy　in　rabbits　and　shows

no　side　effects　in　the　recurrence　of　fertility　after　the

interruption　of　pregnarlcy．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付二1990年3月7日）
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抄　　録

　ホルスタイン搾乳牛で，母一娘における卵巣機能および繁殖成績が共に明らかな130組を供試して，

嚢胞性卵巣に関する母系遺伝の可能性を検討した．

　嚢胞性卵巣の経歴を持たなかった母牛45頭の娘牛51頭は15頭（29．4％）が嚢胞性卵巣を示し，延

分娩回数139回中23回（16．6％）が，分娩から受胎するまでの期間中に発症した．一方，嚢胞性卵巣

の経歴を持った母牛73頭の娘牛79頭は49頭（62．0％）が発症し，前者よりも有意に高かった（P＜

0．001）．また，延分娩回数227回中81回（35．7％）発症して，前娘牛群のそれよりも有意に高かった

（P＜0．001）．

　本牛群の嚢胞性卵巣発症率に関する母系遺伝力4）の推定値は0．484であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，36（1）h　216－221，1991）

緒　　言

　牛は分娩後に嚢胞性卵巣を示すものが比較的多く，

牛における不妊症の主因であり，肉用牛よりも乳用

牛に多発する傾向がある1），Keslerらく1982）1）は牛

の嚢胞性卵巣について総説し，その発病率は
5．6－’－26．8％であり，治療によってあるいは自然に回

復して受胎することもあるが不受胎のまま淘汰され

るものも少なく，回復したとしても分娩間隔が延長

し，産乳量が低ドして経済的損耗率が高くなると述

べている．

　牛の嚢胞性卵巣に関する病因を分析して，Roberts

（1955）2）は牛舎内で飼養されていた冬期に多発した

といい，Marrionら（1968）3）は高泌乳牛に，　Casida

ら（1951）4）は母牛系統により，Wiltbankら（1953）5）

は主として父牛の系統によって支配されたと報告し

ている．けれども後者の遺伝説には異論があり，他

の要因として高蛋白飼料，栄養不足によること等が

考えられているが，嚢胞性卵巣の原因とその発生機

序についてはまだ不明な点が多い1〕．

　また発病に関する検査期間が分娩後60日間の短期

に限定したもの6｝あるいは調査対象が行動や性周期に

異常を伴うもの4），応診の依頼があったもの2）など，

調査方法についても研究者の閲で相違しており，そ
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の発病率は十分明らかでないように思われる．

　著者ら7）はホルスタイン種の搾乳牛を，分娩後から

受胎までの期間に亘って調査して，その発病率は

21～42％で，冬季分娩したものに有意に高かった．

また，発病期間は分娩後40　一一　70日間に多発したが，

その後300日間にも亘って分散していたので，今回

は同様に検査して，牛の嚢胞性卵巣の発生が母系遺

伝に原因する可能性があるか検討したので報告する．

実験材料および方法

1．実験牛

　本実験に供した牛群はいずれもホルスタイン種の

搾乳中の雌牛で，山口市近郊のN地区における7戸

の酪農家で各10　・一　25頭，合計常時約100頭飼養され

ていた牛群のうち，1980年1月から1989年12月末

までの10年間に飼養されていた，母と娘牛の卵巣機

能と繁殖成績がともに明らかな130組のものである．

家畜改良事業団の牛群改良事業に参加して，生涯乳

量検定を受けていた娘牛125頭の305日，成牛補正，

4％FCM乳量の平均は7，228　kg（SD　823　kg）であ

り，いずれも山口県酪連指導所の指示により，ほぼ

一様に飼養管理されているもので，栄養状況は優良

と判断でき，卵巣機能に異常を示すものが含まれて

いた他には，健康状態その他に異常を認めなかった

ものである．実験期間中に淘汰された個体について

は，胃腸障害あるいは蹄病などの疾病に原因したも

のがあったため，最終産次の資料は実験材料から除

外した．

2．方法

　1）資料の採取

　卵胞の直径を，直腸検査法によって指巾と比較し

て推測した値と超音波診断装置を用いて測定した結

果と比較して，約10％の誤差の範囲内で一致してい

たので以下の調査を行った．

　2週間間隔に農家を回診して，牛群全頭数につい

て，直腸検査を分娩直後から胎膜を触診して妊娠を

確認するまで継続して実施し，卯巣および子宮を触

診してその形状を図示して，その他に発情徴候，授

精状況および健康状態を聞き取り調査して記録して

分析資料を採取した．なお，本報で嚢胞性卵巣とは

直径25mm以上の卵胞が片側あるいは両側卵巣に1

～ 数個存在し，10日間以上排卵がなく，黄体を触診

しなかったものである．また15mm以上の卵胞が3

個以上存在し，10日間以上排卵がなく，黄体も認め

なかったものは小型多嚢胞性卵巣として前者と区別

して資料を採取した．

　触診によって卵胞と黄体との区別が困難な場合に

は，18G注射針を用いて膣壁を介して穿刺すること

によって両者を区別した，

　2）統計処理

（1）母牛に嚢胞性卵巣の経歴があったか否かによって

区分した，各娘牛群の産次に伴う分散は，同数のn

個を持つ，対応の無い場合の分析法によってF検討

を行った．

（2）娘牛群の産次の変動に伴う嚢胞性卵巣発症率の相

関は，積率相関係数を求めて評価した．

（3）各産次間における初回発病率の差に関する異質成

分の検定は，異質性のためのX2検定法：X2＝（Σai

pi－Ap）／p　q，ただし，　Aは発病総頭数，　aiは各産

次の発病頭数，piは各産次の発病頭数比，　Pは発病

頭数比の加重平均；によって行った．

（4）遺伝力に関する分析は，Casidaら（1951）4〕が，　Lush

（1950）の乳房炎に関する遺伝的素因分析法を応用し

て，嚢胞性卵巣に関する分析を行ったので，その適

応性を検討して実施した．

実験結果

1．娘牛の産次別頭数の分散と嚢胞性卵巣発病率の

変動

　母一娘牛130組のうち，姉妹あるいは3姉妹が含

まれていたため，その内訳は，母牛がしばしば嚢胞

性卵巣を示したもの73頭に関するその娘牛は79頭

で，実験期間中に延227回分娩した．一方，嚢胞性

卵巣の経歴が無かった45頭の娘牛51頭は延139回

分娩した．

　しかし10年間の実験期間中に1産不妊，2産不妊

のために淘汰されたものがあり，実験開始時にすで

に経産であったものあるいは妊娠中に実験期間が終

了したものがあり，実験期間中における各個体の分

娩回数は同一ではなかった．したがって，母牛の嚢

胞性卵巣経歴の有無によって2群に区分し，両群の

娘牛に関する産次別延分娩回数の分散を分析した結

果は表一1に示したとおり，嚢胞群（B）は初産60

例～S産次は3例，非嚢胞群（C）は初産次34例～8

産は1例まで相違していた．両群の分散を比較した

結果はF＝3．092，P＞0．05で，同一母集団に属する

と見て良いことが示されたので次の分析を行った．

　BとC群の娘牛をこみにし，嚢胞性群bとcを加

えてこみにして，娘牛頭数に対する嚢胞性卵巣牛発

病率の産次に伴う変動を調べた結果は表一1のaに

示したとおり，初産次18．1％から8産次の50％ま

で，産次数が増加するに伴って発病率が高くなり，

両者の相関係数はγ＝O．878であった．

2，嚢胞性卵巣経歴の有無別母牛群の各娘牛発病率
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の比較

　嚢胞性卵巣発病率は産次が増加するに伴って高く

なったが，両娘牛群の産次別分散には5％水準で有

意差を認めなかったので，両娘牛群の頭数別および

総分娩回数別発病率の差異をカイ自乗検定によって

2×2表を作製して比較した結果は表一2に示した．

　嚢胞性卵巣の経歴を持った牛の娘79頭，同経歴を

持たない牛の娘牛51頭の実験期間中における発病率

はそれぞれ62．0％，29．4％であり，前者が有意に高

かった（P＜0，001）．また前者の総分娩回数227回

のうち，分娩後から受胎するまでの期間内に嚢胞性

卵巣を認めた回数は81回であった．後者の発症は139

回中23回であり，両者の発病率はそれぞれ35．7％，

16．5％で前者が有意に高かった（P〈0．001＞．

3．産次に伴う嚢胞性卵巣の初回発病率の比較

日不妊会誌　36巻1号

　初産次から実験に供した娘牛113頭について，前

産次までに発病したものを除外して，各産次間にお

ける初回発病率の変化を調べた結果は表一3に示し
た．

　延分娩回数307回のうち発病した回数は56回であ

った．各産次における発病率は1産次から6産次ま

で最高25％から10％まで変動し，7，8産次に発

病したものは無かった．初回発病率の加重平均は18。2

％であった．しかし初回発病率とともに娘牛の頭数

も各産次間で大きく相違していたため，各産次にお

ける初回発病率の差について異質成分に関する検定

を行った．その結果はX2＝4．97，　P＝0．67であり，

その成分値は大きくなかった．このことは，産次数

が増加することに伴ってあるいは生存時間が延長す

ることによって発病率が高くなることを示しており，

Tableユ． P・・P・・ti・n・f・ysti・・va・i・n　di・ea・e　a・d　va・ia・ce　i・d・・ght・・c・w・f・・m・y・ti，　and。。n．cy、ti、　d。m、

classified　on　the　basfs　of　parities．

Cystic　dams Non－cystic　dams

Order　no．　Pa「ity

（A）

Total　no．

daughters

　（B）

Total　no．

　cystic

　（C）

Total　no．

daughters

　（b）

Total　llo．

　cystic

　（c）

Proportion

　cystic

（a＝C十c／B十b）

　　　　1

　　　　2

　　　　3

　　　　4

　　　　5

　　　　6

　　　　7

　　　　8
All　no，　of　parities

60

54

42

28

22

12

　6

　3

227

16

20

21

8

8

3

3

2

81

34

32

25

19

16

　9

　3

　1

139

1

4

5

7

5

1

0

0

23

0．181

0．279

0．388

0．319

0．342

0．191

0．333

0．500

0．284

Comparison　of　B　and　b　variances；F＝3．092　P＞0．05．

Product　moment　correlation　coefficient，　A　and　a；r＝0．878．

Table　2・Chi－squ・・es　c・m…i・…b・・ween・h・・w・P・・P…i・n・・f・y・・i・daugh…c・w・f・・m　cy，・i、　a。d。。n，c，，，ic

　　　　dams．

Cystic　dams Non－cystic　dams

Daughters
　（no．）

Cystic
（no．）

Proportion

　（％）

Daughters
　（no．）

Cystic
（110．）

Proportion

　（％）

79 49 62．03＊＊＊ 51 15 29．42

Total　no，

parities

Total　no．

　cystic
Prc）portion（％）

Total　no．

parities

Total　no．

　cystic
Proportion（％）

227 81 35，68＊＊＊ 139 23 16．55

＊　；asignificant　difference（＊＊＊：P＜0．001）

麗。：臨黙゜fthe°va「ies　we「e　checked　at・eg・1・・b－kly　f・・p・・tp・・t・m　ln…val・t…ncept1・n
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Casidaら4）が明らかにした成績と傾向が一致していた．

4．嚢胞性卯巣の母系遺伝力の推定

　嚢胞性卵巣の発病率は産次の増加に伴って高くな

ることが明らかになったので，母一娘牛の産次数を

同数に調整して，すなわちいずれか産次数の少ない

方に合わせて，過剰な産次は材料から除外して，各

組における母牛の嚢胞性卵巣経歴の有無によって区

分し，両群における娘牛の発病率を比較した結果は

表一4に示した．

Table　3．　Daughter　cows　showing　initial　occurrence

　　　　of　cystic　ovaries　by　a　given　number　of

　　　　parity　in　the　herds．

Order　no．　of　Total　no．　of　No．　of　Proportion

　parity　　　dauters（a）　cystic（b）　　　cystic

0．150

0．202

0．256

0．148

0．211

0．100

0．0

0．0

0．182

　嚢胞性群の娘牛53頭は初産時に発病しなかったが，

2産次から8産次までは発病し，発病頭数比の加重

平均値は0．623であった．非嚢胞性群の娘牛60頭に

関する発病頭数比の加重平均値は0．400であり，両

平均値の偏差0。242を2倍して，娘牛の嚢胞性卵巣

発病に関する母系遺伝力を推定4）した結果はO．484で

あった．

17

17

13

4

4

／

O

O

56

考　　察

　　1

　2
　3
　4
　　5

　　6

　　7

　　8

AII　total

113

84

49

24

19

10

　4

　1

307

Heterogeniety　X2　test：X2＝4．97，　P＝0．67，

（a）：No．　cows　passing　through　a　given　parity，

　　excluding　those　which　had　become　cystic

　　prior　to　that　a　parity．

（b）：No．　cows　not　previously　cystic　becoming

　　cystic　for　first　time　in　a　given　parity．

　本実験の結果では，牛の嚢胞性卵巣に関する病原

の1つに母系遺伝によるものの存在が示された．同

様な知見はCasidaら（1951）4｝も得ておt）　，彼らが

得た遺伝力0．432は本報における同推定値0．484と

ほぼ一致している．しかし，初回発病頭数比0．058，

嚢胞性母牛群の娘牛に関する発病率31％，非嚢胞性

母牛群の娘牛の発病率9．4％と比較して，本報の成

績では，それぞれ0．182，62．3％，および40．0％で，

前者の値よりも約2倍以上高かった点Casidaらの成

績と相違していた。この相違は，著者らは分娩後2

週間間隔に受胎を確認するまで継続して検査したの

に対して，Casidaらは交配期間中において，発情徴

候あるいは性周期に異常が認められたものについて

のみ供試したことによる検査方法の相違に関係して

いるように思われる．Whitmoreら（1974）8）は乳牛

の嚢胞性卵巣が発生する時期について，その71％は

分娩後45日以内に発生し，多くは初回排卵前に起こ

ったと述べている．Marrionら（1968＞3｝の報告では，

初回発情時に20％発生したが，2周期目では7％，

3周期目には6％に減少している．この発病時期に

Table　4． Daughter　cows　from　cystic　and　non・cystic　dams　using　equal　numbers　of　parities　in　the　herds　for　dams

and　daughters．

　No．　of　parities

used　in　classifying

daughters　and　dams

Cystic　dams Non－cystic　dams

Daughters　　Cystic　　Proportion　　Daughters
　（no．）　　　　　　（no．）　　　　　cystic　　　　　　　　（no．）

Cystic　　　Proportion
（no．）　　　　　　cystic

　　　　1

　　　　2

　　　　3

　　　　4

　　　　5

　　　　6

　　　　7

　　　　8

All　no．　of　parities

4

11

17

5

8

5

2

1

53

0

8＊

11

3

4

4

1

1

33

0．0

0．727

0．706

0．600

0．500

0．800

0．500

1．000

0、623

14

16

10

5

8

4

2

1

60

3＊

3

6

4

6

2

0

0

24

0．214

0．188

0。600

0．800

0．750

0．500

0．0

0．0

0．400

＊：daughters　which　became　cystic　at　least　once　during　the　span　of　life　she　had　spent　in　the　herds，

Heritability　of　the　occurrence　of　cystic　ovaries　was　estimated4）as　O、484．
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ついて著者らの分析では，本報の目的ではなかった

ので示さなかったが，発病率の50％は分娩後100日

以内に，残る50％は101日から300日間に発病して

いる（未発表）．

　Morrowら6）は分娩60日間，　Whitmoreら8）は初回

授精までの期間に限って検査しているので，その後

の発症例については明らかでない．本報では，前者

のそれらよりも本症発病の実態をより詳細に明らか

にできたように思われる．

　Wiltbankら（1953）5）は父系遺伝した例を報告し

ている．本報の結果では，非嚢胞性母牛群の娘牛が

40％発病した．このことを母系遺伝以外にも病因が

存在することを示唆しているように推察される．本

症に関するその他の病因として，Casidaら4）は高蛋臼

飼料あるいは低栄養に原因したGarmら（1949）の

成績を引用している。Johnsonら（1966）　9｝，　Marrion

ら（1968）3）は高泌乳牛に多発したと述べている．

　栄養との関連において，近年，牛の飼料事情は著

しく好転しており，飼料不足に原因するよりもむし

ろ高泌乳能力のために産乳量に見合った栄養を摂取

できない実態がある．

　本実験牛群では不定期であるが，血中グルコース，

BUN，　PおよびCa値ならびに蛋白濃度を測定して

おり，これらはおおむね正常値の範囲内にあるが，

高泌乳時のHT値はしばしば25～28％に低下してい

る．吉目木ら（1986）1°）は1日当り30kg以上泌乳し

ている乳牛では飼料要求量に対して栄養摂取量が

DCP，　TDN共に負になることを明らかにしている．

　しかし，最高日量40～55kg泌乳する牛であっても

5年間に5産するものもまれでないので，泌乳量や

栄養原因説には異論がある．Roberts（1955）2｝は冬

季問に牛舎内で飼養されている牛群に多発したと述

べている．著者ら（1987）7）も9月から翌年の2月ま

でに分娩した牛に発病率が有意に高かったことを報

告している．

　Keslerら（1982）1｝は牛の嚢胞性卵巣について総説

し，高泌乳が嚢胞性卵巣の原因であることよりも，

発病した結果として起こるホルモン異常に継続して

泌乳量が増加すると推考している．また牛の嚢胞性

卯胞はGn－RH，　LHあるいはHCGを投与すれば排

卵することから，卯巣あるいは下垂体前葉の異常に

原因するよりもむしろ視床下部の機能不全に主な原

因があり，この点については多くの研究者によって

意見が一致しているが，後者の視床下部に機能異常

が起こる原因についてはまだ究明されていないと述

べている1川．しかし本報の結果では，母牛が嚢胞性

病歴を持っていたものと持っていなかった両群の娘

牛に関する発病率を比較して，発病頭数比において

あるいは延分娩回数に関する発病回数比においてい

ずれも前者が有意（P＜O．OOI）に高かったこと，遺

伝力推定値もO．484であったことからみて，母系遺

伝性も本症発病に関する一原因であることは確信し

て良いように思われる．なお本報では小型多嚢胞性

卵巣例を含めたが，小型例の発生は微かに3例であ

り，いずれも産次間で大型と交互に発症したために

発病頭比に影響しなかった．

文　　献

1）Kesler，　D．　J．and　Garverick，　H．　A．：Ovarian　cysts

　　in　dairy　cattle（a　review），　J．　Animal　Sci．，55：

　　1148，1982
2）Roberts，　S．　J．：Clinical　observations　oll　cystic

　　ovaries　in　dairy　cattle，　Cornell　Vet．，45：497，

　　1955
3）Marrion，　G．　B．　and　Gier，　H．　T．：Factors　affecting

　　bovine　ovariarl　activity　after　parturition，　J．

　　Animal　Sci．，27：1621，1968

4）Casida，　LE．　and　Chapman，　A．　B．：Factors

　　affecting　the　incidence　of　cystic　ovaries　in　a

　　herd　of　Holstein　cows，　J．　Dairy　Sci．，34：1200，

　　1951
5）Wiltbank，　J　N，　Tyler，　W．　J．　Casida，　L　E．，

　　Fosgate，0．　T．and　Sprair1，0．　G．：Astudy　of

　　atretic　large　follicles　in　six　sire－groups　of

　　Holstein－Friesian　cows，　J．　Dairy　Sci．，36：1077，

　　1953
6）Morrow，　D．　A．，　Roberts，　S．　J．，　McEntee，　K．　and

　　Gray，　H．　G．：Postpartum　ovarian　activity　and

　　uterine　involution　in　dairy　cattle，　J．　A．　M．　A．，

　　149：1596，1966

7）菅　徹行，中嶋純男：ホルスタイン搾乳牛におけ

　　る卵巣機能と受胎力に及ぼす分娩季節の影響，西

　　口本畜産学会報，30：60，1987
8）Whitmore，　H．　L．，　Tyler，　W．　L．　and　Caside，　L．　E：

　　Incidence　of　cystic　ovaries　in　Holstein－Friesian

　　cows，　J．　A．　V．　M，　A．，165：693，1974

9）Johnson，　A．　D．，　Legates，　J．　E，　and　Ulberg，　L．　C．：

　　Relationship　between　follicular　cysts　and　milk

　　production　in　dairy　cattle，　J．　Dairy　Sci．，49：865，

　　1966

10）吉目木勝策，中尾繁彦，森好政晴，河田敬一郎：

　　高泌乳牛における分娩後の栄養水準と卵巣機能回

　　復状態との関係，日畜会報，57：553，1986
11）Kesler，　D．　J．，　Garverick，　H，　A．，　Bierschwal，　C．

　　J．，Elmore，　R．　G．　and　Youngquist，　R．　S．：Re－

　　productive　hormones　associated　with　normal

　　and　abnormal　changes　in　ovarian　follicles　in

　　postpartum　dairy　cows，　J．　Dairy　Sci．，62：1290，

　　1979



平成3年1月1日

Genetic　factor　of

dams　on　illcident

　　　　of　cystic　ovaries

in　Holstein　milking　cows

　Tetsuyuki　Suga，　Akira　Nakagawa，

Hirofumi　Yoshimura　and　Hitoshi　Ueda

　　　Laboratory　of　Veterinary　Reproduction，

Faculty　of　Agriculture，　Yamaguchi　University，

　　　　　　　　　　Yamaguchi　753，　Japan

　　An　attempt　was　made　to　evaluate　the　daughter－

dam　　association　for　the　occurrence　of　cystics

ovarles．

　　The　study　was　based　on　the　ovarian　activitles

during　postpartum　period　to　conception　of　l30

daughters　from　cystic　and　non・cystic　dams　in　7

Holstein－Friesian　herds　for　a　10・yr．　interval．　These

were　all　commercial　dairy　herds　that　varied　in　size

from　10　to　25　milking　cows．　The　condition　of　the

菅　他 （221）　221

ovaries　were　checked　by　rectal　examination　at

regular　bi－weekly　for　intervals　from　postpartum　to

conceptlon．

　　Ovarian　cysts　were　detected　as　follicular

structures　of　at　least　2．5　crn　in　diameter　that　persist

for　at　least　14d、　in　the　sbsence　of　a　corpus　luteum．

　　The　incidence　of　cystic・ovary　increased
significantly　as　35，68　percent　of　a　total　227　parities

in　the　group　of　daughters　from　cystic　dams（p＜O．

001）and　62．03　percent　of　79　animals　that　were　cystic

at　least　once　in　the　span　of　each　individual　spent　in

the　gruop（p＜0．001）when　compaered　with　the　group

of　daughters　from　non・cystic　dams　that　had　shown

cystic　ovaries　in　16．55　percent　of　l39　parities　and　29．

42percent　of　51　animals．

　　Heritability　of　the　occ1ユrrence　of　cystic　ovaries

sometime　during　life　was　estimated　for　these　herds

asO．484．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年2月20日）
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地方部会講演抄録

第108回　関西不妊集談会

日　時平成2年3月10日（十）
場　　所　三和科学研究所

1．腹腔鏡検査後の自然妊娠について

　　　　　　　足立和繁・倉智博久・西山　茂

　　　　　　　天川一郎・渡辺明敏・中室嘉郎

　　　　　　　　　　　　（大阪府立病院産婦）

　腹腔鏡検査は不妊症の検査として必須の検査とな

りつつあるが，検査後の自然妊娠も最近洋目されて

いる．

　今回1989年3月から10月までに当科で施行した

20例の不妊症患者に対する腹腔鏡検査の成績につい

て報告する．症例の内訳は原発性不妊16例，続発性

不妊4例で平均年齢29．8歳，平均不妊期間は3．3年

であった．

　検査の適応は①HSGまたはRubin　test一ヒ，異常

所兇を認めたもの13例，②長期イく妊症例4例，③

PCOに対する卵巣焼灼目的2例，④その他1例であ

った．①②の適応で検査を施行した17例中ll例に

は異常所見を認めなかつた．この11例のうち4例に

術後自然妊娠が成立した．また③のうち1例にも術

後自然排卵，妊娠が成立した．しかし，①②のうち

残り6例には卵管周囲癒着，子宮内膜症や子宮筋腫

等の不妊原因を認め，この6例には術後妊娠成立を

認めていない．

2．卵胞発育モニタリングの検討

　　　　　　　山辺晋吾・古川和典・林　茂樹

　　　　　　　永田典昭・林　　要

　　　　　　　　　　　　　　（恵生産婦入科）

　　　　　　　片山和明・望月眞人

　　　　　　　　　　　　　　　（神戸大産婦）

　IVF－ET患者のモニタリングを通じて発育卵胞の評

価につき検討した．

対象・方法：昭和63年一“平成1年に当院で行った

IVF－ETの中でclomid＋HMG（CC：31例〉および

buserelin＋HMGのlong　term法（LT：22例）を

用いた53例を対象とした．モニタリングは外来にて

簡便に行える経膣超音波による最大卵胞の直径（FD）

の計測と早朝尿中estrogen（UE：ハイエストロテッ

ク）を指標とした．

結果・考察：受精卵の得られた症例では，hCG投与

日から逆算してFDは約2．0　mm／dayの発育速度を

示し，UEは26．5ng／dayでヒ昇し，受精卵の得られ

なかった症例に比べ，成長速度の早い傾向があった．

また，CCの症例ではFDは2．1　mm／day，　UEは23．1

ng／dayで上昇を示すのに対し，　LTではFDは1．8

mmg／dayでCCに比べて発育速度が緩やかであるに

もかかわらず，UEは31．3ng／ml／dayと，早い上昇

速度を示した．これはLTではCCに上ヒベ採卵個数が

多いことにも示されるように，発育卵胞数の違いが

原因であると考えられた．

3．LH－RH　agon董stを使用したIVF・ET

　　　　　　　脇本　博・須野成夫・佐田博之

　　　　　　　徐　東舜・加藤浩志・深見和之

　　　　　　　　　　　　　（愛染橋病院産婦）

　　　　　　　鈴木敏之　　　　　　（鈴木産婦）

　体外受精・胚移植法による妊娠成str．の鍵はまず第

1に良質の卵を得ることと言われている．一一般には

広くhMG・hCG療法によって排卵誘発を行い，卵胞

径，血（尿）中E2，　tfiL（尿）中LHを測定して，　hCG

投与時期，採卵時期を決定している．しかし厳密に

卯胞のモニターを行っているにもかかわらず，pre・

mature　LH　surgeが症例の約20％に発生する．そ

のため，採卵時期を逸したり，採卵しえても過熟卯

であったり，またそれを恐れるあまり，早い時期に

未熟卵を採取したりする事がある．卵の質を明示す

るパラメーターが明らかでない現在，未熟卵に対す

る前培養の時問をどの程度にするか判然としないの

が現状である．今回，私達はLH－RH　agonist（Buser－

elin）を使用し，上記のような困難を感ずる事なく，

成熟卵を7個採取し，胚移植を行い，双胎妊娠の成

ttlをみた症例があるので報告する．

4．京都大学におけるウシIVM－IVF・ET

　　　　　　　加藤博己・内海恭三・入谷　明

　　　　　　　　　　　　（京都大農学部畜産）

日的：近年ウシ体外受精法の発達に伴い，卵胞卵f

から産子が得られているが，その率はまだまだ低く

安定していない．本研究は高率で安定して胚盤胞が

得られる体外受精系の確立を目指して行った．
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材料および方法：卵巣よりGV期卵胞卵子を採取し，

M199十10％FCS十Hormone（LH　10μg／m1，　E　21

μg／ml）の成熟培地で26時間培養して成熟させた，

凍結融解精液をヘパリン10μg／mlを含むパーコール

液で1回洗浄し，成熟卯子を含む受精培地（BO液＋

BSA　3　mg／m1十ヘパリン10μg／m1）に3×106精fコ／

mlの濃度に調整した精子を入れて受精した．受精後

18時間に卵子に付着している精子および卵丘細胞を

除去した．さらに，その卵子をM199＋10％FCSの

発生培地中で1×106cell／mlの濃度で単層培養した

穎粒膜細胞と10日間共培養して胚盤胞を得た．

結果：成熟率は，100％，受精率は98％であった．

受精後48時間での3－4cellへの発育は30％，6－

8cel1への発育は25％であった，また，胚盤胞への

発育は13％であった．

5．体外受精・胚移植報における培養液の分析

　　（Human　Tubal　Fluidを用いて）

　　　　　　　森本義晴・桑名博士・牧野滋

　　　　　　　高司　豊・宮田広敏・長尾幸一

　　　　　　　小山竜一・森本武晴

　　　　　　　（河内総合病院産婦体外受精室）

　　　　　　堀越順彦・椹木　晋・椹木　勇

　　　　　　　　　　　　　　（関西医大産婦）

　体外受精プログラム上，成功の鍵を握る幾つかの

要因のうちでも，最も重要なのは培養液作製である．

当院では，逆浸透装置，2段蒸留装置，ミリQ－SP，

限外濾過膜を使って得られた18MΩ程度の超純水を

用いてHuman　Tubal　Fluidを作製している．Buffer

としては，Hepesを加えたHTF液を用い，媒精用，

培養用，胚移植用には各々，10％，20％，50％の非

働化血清を添加して使用している．

　1989年2月から11月までに，体外受精・胚移植法

を施行した症例について培養液の分析を行った．す

なわち，各段階での培養前と培養後の液および卵胞

液にっいて浸透圧，pH，　PO2，　PCO2，　Glucose，　Na，

K，Cl，　Ca，　Mg，　Pの各要素について測定した．

　今回，これらのデータを分析し，超純水作製法に

ついて若干の考察を加えたので報告する．

6．抗精子抗体保有不妊婦人の長期予後調査

　　　　　　　加藤宗寛・大橋一友・脇本昭憲

　　　　　　　谷口　武・亀田　隆・古山将康

　　　　　　松崎　昇・佐治文隆

　　　　　　　　　　　　　　　（大阪大産婦）

　　　　　　都竹　理　　　　　　（都竹産婦）

目的・方法：不妊症の中で，抗精子抗体を有する患
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者は，難治性であるといわれている．我々は，当院

で精子不動化試験を行った564名の不妊婦人の不妊

歴，治療経過，治療成績について検討を加えた．

結果：（1）不妊婦人564名中，73名（12．9％）が精子

不動化抗体陽性であった，（2）精子不動化抗体陽性患

者は不妊期間，治療期間ともに陰性患者に比べて有

意に長期にわたる者が多かった．不妊期間100か月

以上の長期不妊患者についてみると，20．9％が精子

不動化抗体陽性であった．（3）陽性患者の妊娠率は6．8

％で，陰性患者の22．4％に比して低かった．（4）精子

不動化抗体陽性患者の中で，5例が妊娠した．その

内容は，2例がIVF・ET，1例がGIFT，2例が抗体

価自然低下後のAIHによる妊娠であった．

考察：精子不動化抗体を有する不妊婦人は難治性で，

通常の不妊治療では妊娠しにくい．抗体化の推移を

追いながら，IVF－ET等を積極的に行うことが望まし

い．

7．当科におけるIVF・ETの受精率に与える

　　男性因子の影響について

　　　　　　　福岡正晃・大野洋介・北脇　城

　　　　　　　田村尚也・岡田弘二

　　　　　　　　　　　　　（京都府立大産婦）

　1988年11月より1989年12月までに行ったIVF－

ET　72回の採卵例につき，その受精率に与える男性

因子の影響につき検討を加えた．採取卵のすべてに

受精の成立しなかった症例の割合は，精子数でみる

と5000万／m1未満（15例）で67％，5000万／ml以

上（57例〉で32％であった．運動率では，これらの

割合は，50％以下（28例）で57％，55％以上では

32％であった，swiln　up処理後の精液所見からは，

精子数1000万／ml未満（21例）で67％がまったく

受精せず，1000万／ml以上5000万／ml未満（33例）

ではこれらは36％，5000万／ml以上（20例）ではこ

れらはわずかに10％であった．swim　up処理後の精

子運動率から見ると，60％以下の例（5例）では1

例も受精卵を得ることができなかった．また個々の

受精率に与えるこれらの因子の相関行列からみても，

処理後の精子数・精子運動率により影響されると考

えられた．受精率には男性因子の影響の強いことが

示唆された．
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8．体外受精時の乏精子症例における受精成績の

　検討
　　　　　　奥田弘賢・宮崎和典・鈴木佳彦

　　　　　　太田栄・杉山修成・金子卓嗣

　　　　　　坪倉省吾・福田吉彦・杉本　修

　　　　　　　　　　　　　　（大阪医大産婦）

目的：体外受精・胚移植（IVF－ET）の適応の一つと

して乏精子症が挙げられるが，成績は必ずしも良く

ない．そこで，当科のIVF－ET症例のうち乏精子症

例について，その受精に影響を及ぼす因子について

検討した．

方法：当科のIVF－ET症例のうち乏精子症16例22

周期を，受精不成功群9例13周期〔（一）群〕と受

精群9例9周期〔（＋）群〕に分け，両群の精液所見，

採卵受精成績，内分泌動態を比較検討した，

結果：匝1収卵数の平均は（一）群3．5個，（＋）群は

4．0個で差はなく，（十）群の受精率は45％であった．

HCG投与時のLH値は（＋）群の9．5に比し．（一）

群は31　．3　mlU／mlと高値であった．精子濃度，運動

率は，（＋）群の10．9×106／ml，45．3％に比べ，（一）

群では9．7×106／ml，35．5％と，さらに不良であっ

た．swim　up処理後の運動率は，（＋）群では53．1

％まで上昇したが，（一）群では処理後も運動率の改

善を認めなかった，

結語：（一）群では何例かでLH　surgeが関与した

と考えられた．（＋）群では不良ながらも精液所見が

（一）群より良好であり，今後の精子処理方法の改善

が望まれた．

9．マウス初期胚発育に与えるマウス子宮腔液の

　影響
　　　　　　後藤康夫・野田洋一・森　崇英

　　　　　　　　　　　　　　　（京都大婦産）

目的：初期胚発育の場である子宮内環境を解析する

ことを目的として，マウス子宮腔液のマウス初期胚

発育に与える影響を検討した，

方法：①，ICR系幼若雌マウスを過排卵処理し，同

系雄マウスと交配させたのち8－cel1およびblastocyst

を採取した。②，同系雌マウス子宮のPBSによる灌

流液を純水に対して透析したのち，凍結乾燥し，

macromolecular　componentsを得た．③，②で得た

macromolecular　componentsをO．1％およびBSA

をO．3％含んだBWW液で胚を培養し，24時聞毎に

胚の形態を観察した．対照群として，0．4％BSA添

加BWW液で胚を培養した（37℃，5％CO2　i’n　air）．

結果：①，8－cellの培養：培養後48　h，72　hにおけ
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る胚の卵孚化率は，実験群で各44．7％，70．8％と，対

照群の各19．7％，53．9％に比し有意に高かった（P＜

0．01）．②，blastocystの培養：培養後24　h，48　h

における胚の卿化率は，実験群で各60．2％，91．4％

と対照群の各33．3％，70．4％に比し有意に高かった

（P〈0．01）．

考察：マウス子宮腔より得たmacromolecular　com・

ponentsは，8－cell以降の胚に対しては促進的に働く

と考えられた．

10．ヒト黄体中vitamine　Eおよびcarotene濃度の

　　推移について

　　　　　　　横江保彦・竹中　章・笠原一彦

　　　　　　　須戸龍男・占田吉信

　　　　　　　　　　　　　　（滋賀医大産婦）

緒言：我々は既に，過排卵処理幼弱ラットの黄体形

成過程で多量のvitamine　E（V．　E）が卵巣中に取

り込まれる事を明らかとした．今1画Lこの様な抗酸

化物質の卵巣における役割を明らかとする目的で，

ヒト黄体を用い，V．　E．と共に抗酸化物質として知ら

れるcarotene（CR）濃度を測定したので報告する．

材料および方法：子宮単純全摘術を受けた月経周期

が正常と考えられた婦人より黄体を得た，黄体は

homogenize後，　hexane－ethanol（1：5）でV．　E

およびcaroteneを抽出し，HPLCで分離・定量した．

結果および方法：赤体期には，V．　E．およびCR濃度

は共に低いが，その後V，　E．濃度は急激に増加し，early

luteal　phaseで既にmid－luteal　phaseと1司爺喪の濃度

を示し，CR濃度はmid－luteal　phaseで初めて最大

となった．late　luteal　phaseには両者とも，急激に

減少した．以上から，これらの抗酸化物質はステロ

イド合成および黄体の退縮に関連するものと考えら

れた．

11．ウシ穎粒層細胞のLHレセプター数およびス

　　テロイドホルモン分泌に及ぼすコルチゾール

　　の影響

　　　　　　　川手憲俊・稲葉俊夫・森　純一

　　　　　　　　（大阪府大農学部獣医学教室）

　ウシ卵巣嚢腫の発生原因の一つとしてストレスの

関与が報告されている．今回の報告ではコルチゾー

ルの卵胞機能への直接的影響を調べるために，ウシ

卵胞穎粒層細胞の培養系を用いて検討した．

　食肉処理場において解体直後の雌ウシから卵巣を

採取した．穎粒層細胞は直径が7mm以下の小型卵

胞から採取し，Dulbecco変法のEagleとHa1ηF42

の混合培養液にFSH（100　ng／ml），テストステロン
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（2μM）およびコルチゾール（0－一一10μM）を添加

して，8日間培養を行い，細胞のLHレセプター数

ならびに培養液中にエストラジオールー17βおよび

プロジェステロン量を調べた．

　その結果，LHレセプター数は0．1および10μMの

コルチゾール添加群で有意に減少した（P＜0．05）．

培養液中エストラジオールー17β量はO．1μMのコ

ルチゾール添加群で減少する傾向を示し，10μMの添

加群では有意に減少した（P＜O．05）．一方，プロジ

ェステロン量は0．1μMのコルチゾール添加群では対

照群に比較して有意な差は認められなかったが，10μM

の添加群ではやや増加する傾向を示した．

　以上の結果より，コルチゾールは卵胞の穎粒層細

胞のLHレセプター数を減少させ，同時にエストラ

ジオールー17βを分泌を抑制することが示唆された。

12．精巣腫瘍患者における後腹膜リンパ節郭清術

　　と射精機能障害との関係について

　　　　　　　高崎　登・栃波博一・清水　篤

　　　　　　　上野信之・平井　景・福原雅之

　　　　　　　宮崎　重　　　（大阪医大泌尿器）

はじめに：精巣腫瘍患者に対する後腹膜リンパ節郭

清術の最大の合併症は術後の射精障害である．われ

われは，術後射精機能を調べえた49例（両側郭清40

例，右側郭清5例，左側郭清4例）の精巣腫瘍患者

を対象として，郭清範囲と射精機能および後腹膜腔

交感神経（左側方線維群，右側方神経群，上一下腹

神経叢）損傷との相互関係について調べ，射精機能

を保存した後腹膜リンパ節郭清術について検討した．

結果：上一下腹神経の損傷を受けたと考えられるも

のではserninal　emissionの消失がみられた．一側の

側方線維群のみ損傷したと考えられるものでは射精

障害は起こらなかった．両側の側方線維群の損傷を

受けたと考えられるものはseminal　emissionは保存

されるが，前方射出は起こらず逆行性射精が起こっ
た．

結語1射精機能を保存するためには，上一下腹神経

と少なくとも一側の側方線維群を損傷しないように

することが必要である．

13．Young症候群の2例
　　　　　　　松田公志・堀井泰樹・吉田　修

　　　　　　　　　　　　　　（京都大泌尿器）

　精巣上体での閉塞による閉塞性無精子症に，副鼻

腔炎や気管支拡張症などの気道疾患を合併する

Young症候群2例を経験したので報告する．

　症例1：34歳，副鼻腔炎の既往あり．閉塞性無精
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子症の診断にて精巣上体精管吻合術（Silber’s

specific　tubule法）を施行．両側とも精巣上体頭部

で精子を確認したが運動性（一），術後も無精子症で

ある．気管支造影にて両肺野に禰慢性の気管支拡張

症を認めたが，気道線毛の構造は正常であった．

　症例2：30歳，気道疾患の既往なし，閉塞性無精

子症にて精巣上体管吻合術（Side・to－end法）施行．

両側とも精巣上体頭部にて運動性ある精子を確認，

術後8×106／mlの運動性ある精子を得た．手術直後

に喀疲多く，気管支造影にて左下葉に限局する気管

支拡張症を認め，Young症候群と診断した．なお，

2症例とも血清中精子不動化抗体陰性であった．

　　　　　　　　【特別講演】

男性不妊症診断の現況

　　　　　　　　　　　松本　修（神戸大泌尿器）

　不妊夫婦の男性側の原因検索の手順について，精

液所見別に考察する．

①無精子症は大部分が造精機能障害によるが，約

15％は精路通過障害が原因であり，両者の鑑別が治

療方針決定のために重要である．精巣容積が16ml以

上で，かつ血清FSHが正常の場合には閉塞性の無精

子症が強く疑われる，精巣上体・精管の触診，精の

う・射精管部の超音波検査および精管精のう造影を

行って閉塞部位を検索する．精巣生検で造精機能が

良好なことを確認し，適切な手術療法を選択する．

また特殊な例として部分逆行性射精による無精子症

が存在するので，とくに精液量が少ない症例では射

精後尿の検査が必要である．

②　無精子症以外の症例では精液の判定基準が問題

となる．われわれは，妊孕性の確認された正常男子

での検討結果をふまえ，現在世界的に広く用いられ

ているWHOの基準（精子濃度20×106以上，運動率

50％以上，精子奇形率50％未満など）を正常基準と

して用いるのが適当と考えている．精子凝集の認め

られる症例では血清抗精子抗体（凝集抗体，不動化

抗体）の検索が不可欠である．膿精液症の場合には

化学療法をまず施行するので，精液中の白血球も慎

重に観察する．精索静脈瘤は精液所見が異常である

症例の約30％に存在し，手術療法により精液所見の

改善が望めるので，触診と陰のうシンチ，赤外線サ

ー モグラフィーによって診断し，手術療法を積極的

に行う．血清ホルモン値測定も薬物療法選択の指標

となるので必ず施行する．精液所見上異常の認めら

れない症例では精子機能検査が重要と考えられる．

われわれはハムスターテストが妊孕性とよく相関す

るという成績を得ているが，ルーチンには施行でき
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ていない．

③精液が採取できない症例では，完全逆行性射精

を疑いマスターべ一ション後の尿を検査する．射精

障害によると考えられる無精液症では，精のう前立

腺マッサージを行って圧出液中の精子を検索する．

35回日本不妊学会春季九州支部会

　　　　　（第7回　生殖内分泌懇話会）

日　　時：平成2年3月11口（日）

場　所：福岡メディカルホール

1．当科不妊外来における過去3年間の無治療周

　期妊娠例の背景

　　　　　　　古木義弘・松浦講平・本田賀裕

　　　　　　松井幹夫・岡村　均

　　　　　　　　　　　　　　　（熊本大産婦）

　過去3年間に挙児希望にて当科不妊外来を受診し，

妊娠が成立した231症例のうち，不妊の原因検査中

あるいは妊娠成立が無治療周期であった62症例につ

いて検討した．既往妊娠歴から原発不妊が32例，続

発不妊が30例と分類された．不妊（不育）期間は平

均3年（4か月から15年），当科通院期間は平均5

か月（1か月から5年）であった．不妊因子につい

ては機能性不妊あるいは妊娠成立までの通院期間が

短いために原因不明が46例であったが，判明してい

るものでは，子宮因子が3例，子宮内膜症が7例，

卵管因子が1例，PCOが1例，高PRL血症が1例，

男性因子が2例であった．卵管疎通性に関する検査

では3周期以内のHSGあるいはRubin　Testがそれ

ぞれ30例と3例であった．また，妊娠周期のPCTが

18例であった．少なからぬ症例が検査中あるいは無

治療周期に妊娠が成立することより，不妊因子の原

因検索のための検査ならびに治療は自然妊娠の可能

性を考慮して行われる必要がある．

2．正プロラクチン（PRL）血性不妊症に対する

　　Bromocriptine（BRC）併用療法の検討

　　　妊娠例123例の転帰

　　　　　　　道岡　亨・山下三郎・小林正幸

　　　　　　　成松昭夫・伊東武久

　　　　　　　　　　　　（徳山中央病院産婦）

　1986年1月一一1988年12月までの3年間に正PRL

血性不妊症263例に対し，BRC単独（B法）または，

clomiphene併用（BC法）あるいはclomiphene＋

hMG併用療法（B－C－H法）を行い，123の妊娠例（妊

娠率46．4％）を得た．それらの妊娠例の転帰につい

て検討し以下の結論を得た．
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①自然流産は8例（6．5％：B法で5例，B－C法で2

例，B℃－H法で1例）であり，早産は4例（3．3％：

BC法で1例，　B－C・H法で3例）であった．②多胎

妊娠については，双胎が9例（7．3％：B法で1例，

B－C法で1例，B・C－H法で7例）であり，品胎は1

例（B－C・H法）認められた．③奇形については，1

例（B法）に先天性エプーリスが認められた．

　以上，BRCおよびその併用療法は，自然排卯後の

妊娠例に比べ，多胎妊娠率は高いものの，流産率，

早産率，奇形率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と思われる．

3．パーコール連続密度勾配法による洗浄濃縮精

　　子を用いたAIHにより妊娠の成立した高度

　　の乏精子症の2例

　　　　　　　藤原孝恵・松口博之・中村元一・

　　　　　　　中野仁雄　　　　　（九州大産婦）

　　　　　　　小松　潔・山口秋人

　　　　　　　　　　　（三信会原病院泌尿器）

　　　　　　　山名寛孝・高田大陸・浜崎康夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　（同産婦）

　我々は，現在男性不妊因子に対する治療として，

パーコール連続密度勾配法による洗浄濃縮精子を用

いた配偶者間人工授精（AIH）を行っているが，最

近高度の乏精子症の2症例で妊娠を経験した．

　症例1は不妊期間7年の原発性不妊患者で，女性

側には異常なかったが，性交渉検査陰性．精液検査

で精子数5×106／ml，運動率65％と高度の乏精子症

の所見であった．無処理精液によるAIHを32回行

うも妊娠に至らなかった．そこで，洗浄濃縮精子を

用いたAIHに切り替えたが，5回目のAIHにおい
て妊娠成立した．なお妊娠成立周期の精液所見は，

精子数7→37×106／ml，運動率52→62％（処理前

→処理後〉と著明に改善していた．

　症例2は不妊期間4年の高度乏精子症の症例で，

3回目の洗浄濃縮精r－　AIHで妊娠成立した．妊娠周

期の精液所見は，精子数7→23×106／ml，運動率42

→47％であった．現在までの同法によるAIHの成

績を加えて報告したい．

4．クラミジア感染と骨盤内病変の関係について

　　　　　　萢　育仁・倉田須和子・一瀬俊介

　　　　　　梶村秀雄・重村　潤・山下隆則

　　　　　　石丸忠之　　　　　　（長崎大産婦）

　Chlamydia　trachomatisはSTDの起炎菌として

最近とくに注目されており，その易感染部位が子宮

頸管内膜であることから，不妊との関連が指摘され
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ている．しかしながらクラミジア感染時の不妊機序

については，いまだ明確にされていない．PIDを惹

起することから，性器に何らかの形態的変化がもた

らされるものと推察される．そこで，不妊症患者に

ついて，クラミジア抗原および抗体価を測定，同時

に腹腔鏡検査を施行し，クラミジア感染と不妊の関

係を骨盤内病変の観点から検討し，若干の知見を得

たので報告する．なお骨盤内病変はAFS類を改変し

た教室分類にもとついて点数を配分した．クラミジ

ア陽性群におけるscoreを比較すると，抗原（＋）群，

23．8±13．2，IgA　16倍（十）群，30．1±10，1および

IgG　64倍（＋）群，24．1±13．4であった．クラミジ

ア感染時の骨盤内病変としては卵管障害が多く，中

でも卵管采癒着が最も多く認められた．

5．多毛と原発性無月経を伴った高インシュリン

　　血症の1例

　　　　　　　沖　利通・堂地　勉・松元　保

　　　　　　　中村行彦・森　明人・山元慎一

　　　　　　　永田行博　　　　（鹿児島大産婦）

　我々は，稀な疾患とされるインシュリンレセプタ

ー 異常症患者で無月経と多毛を主訴とする症例を経

験した，

　症例は19歳，当院内科にて高血糖の精査中であっ

たが，原発性無月経のため当科に紹介された．当科

初診時，身長159cm，体重58　kgで，声は低音，多

毛と腋窩の色素沈着を認めた．乳汁分泌無く，乳房・

恥毛はそれぞれTanner分類のStage　II・Vであっ

た，内診上，子宮は鳩卵大で陰核肥大はなかった．

経膣超音波で両側卯巣は5×4cmと腫大し，　PCO様

であった．染色体は46XX，血中E2，　P，LH，　FSH，

Prolactinは正常，　LH－RHテストも正常反応で，副

腎・甲状腺系の諸検査は異常なく，Testosterone等

の男性ホルモンが高値を示した．また，E＋P投与

で消退出血をみた，

　以上から主に卵巣由来のアンドロゲン分泌増加を

伴う第2度無月経と診断し，現在治療中である．ま

た，高インシュリン血症が性機能に及ぼす影響など

について文献的考察も加え検討したので報告する．

6．Gn－RH　analogueを併用したhMG－hCG療法

　　にて妊娠に至ったPCO症例

　　　　　　本田賀裕・松浦講平・古木義弘

　　　　　　松井幹夫・岡村　均

　　　　　　　　　　　　　　　（熊本大産婦）

　PCO患者の病態は高androgen，高gonadotropin

血症により特徴づけられている．今回，我々は，Gn－RHa
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を併用し，　down　regulationを石崔認した後にhMG療

法を行い，妊娠が成立した症例を経験したので，そ

の臨床経過を報告する．

　症例は33歳で不妊期間3年10か月の原発不妊婦

人である．LH，　FSHの基礎分泌値は33．3mlU／ml，

7．1mIU／ml，　LH－RH　testはLHがhigh－good，　FSH

がnormo－good反応，　testosterone値は91　ng／d1で

あった．既往治療は，clomiphene療法7周期と

hMG・hCG療法が2周期で，それぞれ2周期（計4周

期）に重症OHSSを発症している．buserelin（900μg）

を投与し，低LH状態を確認した後hMG　150　iuの連

日投与を開始し，2周期目に妊娠が成立した．妊娠

経過中に重症のOHSSが発症したが軽快し，妊娠34

週にて早産したが，現在正常に発育している．

7．副腎皮質ホルモン，アスピリン併用療法によ

　　り生児を得たLupus　anticoagulant陽性習慣

　流産患者の1例
　　　　　　　高島健・濱田政雄・横山幹文

　　　　　　　佐野正敏・中原博正・前田博敬

　　　　　　　中村元一・中野仁雄

　　　　　　　　　　　　　　　（九州大産婦）

　妊娠中期での胎児死亡歴7回のLupus　anticoagu－

lant（LAC）陽性患者に，副腎皮質ステロイドと低

用量アスピリン投与を行い，正期産児を得た症例を

経験したので若干の文献的考察を加えて報告する．

　症例は30歳，経妊8経産2．過去7回の妊娠は全

て妊娠18週より25週での胎児死亡であった．昭和

63年7月28日，挙児希望のため当科を初診した．部

分トロンボプラスチン時間（APTT）延長く52．8秒）

と抗カルジオリピン抗体陽性を認めたため，LAC陽

性の自己免疫疾患と診断した．プレドニソン20mg／

日，アスピリン100mg／日の投与後，昭和63年11月

29日を最終月経として妊娠した．以後も同剤の投与

を継続した．妊娠34週より胎児発育遅延を認めたが，

胎児心拍数陣痛図に異常を認めなかった．妊娠38週

6日，オキシトシンによる分娩誘導を行い，頭位経

膣分娩にて23409，1分Apgar　score　9点，膀帯動

脈血pH　7．197のSGA児を娩出した，胎盤病理組織

学的検査では胎盤血管内に血栓形成を認めなかった．
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8．IVF－ETにおけるhMG製剤に強アレルギ
　　ー反応を呈した1例について

　　　　　新崎盛雄・佐久本哲郎・山城一也

　　　　　前浜俊之・東　政弘・中山道男

　　　　　　　　　　　　　　　（琉球大産婦）

　　　　　　　　　　　　宮里　肇（同皮膚）

　IVF・ETにおいては多卵胞発育のためhMG製剤が

広く用いられている，今回我々はこのhMGに対し強

いアレルギー反応を呈した1例を経験したので報告
する．

　患者は37歳の原発性不妊で，両側卯管閉塞である．

平成元年3月より当科にて2回IVF－ETを施行した．

卯巣刺激法はいずれもGnRH　analogとhMGの併用

である．1回目はhMG製剤として日研HMG，パー

ゴナルを，2，3回目はヒュメゴンを用いた。最初

の2回のIVF－ET時には著変なく経過するも，3回

目の刺激周期において，10日目より全身掻痒感，11

日目には全身紅斑，嘆声，眼瞼浮腫が笛現した．抗

ヒスタミン剤，ステロイド剤を投与するも症状は持

続した，12日目にhMGを中止したところ症状は徐々

に改善し，15日目にhMGを投与して17日目に採卵

を施行した．

　hMGに対する免疫学的検査，皮内テスト，生検等

の皮膚科学的検索により，症例は海麻疹型薬剤性発

疹と診断した．

9．培養ヒト穎粒膜・黄体細胞のステロイド産生

　能と細胞増殖能に及ぼすprolactinの影響

　　　　　　楢原久司・古松　淳・宮村研二

　　　　　　村田博久・早田　隆・宮川勇生

　　　　　　　　　　　　　　（大分医大産婦）

　ヒト穎粒膜・黄体細胞の分化と増殖における

prolactin（PRL）の役割を明らかにすることを目的

として，その長期培養系におけるE2，　P、産生能，細

胞増殖能に及ぼすPRLの影響について検討した．

　筋腫手術時に直径15mm以上の大卵胞より穎粒膜

細胞を得，10％FCSおよびhCG，100　ng／m1を含む

DMEM／F・12培地にて長期培養を開始した．ヒト

PRL　100　ng／ml添加，非添加群における2日ごとの

E2，　P，の産生および4日ごとの細胞増殖能をPIAお

よび3H－Thymidineの取り込みにより測定した．

　PRLは培養穎粒膜・黄体細胞のE2，　P，産生およ

び細胞増殖のいずれも抑制した．経日的には，その

有意な抑制作用は，E2産生，　P、産生，細胞増殖能の

順となった．

　以上の結果より，PRLは，ヒト穎粒膜・黄体細胞
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の分化と増殖の両面において抑制的に作用すること

が示唆された．

10．Superovulation時における血清CA125の

　　動態に関する検討

　　　　　　　森　明人・山元慎tt－一一一・沖　利通

　　　　　　　福元清吾・竹内一浩・堂地　勉

　　　　　　　有馬直見・永田行博

　　　　　　　　　　　　　　（鹿児島大産婦）

　血清CA－125が卯巣過剰刺激症候群（OHSS）でも

上昇することが報告されている．そこでわれわれは

体外受精・胚移植で排卵誘発を受けた不妊症患者の

血清CA125の推移を経時的に検討した．

　対象は当科で体外受精・胚移植を施行した不妊症

患者でBuserelin－hMG－hCGまたはhMG－hCGで排

卯誘発を行った29例である．うちBuserlin群で2例，

腹水の伴わないOHSSの発生を認めた．　hCG投与直

前のCA－125値は平均10．5±4．5U／m1であり，その

f麦，　ヒ昇f頃lfJiJを示し，採卯f麦5日目には平均36．0±

19．3U／mlと有意な上昇をみた．　Buserelin群とhMG

群で有意差はなかった．CA－125値と血中LH，　FSH，

PRL，　E2や穿刺卵胞数との間には有意の相関は認め

なかった．一方，血清CA・125とProgesterome値の

間には採卵後，正の相関が認められた．またOHSS

発生例では非発生例と比較してもCA－125は高い傾向

になかった，以上より採卵後上昇した」血清CA125は

黄体期子宮内膜に由来している可能性が示唆された．

11．Gn－RHa（Buserelin）による下垂体脱感

　　作の評価について

　　　　　　　一瀬俊介・梶村秀雄・石丸忠之

　　　　　　　　　　　　　　　（長崎大産婦）

目的lBuserelin（Gn・RHa）を連日投与すると，約

3～4週で下垂体が脱感作され，内因性gonadotrop－

inが抑制されることが報告されている．そこで，

Gn－RHa投与時の下乖体のgonadotropin分泌能の

変化について検討した．

方法：視床ド部性無月経4例に対して，Gn・RHa

（900μg／day）を経鼻投与し，　gonadotropin濃度，外

因性Gn・RHおよびGn－RHaに対する下垂体の反応

の変化，gonadotropinのpulse状分泌の変化などに

ついて検討した．

成績：Gn－RHa投与開始後LHおよびFSHは一過

性に増加し，それぞれ3週以内および1週以内に

Gn－RHa投与前値まで下降した．　Gn－RHa投与開始

後3週では，外因性Gn－RHおよびGn－RHa投与に

対する下垂体の反応は認められなくなった．しかし
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ながら，gonadotropinのpulse状分泌は認められた．

12．GIFT法およびIVF－ETの臨床成績

　　　　　　戸枝通保・田中　温・田中威づみ

　　　　　　吉田一郎・田中壮介

　　　　　　　　　　　　　　（田中産婦医院）

　当院におけるGIFT法および体外受精・胚移植の

臨床成績を報告する．排卵誘発法はGnRHa＋HMG

を症状に応じLong　protocolまたはShort　protocol

を用いた．HCG切換時期は血中E2値が1500～4000

pg／ml，卵胞直径が約20　mmとし，HCG投与37～38

時間後に経膣採卵を行った，平均採卵数は，7．3個で

あった．GIFTおよびIVF－ETの妊娠率，流産率，

多胎妊娠発生率，子宮外妊娠発生率は，それぞれ（34

％－150／441，11％－17／150，22％－33／150，　3％－

4／150），（対周期妊娠率：28％－58／207，対ET妊

娠率：42％－58／140，　18％－10／58，　23％－13／58，

3％－2／58）であった．

　両法における妊娠率を症例別に検討した結果，高

年齢患者（40歳以上）や精子性状の劣悪な症例では，

GIFT法の方が妊娠率は高値を示した．　HSGで通過

性は認めるが卵管周囲癒着や卵管等に変形を認める

症例では，GIFT法の妊娠率は低く，IVF－ETに切り

かえることが多かった．成熟した卵子を多数採取し

た症例では多胎妊娠を防ぐためIVF・ETとすること

が多かった．

13．体外受精・胚移植卵の取扱い時に用いる

　　dean　bench内簡易培養装置に関する検討

　　　　　　　　　　　　岡本純英・山辺　徹

　　　　　　　　　　　　　　　（長崎大産婦）

　体外受精・胚移植では，clean　bench内で卵を取り

扱う際に，清浄空気流曝露により培地の温度および

pHが変化し，卵への影響が懸念される．従来のdish

底面を温めるplate方式は蒸発による培地の浸透圧上

昇が問題となる．そこでclean　bench内で用いる簡

易培養装置を考案し検討した．

方法：事務用letter　caseを改造して上下2段の

chamberとし，試料の出し入れの際gasの流出が少

なく，しかも操作の容易な引出しにdishを納める構

造とした．これをplasticのwater　jacketで覆い，

37度の温水を恒温槽より還流させた．chamberの上

段にはairを，下段には5％CO，および95％airの

混合gasを37度に加温加湿し供給した．上段にflu－

shing　bufferに用いているHTF　modified液を，下

段にはgrowth　mediaに用いているHTF液を35　mm

dishに入れて配置し，　testを行った，庫内湿度（dish
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上蓋の結露の有無），培地の温度，pHおよび浸透圧

の変化を定期的に測定した．

結果：各因子とも従来より著明な改善をみた。

14．体外受精失敗例の検討

　　　　卵子の染色体および透明帯付着精子数の

　　検討

　　　　　　田中温・戸枝通保・出中威づみ

　　　　　　吉田一郎・田中壮介

　　　　　　　　　　　　　　（田中産婦医院）

　体外受精・胚移植において2－v6細胞期に発育し

た胚を複数個（2～4個）移植した場合の妊娠率は

42％（58／140）に達し，分割卵を確認できた症例に

おける体外受精・胚移植の不妊症治療における有用

性は確立されたものと考えられる．しかし，一方採

卵に至るモニターの段階では十分な血中E2値を示し，

超音波検査で良好な卵胞の発育を認め，また精子の

性状も問題ないと思われる症例で，全く受精を認め

ない体外受精の症例を数多く経験している．今回我々

はこのような体外受精失敗例に対し，卵r一の染色体

および透明帯に付着した精子数の2点より検討を行

い，若干の所見を得たので報告する．

　①卵子の染色体の多くは第II成熟分裂中期に達し

ていない，染色体がscatterとなっている，第1極体

を放出していない段階の染色体が認められた．②透

明帯付着精子数は分割卯の付着精子数に比べ少数で

ある傾向を認めた．

　　　　　　　　　特別講演

卵をめぐる最近の諸問題

　　　　　　　　　　　　鈴木秋悦（慶応大産婦）

日本不妊学会中部支部学術集会

日　時：平成2年5月26日（七）

場　所：

1．Kallmann症候群の1例
　　　　　　坂田孝雄・辻　克和・高羽秀典

　　　　　　長井辰哉・三宅弘治

　　　　　　　　　　　　　（名古屋大泌尿器）

　症例は18歳，男，二次性徴の欠如を主訴に受診．

既往歴，3歳，肺動脈弁狭窄症の手術，5歳，両側

精巣固定術家族歴，弟，右停留精巣．現症，身長

163cm体重51　kg，指極間距離166　cm，恥毛無し，

前蹉腺ふれず，両側精巣ふれず，陰茎の長さ3cm，

径1，7　cm，染色体は46　XY，頭部X－Pにてトルコ鞍

部に変化なし，アリナミンテストで嗅覚なく中枢性
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嗅覚障害．内分泌学的検査では，血漿LH，　FSH，

テストステロンの基礎値は低値を示した．クロミフ

ェンテストにてFSH，LHともに反応性無し．　LH－RH

テストに反応性あり．（FSHの前値1．4mIU／ln1で60

分値は6．8．LHの前値は0．1で60分値はL5．）HCG

テストも反応性あり．（テストステロン前値0．19ng／

mlで，3日目0．72．）視床下部の障害が疑われ，嗅

覚異常も明らかに存在し，Kallmann症候群と診断し
た．

2．Gn・RH　analogue＋hMG療法により排卵を

　認めたhypergonadotropic　hypogonadismの2例

　　　　　　大谷嘉明・西垣　新・岡出　久

　　　　　　鳥居裕一・青木　智

　　　　　　　　　　　　（聖隷浜松病院産婦）

　挙児希望のあるhypergonadotropic　hypogonadi－

smの2症例に対し，　Gn－RH　analogue十hMG－hCG

療法を施行し排卵を認めたので報告する．

（症例1）チョコレート嚢腫摘出前後にダナゾール療

法を受け，その後より排卵障害きたす．clomiphen，

hMGによる排卵誘発に全く反応せず．　Kaufmann療

法による効果もみられないため受診．LHこ68　mlU／

mL　FSH＝181　．9　mlU／ml，　E　2＜10　pg／m1．　D　3よ

りブセレリン開始，D5よりhMG（ヒュメゴン）投

与しhCGに切り換えたところD15に排卵を認めた．

（症例2）従来より月経不順であった，挙児希望にて

受診．LH＝109，5mIU／m1，　FSH＝ll1。7mIU／ml，

E2＝12　pg／ml．　Kaufmalm療法を施行したが効果が

見られないため，D7よりブセレリン開始，　D　14よ

りhMG（ヒュメゴン）投与しhCGに切り換えたと

ころD24に排卵を認めた．

3．治療により妊娠した不妊婦人の妊娠初期

　胎のう径の検討

　　　　　　鈴木真史・岡田英幹・貝田清隆

　　　　　　生田克夫・万歳稔・花田征治
　　　　　　　八神喜昭　　（名古屋市立大産婦）

　治療により妊娠した不妊症患者妊娠例57例の妊娠

初期GS径を調査し，正常月経周期を有する妊娠症例

84例のGS径の分布との間で比較検討をした．

　正常月経周期を有する妊娠例では，修正妊娠週数

とGS径の間にはY＝1．108　X－25．151の回帰直線

が認められた．不妊症患者妊娠例のGS径は正常例の

GS径より有意差はないものの，低い値を示すものが

多い傾向が認められた．また不妊症患者妊娠例のう

ち排卯誘発を行わなかった自然排卵例では，正常例

とGS径分布の差はあまり認められなかったが，排卵

H不妊会誌　36巻1号

誘発を行った症例では，正常例と有意差はないもの

の，GS径は低い値を示すものが多い傾向が認められ，

さらにこのうちhMGを使用した症例でのGS径に著

明な差が認められた．このことから，hMGを使用し

た場合にみられるP／E2の低下が，初期胚発育に関し

着床子宮内膜レベルに何らかの影響を及ぼしている

ことの可能性が示唆された．

4．同一患者AIHの妊娠周期と非妊娠周期にお

　　ける比較

　一卵胞発育，運動精子，estradiol値にっいて一

　　　　　横沢協f・朝比奈俊彦・林　賛育

　　　　　　　寺尾俊彦・川島吉良

　　　　　　　　　　　　　　（浜松医大産婦）

　人工授精の成績向hに精子の状態，卵胞発育，血

中ホルモン値は重要な因子となる．しかし，これら

を症例問で比較するのは，不妊原因や重症度が異な

るため困難である．今回我々は同一症例の非妊娠周

期と妊娠周期において運動精f・数，卵胞径，卵胞1

個当りの血中estradiol（E2）値を比較し人工授精の

成績を検討した．

　対象は人工授精によって妊娠した31例で，不妊原

因は主に乏精子症，精子無力症，排卵障害，機能性

不妊であった．また排卵誘発はclomid－hCG法または

hMG－hCG法により，精子は洗浄・遠沈操作を2回施

行した後swim　upさせた洗浄精子を用いた．

　妊娠周期では，swim　up後の運動精子数15×106／

ml以上，卵胞径17～25　mm，卯胞1個当りの」（1L中E2

値220～530pg／mlの範囲内に大部分の症例が含まれ

たが，非妊娠周期ではこの範囲外の症例が多くみら

れた．

5．精子運動能に対する漢方薬剤の直接作用の

　検討
　　　　　　広渡恒治・塚原慎一郎・石原　豊

　　　　　　浅田義正・菅沼信彦・友田　豊

　　　　　　　　　　　　　　（名古屋大産婦）

　　　　　　　前田　修・柴田　均・中村潔史

　　　　　　近藤育代・大沢政巳・成田　収

　　　　　　　　　　　　（名古屋大分院産婦）

目的：男性不妊症に対し漢方薬は広く臨床的に使用

されている．そこで，今回これらの漢方薬剤の精子

運動能に対する直接作用を検討した．

方法：八味地黄丸（TJ－7），人参湯（TJ－32），補

中益気湯（TJ－41），牛車腎気丸（TJ－107）のエキ

スを洗浄精子に添加し，精子の運動率，運動速度，

直進性，精子頭部の振幅などを，運動能自動分析装
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置（HT－M2030）で測定し，コントロール（生理食

塩水）群と比較検討した．

結果および考察：1）精子運動率上昇に対し，TJ－

32およびTJ－107が明かな直接作用を示した．2）

その作用はエキス添加直後に認められ，漢方薬剤の

精子に直接作用は非常に短期間で発現するものと考

えられた．3）精子運動能の質的解析においては，

TJ－107がsperm　beat　frequencyを有意に上昇させ

た．

　以上の結果より漢方薬剤が精子運動能改善に直接

的効果も有すると考えられ，今後臨床応用への可能

性が示唆された．

6．受精卵凍結保存における凍結諸条件の基礎的

　　検討

　　　　　　　近藤育代・前田　修・柴田　均

　　　　　　　中村潔史・大沢政巳・成田　収

　　　　　　　　　　　　（名古屋大分院産婦）

　　　　　　塚原慎一郎・石原　豊・浅田義正

　　　　　　広渡恒治・菅沼信彦・友田　豊

　　　　　　　　　　　　　　（名古屋大産婦〉

目的：受精卵凍結保存の臨床応用に必要な諸条件を，

凍結保護剤・受精卵細胞期の点から検討した．

方法：B6C3F1マウスの受精卵を使用し，細胞内滲透

性の凍結保護剤としてDimethyl　sulfoxide（DMSO）

とPropanedio1（PROH）の細胞毒性を比較した．各

LsMの溶液に25分間受精卵を浸し，後，培養して

胞胚化率を，また，非滲透性のSucroseを添加して

耐凍能の変化を検討した．さらに以上の結果から凍

結に適する細胞期を検討した．

結果：DMSOおよびPROH滲透後の胞胚化率は，

DMSO多段階添加57．1％〈PROH　一段階添加
67．3％と細胞毒性の点でPROHの方が良好であっ

た．Sucrose添加と無添加の場合，　PROH　1．5M

Sucrose凍結時0．1M，融解後0．2M　52．4％＞

PROH単独45．7％であった．さらに，細胞期は，2，

4cel1〈8cell，　morula〈blastocystの順で胞胚化，

ふ化率が高かった．

考察：受精卵の発育はin　vivo，　in　vitroで異なるた

め，臨床統計からも再度検討を加える必要があると

考える．

7．経膣超音波によるLuteal　Support時の

子宮内膜

藤原義倶・松永要一

（静岡市藤原産婦人科）

Luteal　supportは各施設により種類，方法が異な
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り一定したものがない．Luteal　supportの子宮内膜

に及ぼす影響を調べる一環として，経膣超音波によ

り子宮内膜を測定した．内膜の厚さは時に卵胞ホル

モンが関与している事を考えsupportは主として

estrogen添加による変化を中心に検索した．

　約16種類のsupportに対して排卵期，着床期，黄

体期後期の各々の内膜を測定した結果，卵胞期から

着床期にかけては内膜の増生を示したが，着床期か

ら黄体期後期にかけては，ほとんど影響を及ぼさな

かった．この事は外因性のステロイドホルモンは妊

娠に関与するほど子宮内膜に影響しない事を示唆し

た．しかし黄体期初期に行う，①pure　FSHと②ス

プレキュア，hMG，　hCG投与法では子宮内膜quality

を変化させると考えられるため，受精着床の改善に

関する有力な方法の1つである事が示された．

　今後のluteal　supportの一方向を示すものと思わ

れる．

8．非妊時子宮内膜における接着性蛋白（fibro－

　　nectin，　fibrinogen，　faetor　X　III　A）の局在

　　　　　朝比奈俊彦・林賛育・寺尾俊彦

　　　　　　川島吉良　　　　　（浜松医大産婦）

目的：我々はこれまで初期妊娠着床部における接着

性蛋白の局在を証明し，これらの初期胚接着機構へ

の関与の可能性を示してきた．今回は非妊時子宮内

膜における該物質の局在を検索した，

方法：ヒト正常排卵周期子宮内膜（主に分泌期）を

ホルマリン固定し，酵素抗体間接法を用いfi－
bronectin，　fibrinogen，X　III因子subunit　A（X　III　A）

の染色を行った．

成績：①fibronectin：機能層において上皮直下の問

質部に強く陽性染色された．②fibrinogen：機能層

において上皮直下の間質部に強く陽性染色された．

③XIIIA：機能層において上皮直下の大量の単核細

胞群に陽性染色された．fibronectin，　fibrinogen，　X

III　Aはともに基底層には特異的な陽性染色部位はな

く，また上皮細胞における染色も陰性であった．

結論：fibronectin，　fibrinogen，　X　III　Aは上皮直下の

間質部に大量に存在し，これらはblastocystにより

上皮が融解された後の最初の接着に作用している可

能性が示された．
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9．Clomipheneの卵胞成熟および子宮内膜に

　及ぼす影響について

　　　　　吉田麻里子・廣田　穰・服部公博

　　　　　臼木　誠・吉村俊利・神谷貴之

　　　　　友松守彦・丸山邦之・澤田富夫

　　　　　吉村泰典・河上征治・福島　穣

　　　　　　　　　（藤田学園保健衛生大産婦）

　Clomiphene排卵周期（38周期）と白然排卵周期

（128周期）を比較し，Clomipheneの卯胞成熟と子宮

内膜に及ほす影響を検討した．

　Clomiphene投与群（以ドCC群〉では，成熟卵胞

数，最大卵胞径，尿中estrogen　peak値は，ともに

自然群より有意の高値を示した．卵胞発育速度は，

両群問に興味ある差異を認めた．すなわち，CC群で

はLH　peakの当口に急激にその速度が停滞するのが

特徴的であった．因子分析の結果，CC群でのestrogen

高値は，　Clomiphene投与による成熟卵胞数の増加に

より二次的に惹起された結果と考えられた．Clomi－

pheneの子宮および子宮内膜に及ほす影響を経膣超音

波断層法より得られた形態的所見から評価した．そ

の結果，follicular　phaseにおいて，両群間で内膜エ

コーレベル値と子宮体部体積に解離が認められた．

また排卯後の内膜体積は，CC群が低値をとる傾向に

あり，Clomipheneのanti・estrogen　effectにより，

子宮体部・内膜が抑制を受ける可能性が示唆された．

10．不妊症患者とクラミジア感染の既往

　　　　　　　保條説彦・野「1昌良・岡本俊充

　　　　　　　澤口啓造・藪下廣光・正橋鉄夫

　　　　　　　中西正美　　　　（愛知医大産婦）

　愛知医科大学産婦人科学教室などで不妊を主訴と

し，その治療の目的で受診中の患者67名を抗クラミ

ジア抗体価について検討した．抗Chlamydia　IgG抗

体価は1280倍と高値を示すものもあり，その値の広

がりにばらつきが認められた．抗Chlamydia　IgM抗

体価は急性期の感染時に出現し，速やかに消失する

ことが知られているが，わずかに10倍の境界領域に

おいて数例が認められたが，ごく少数であった．抗

Chlamydia　IgA抗体価に関してはIgMほどではない

が，やはり有意に陽性例が対照群と比べ高値であっ
た．

　以上のことから不妊症患者においては，卵管因子

によるものばかりか卯管因子以外の原因により不妊

症となっているものであっても，Chlalnydia感染の

既往があるものが有意に多いことが示唆された．
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11．当科における腹腔鏡施行90症例の解析

　　　　　　川口欽也・北村公也・朝比奈俊彦

　　　　　　林　賛育・寺尾俊彦・川島吉良

　　　　　　　　　　　　　　（浜松医大産婦）

　浜松医大産婦人科不妊外来にて施行された腹腔鏡

検査88症例において，検査前後の診断病名の相違に

ついて検討した．

　対象は，当科不妊外来発足から平成2年4月まで

の88症例，診断名の内訳は，機能性不妊（女性側因

子が疑われない男性不妊も含む）42例，排卵障害3

例，子宮内膜症17例，癒着性不妊13例，卵管閉塞

9例，卵巣嚢腫2例，その他2例であった，

　不妊原因別にみると，機能性不妊症の40％に内膜

症または炎症性子宮周囲癒着が認められた．また，

検査前に卵管疎通性不良が疑われた例の1／3は腹腔

鏡検査により異常なしと診断された．子宮内膜症に

関しては，正診率は高いが，逆に検査後，子宮内膜

症と診断された例の内40％は前診断はされていなか
った．

　検査時に腹腔内温生食洗浄を施行しているが，そ

の内4例が2周期以内に妊娠した．

　不妊症では，腹腔鏡は重要であり，検査の1つと

してルーチン化する必要があると思われた．また腹

腔内洗浄は，不妊治療としてもその可能性が示唆さ

れた．

12．ダナゾールのサイトカイン産生能に及ぼす影

　　響について

　　　　　　　伊藤直樹・澤入美穂・中川美紀

　　　　　　　和田圭介・森　秀弘・玉舎輝彦

　　　　　　　　　　　　　　　（岐阜大産婦）

　子宮内膜症の発生機序およびその治療原理の解析

にあたって考慮すべき問題として，性ステロイドの

免疫系細胞に対する影響が重要である．今回は，ダ

ナゾール（D），Estradiol（E2）およびProgesterone

（P）のOK－432刺激マクロファージのサイトカイ

ン産生能（IL－1およびTNF）と末梢血単核球の増

殖性反応に対する影響について検討した。

　ILIβおよびTNF産生能の基礎値において個体差

が存在し，高低2群に分類された．生理的濃度のE，，

Pは低産生群において濃度依存性のIL－1β，　TNF産

生増強効果を発揮した．ダナゾールは，全例におい

て濃度依存性のIL1β，　TNF産生抑制効果を発揮し

た．また，単核球の増殖性反応を用量依存性に抑制

した．

　以上，ダナゾールの子宮内膜症に対する抑制効果
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は，ステロイドホルモンとしての直接効果に加え，

モノカインすなわちマクロファージを経由した免疫

抑制効果による可能性が示唆された．

第102回　日本不妊学会関東地方部会

日　時：平成2年6月2日（上）

場　　所：埼玉県県民健康センター

1．子宮卵管造影法181B例の統計的観察

　一特に再疎通例の予後について一

　　　　　　　山田祐士・長田尚夫・石川久直

　　　　　　　津端捷夫・佐藤和雄

　　　　　　　　　　　　　　　（口本大産婦）

　近年，内視鏡や超音波断層装置などによって器質

性不妊の正確な診断が可能となった．一方，不妊症

の中で卵管性不妊症の占める割合は増加傾向にあり，

その治療法について残された課題も多い．我々は子

宮卵管造影法によって特に卵管問質部閉塞と診断さ

れた症例に対し，非観1血的卵管疎通術である選択的

卵管造影法（SSG），子宮鏡下卵管形成術（HTT）

を行い，その再疎通率について検討した．子宮卵管

造影法によって，卵管閉塞と診断された196例に，

SSG，　HTTなどによって再検したところ，88例44．9

％に再疎通を認め，そのうち25例37％が自然妊娠

に至った．卵管閉塞，特に卯管間質部閉塞例の中に

は，いわゆるfalse　positiveの症例や一時的な卵管閉

塞も多く含まれていることから，HSGなどの卵管疎

通検査のみによって，その全てを診断することには

限界がある．さらに高率に再疎通が得られることか

ら，SSG，　HTTは卵管閉塞の診断，治療法として非

常に有用であると言える．

2．当院における不妊外来の現状

　　　　　　　竹原祐志・原　利夫・松林秀彦

　　　　　　　小穴正博・松本千秋・矢作みき

　　　　　　　兼子　智・吉村慎一・泉　康史

　　　　　　　小田高久・大野虎之進

　　　　　　　（東京歯科大市川総合病院産婦）

　平成元年11月1日から平成2年4月30日までの

6カ月間における東京歯科大学市川総合病院産婦人

科不妊外来で妊娠した患者90名について検討を加え

た．

　患者は23歳から40歳までの平均31．5±3．9歳の

女性で，当院外来受診までの不妊期間は1年から10

年の平均3．37±2．04年であった．当院における妊娠

までの期間は1か月から5年10か月の平均1．07±

1．13年で比較的早期に妊娠が成立していた．妊娠の
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内訳は，Huhner検査周期の妊娠が9例（10％）で，

通気，HSG，腹腔鏡後の妊娠が5例（5．6％），ルー

チン検査終r後の自然妊娠が19例（21．1％），ルー

チン検査前の指導のみで妊娠したのが5例（5．6％）

と，ルーチン検査が重要であることが明らかであっ

た．人工授精が18例（20％），体外受精が9例（10

％）で，その他がホルモン療法単独であった．人工

授精群とホルモン治療単独群で，HCG使用が25例，

プロモクリプチン使用が21例，クロミッド16例，

HMG　6例，　GnRH治療後4例であった．ホルモン

治療では潜在性高プロラクチン血症の治療が改めて

着目すべき点であると思われた，

3．流産期別にみた習慣流産原因の解析

　　　　　　　原　崇文・牧野恒久・岡　親弘

　　　　　　　板倉伊吹・酒井　淳・杉　俊隆

　　　　　　　豊島　究・岩崎賢一・梅内正勝

　　　　　　　斉藤　優・丸山哲夫・野沢志朗

　　　　　　　飯塚理八　　　　　（慶応大産婦）

　不育症患者1000例について既往流産の時期と原因

の関連を検討した．既往流産の合計は2898回で，週

数で記録のある流産963回の流産週数のピークは8

週にあった．週数または月数で記録された流産は2049

回で，その分布は7週以前31．9％，8～11週52．3

％，12～15週11．5％，16～19週2、5％，20～23週

2．2％と週数で記録された流産時期の分布と差はなか

った．全体では11週以前の初期流産が84．8％，12

週以降の後期流産が15．2％であったが，原因別にみ

ると子宮筋腫，甲状腺機能異常例では他に比べ初期

流産の比率が高く，抗リン脂質抗体陽性例では後期

流産の比率が8％と高い傾向を認めた．流産の時期

別で検討すると，16週以降の流産歴を有する94例の

うち，抗リン脂質抗体陽性例RA，　SLE，静脈血栓症

等自己免疫異常の関与するものが12％と高い傾向を

示した，

4．妊娠ラッ5下垂体細胞LH分泌におよぼす

　　RU486の作用について

　　　　　　粟田松一郎・大川とみ・神戸川明

　　　　　　荒井　清　　　　　　（帝京大産婦）

目的：妊娠ラット下垂体細胞のLH分泌に対する性

ステロイドantagonistの作用をiva　vitroで観察した，

方法：妊娠14日目Wister系ラットのド垂体をdis－

perseし，48時間の培養後GnRHで刺激して放出

LHを測定した．（前培養の48時間あるいは最後の4

時間のみにRU486，　Keoxifene等を適宜添加処置し

た．）
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結果：妊娠ラット下垂体のLH分泌は抑制されてお

り，Keoxifene単独では有意な変化をもたらさなか

った．RU4864時間投与でLH分泌の増加を認めた

が，48時間処置では最大効果濃度は10“6Mから10－7

Mへと移動した．Keoxifeneも同時添加するとさら

にLH分泌の上昇を認めた．

結論：妊娠によって長期間，高エストロゲン，高プ

ロゲステロン環境下にさらされ，ERやPRを介して

GonadotrophsのLH分泌は抑制されるが，抗P剤お

よび抗E剤がそれぞれレセプターに働くことによっ

て，その作用が解除されたことが示唆された．

5．培養ブタ穎粒膜細胞の性ステロイド産生に対

　　するプロモクリプチンの影響

　　　　　鎌田周作・久保田俊郎・田rI　誠

　　　　大庭美和∫・黒沢美穂一∫一・西　　望

　　　　麻生武志　　　　　（東京医歯大産婦）

　卵巣からの性ステロイド産生に対するプロモクリ

プチン（BRC）の直接効果について培養ブタ穎粒膜

細胞を用いて検討した．ブタ卵胞由来の穎粒膜細胞

を採取し2×　105cell／ml／wellに調整し，10％FCS

加DMEMを培養液に用い細胞培養を行った．この培

養系にBRC　10－6　一一　10“8Mを添加し，48時間培養後の

培養液中のP，をMS－17（EIA，持田製薬）にて，△4－

AlO－6M同時添加後のE2をRIAにて測定し，　BRC

を添加しないcontrol（C）群と比較検討した．さら

に穎粒膜細胞内のCa2＋濃度をFura　2　fluorescence

法により日ウ1分光蛍光光度計にて測定した．BRC添

加群ではC群に比し10－6，10－7，10－8MでP、産生は

各々2．23倍，1．99倍，1．69倍，E2産生は各々0．62

倍，O．61倍，　O．56倍となり，　P、産生は促進，　E，産

生は抑制された．またBRC刺激後の細胞内Ca2＋濃

度の変動は見られなかった．以上の結果より，BRC

は培養ブタ穎粒膜細胞の性ステロイド産生に影響を

与え，しかもPとE、の産生に異なった作用をするこ

とが示唆された．

6．高感度妊娠診断補助試薬セロテスト50の

　基礎的・臨床的検討

　　　　　田口　誠・久保田俊郎・大庭美和子

　　　　鎌出周作・西　　望・麻生武志

　　　　　　　　　　　　　（東京医歯大産婦）

　高感度な妊娠診断補助試薬セロテスト50（帝国臓

器製薬〉の基礎的，臨床的検討を行った．92名の婦

人より採尿し，セロテスト50を用いて尿中hCG定

性検査を行い，同時にゴナピスライド（持田製薬）

陰性例46名については，ハイゴナビス（持田製薬）

日不妊会誌　36巻1号

やhCGテトスパック（ダイナボット社）にて検査し

た．また正常月経周期婦人5例について，その黄体

期にhCG　10，000単位を1回筋注し，その後5日間の

尿中hCGをセロテスト50ならびにhCGテストパッ

クにて測定した．セロテスト50の測定感度は50　1U／

Lで，臨床的検討ではfalse　positiveを示した例はな

く，50　1U／L前後で疑陽性を示す例も少数見られた

が，hCGテストパックと殆ど同じ精度であった．ま

たhCG投与後4日目まで全例陽性を示した．

　セロテスト50は高感度で取り扱いが非常に簡単で

あり，かつ判定時間も短く，しかも今回の基礎的・

臨床的検討により，その有用性が確認された．

7．高感度尿中LH測定キット（ハイツインクロ

ンLH）による1、H　surgeの検出

　　　　　　　百枝幹雄・鈴木尚予・郭　宗明

　　　　　　塩津英美・成　鑑非・久具宏司

　　　　　　石原智f・綾部琢哉・矢野　哲

　　　　　　堤　　治・三橋直樹・武谷雄二

　　　　　　水野正彦　　　　　（東京大産婦）

　LHに特異的なmonoclonal抗体を用い高感度（5

1U／1）に尿中LHを測定できる簡易測定キット（ハ

イツインクロンLH）により卵胞期の尿中LHの基礎

値とLH　Surgeを分析し，その臨床的有用性につい

て検討した．対象は当院不妊外来患者の自然周期お

よび排卵誘発周期の21周期．月経10「1目より排卵

確認まで連H，朝夕2回の尿についてハイツインク

ロンLHによりLHを測定した．その結果，卵胞期

のLH基礎値は全例201U／1以下であり，101U／1未

満であったものは52％であった．1目以内に尿中LH

が4倍以上かつ201U／1以上に上昇した場合をLH

surge開始の判定基準と設定すると，全例で排卵ある

いは黄体化の前日までにLH　surge開始を確認し得，

超音波検査で排卯が確認された症例（17例）では排

卵前日に53％，排卯2日前は47％の症例にLH
surge開始が検出された．なお，　surgeのpeak値は

20　一一　320　IU／1で，その90％は401U／1以上であった．

以上より本キットは排卵f知に極めて有用であると

考えられた．

8．卵巣灌流法の応用と最近の知見

　　　　　北井啓勝・伊藤仁彦・金子宜淳

　　　　　　　　　　　　（埼玉中央病院産婦）

　　　　大庭三紀子・鈴木秋悦（慶応大産婦）

　動脈に入れたガラスカニューレによりウサギ卵巣

を灌流し，排卵過程を直視下で経時的に観察した．

灌流液にはインスリンおよびヘパリンを含む
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Medium199を150　ml使用し，酸素を流した小テフ

ロン管により酸素化して，毎分1．5mlで循環させた．

灌流装置に入れた卵巣には，灌流液にhCG100単位

を投与した後4から11時間の間に排卵が起こり，卵

の成熟が観察された．また灌流液中には2から4時

間をピークとするプロゲステロンの放出が見られた．

この装置を用いて排卵における血小板の役割を検討

した．排卵時には卵胞頂部の血管の血流が低下し，

卵胞側壁の血管に血小板血栓がみられる．灌流液に

ヒト血小板浮遊液を投与すると，卵胞の破裂が起き

たが，卯の成熟は認められなかった．血小板活性化

因子（PAF）を投与すると，同様に卵胞の破裂がみ

られた．排卵時の血小板血栓は微量であり，血小板

は血栓よりもPAFなどの炎症反応の因子を介して卵

胞破裂に関与することが推定された．

9．先天性陰茎轡曲症

　　　　　　角谷秀典・小竹　忠・始関吉生

　　　　　　高原正信・島崎　淳

　　　　　　　　　　　　　　（千葉大泌尿器）

　性交時の挿入不全を主訴とした33歳の1例と陰茎

屈曲を｝・1訴とした20歳の1例の先天性陰茎轡曲症の

2例を経験した．この2例とも陰茎の屈曲方向は腹

側であり，前例には，陰茎海綿体臼膜を襖状に切開

し横に縫合するNesbit法を行い，術後性交可能とな

り満足のいく結果が得られた．後例は，性交可能で

あり，陰茎屈曲による精神的問題も有さないため，

手術は未施行である．

10．精巣腫瘍患者における化学療法後の性腺機能

　　について

　　　　　　小田島邦男・村井　勝・中村　宏

　　　　　　　　　　　　　（防衛医大泌尿器）

　精巣摘除術後に化学療法を施行し，射精障害が6

例の患者において，精液検査および内分泌学的検査

を行い，報告した．6例の病理診断は精一ヒ皮腫以外

のgerm　cell　tumorであった，化学療法は全例とも

PVB療法を3クール施行した．精液検査では，精子

数については1rn1中に2000万以上であった症例が

3例，oligozoospermiaが2例，　azospermiaが1例

であった。azospermiaの症例に関しては化学療法か

ら8か月と比較的短期間であることが影響している

のではないかと思われた．内分泌学的検索としてテ

ストステロン，LH，　FSH，プロラクチンを測定した

が，azospermiaの患者においてFSHの上昇を認め

た以外はすべて正常範囲内であった．
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11．停留睾丸に合併する副睾丸形態異常の検討

　　　　　　土屋博之，長島金二，小笠原忠彦

　　　　　　大橋　忍

　　　　　　　　（濁協医大越谷病院小児外科〉

　今回，停留睾丸に合併する副睾丸形態異常の新た

な肉眼的分類を提唱した．自験例246例を検討する

と，副睾丸形態異常を認めた症例は47例19％で，

重複例を含め，Disconnection　3睾丸，　Discontinuity

2睾丸，Abnormal　attachment　39　＄丸，またLoop

epididymisを14睾丸認めている，

12．Swim　I）own法による運動精子の選択的濃縮

　　　　　　　原　唯純・小林俊文・兼子　智

　　　　　　　朴　俊英・境田通泰・吉田丈児

　　　　　　　野沢志朗　　　　　（慶応大産婦）

　成熟運動精子の分離は，入」：授精，体外受精など

の不妊治療において重要な意義を有している．しか

し，従来の方法では性状不良精液からの精子分離効

率は十分なものとは言えなかった．我々は，密度勾

配担体Percollに精液を層積し，　Percoll液中に精子

をswim－downさせることにより効率よく運動精子を

回収できることを見出した．swiM－up法との比較で

は，平均精子濃度4100万／m1，運動率27％の精液か

ら精子濃度はほぼ同じであるものの，精子運動率22

％に対し，75％と有意に高い運動精子の分離が行え

た．また運動速度も速い傾向にあり，精液中の他細

胞の混入率も少なくなかった．この結果から，さら

にswim－downしやすいように，1）精子濃縮を行う，

2）精子，Percoll層の接触面積の増大，3）精子運

動を賦活しswim－downを促す，などの方法を考え実

験を行い，さらに良好な精子同収率を得ることがで

きた．

13．ヒト精子選別法の検討

　　　　　　　豊成由佳・福田　勝・武内裕之

　　　　　　　伊藤　哲・高田道夫

　　　　　　　　　　　　　　（順天堂大産婦）

　Swim　up法，　Perco112層法，　Glass　wool法で回

収された精子の数，運動性，運動精子数，正常形態

精子率および運動精子の回収率について比較検討し

た．Swim　up法とは15　ml遠心チューブにGPMを

入れ，管底に精液を注入し，37℃のインキュベータ

内に30度の傾斜で1時間静置，Percoll　2層法とは

80％Percollを下層に，40％Percollを一ヒ層に，そ

の上に精液を層積し，遠心，Glass　wool法とは精液

をGPMで遠心洗浄し，その浮遊液をGlass　woolに
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通し精子を回収する方法である．各方法で回収され

た精子に対しMakler　counting　chamberを用いて，

精子数，運動率を求め，さらにパパニコロ染色後，

精子の形態を観察し正常形態精子率を求めた．Swim

up法，　Percoll法，　Glass　woo1法により回収された

精子の数，運動率，運動精子数，正常形態精子率に

は統計学ヒ有意な差が認められなかった．また運動

精子回収率でも差が認められなかった．Glass　woo1

法は精子1・1収処理時間が短く簡便な方法であること

より外来診察時のIUIに対する精子回収法として有

用であると考えられた．

14．撹絆密度勾配精子洗條法により妊娠を得た逆

　　行性射精例と多層パーコール法により妊娠を

　　得た慢性クラミジア症患者についての検討

　　　　　　　小塙清・小塙寛・松本和美

　　　　　　　（k果メディカル小塙病院産婦）

　　　　　　　兼r・智

　　　　　　　（東京歯科大市川総合病院産婦）

　　　　　　　　山r1禎章（総合太田病院産婦）

目的：AIHの方法は，近年，多彩なIl夫がなされ，

妊娠率も向Lしている．私どもは不連続密度勾配遠

心分離法（多層Percoll法），縄挫密度勾配遠心法を

用いて精子無力症を中心とする慢性クラミジア症，

逆行性射精例を含む症例に対してAIHを施行し，検

討した，

方法：多層Percoll法は密度1．07　一一　1」0（濃度

56　一一　80％〉に調製したPercollを順次層積し，4層

での密度差，密度界面を利用，擁搾密度勾配は80％

Percollをもとに精液層とPercoll層を燈挫すること

により自然に任意の密度界面を作製しうる原理によ

り施行した．

結果：多層Percoll法でIVFを含め42例の妊娠，35

の分娩例を得た．慢性クラミジア症例に対しても，

精子のクラミジア除去，無菌化により妊娠例を得た，

撹拝密度勾配法で64症例中に検討し，21例の妊娠を

得た．逆行性射精例2例の妊娠も，それぞれ17，4

周期のAIH施行で妊娠を得た．

15．当科における精子自動分析装置の使用経験

　　　　　　　山内宏・高山典子・沖明典

　　　　　　　大沢夏美・佐藤豊実・細川明美

　　　　　　　岩崎寛和　　　　　（筑波大産婦）

　精子自動分析装置は判定の客観性，迅速性，各種

精子運動能パラメーター測定が可能なことから，多

施設に導入されつつある．

　当科不妊外来ルーチン検査で，精子自動分析装置

日不妊会誌　36巻1号

（Cel1　Softシリーズ3000，　CRYO　Resources社製）

を用い，271検体について測定を行った．

　装置導入に先“t二ち，従来行われてきたMakler

chamberによる精f・濃度および運動率の検鏡測定と

比較したところ，極めて高い相関が得られた，精子

濃度は精液量が多いほど減少する傾向がみられたが，

運動率，精子速度，直進性は精液量と明らかな傾向

は認められなかった．精子の運動率は精子濃度が多

いほど高い傾向がみられた．精子濃度60×106未満で

は精子の直進性は明らかに良くないことがわかった．

16．配偶者間人工授精にて妊娠に成功した逆行性

　　射精の1例

　　　　　　　宮内彰人・酒片英明・島内昌仁

　　　　　　　梁英治・根岸方雄

　　　　　　（佐久市立国保浅間総合病院産婦）

　我々は夫が逆行性射精，妻が多のう胞性卵巣症候

群（PCO）である不妊夫婦に対し，　HMG－hCG療法

による排卵誘発および配偶者間人工授精（AIH）を

施行し，妊娠・出産に成功したので報告する．

　症例は原発性不妊2年間の夫婦．夫33歳，逆行性

射精に対する薬物療法は無効。Hotchikiss法に準じ

て尿中より精子liil収（精液所見正常）し，　AIHを施

行した．妻30歳，pcoによる排卵F4害あり．Clomid・

hCG療法では妊娠せず，　HMG－hCG療法に変更した

ところ，通算9回目のAIHにて妊娠．19週で子宮内

胎児死亡により流産となったが，その後2回目のAIH

で再び妊娠し，無事，生児（33709男）を得た．

　逆行性射精のAIHによる妊娠例は本邦でも自験例

を含めて32例が報告されているが，女性側にも排卵

障害があり，intensiveにt非卵誘発を行いつつ妊娠に

成功した例としては，本例が本邦初の報告であると

考える，

17．hMGによるPCO患者の排卵誘発時の
　　卵胞発育と排卵の観察

　　　　　　　朴　俊英・田辺清男・斎城綾f・

　　　　　　　小林俊文・野沢志朗

　　　　　　　　　　　　　　　（慶応大産婦）

　Pure　FSHによる排卵誘発後妊娠したPCOS患者

において卵胞発育，排卵およびOHSSなどを超1亨波

断層法により観察し，非妊娠周期と比較検討した．

対象は不妊期間1年から7年のPCOS患者6人，15

周期でそのうち非妊娠周期は9周期であった。観察

期間は1989年6月から1990年3月までとした．使

用薬剤はpure　FSHで，投与量は751Uから3001U

で，投与方法は間欠皮下投与12周期．皮一ド投与2周
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期，筋肉内投与1周期であった．

　間欠皮下投与はNIPRO社Infusion　purnp　SP－31

を用い，投与間隔は90分，部位は下側腹部とした．

卵胞の観察にはYokogawa　medical　systems　Model

RT－3600，5MHZ．の経膣プローブを使用した．

　観察はpure　FSH投与前から月経前，または妊娠

確認まで毎日，あるいは2日毎にTomographyの如

く卵巣全体の超音波写真をとって比較観察した．

　その結果，非妊娠例では新しい卵胞が発育して排

卵する例もあるが，その頻度および卯胞数ともに少

なく，すでにあった卵胞が発育して排卵した例も観

察された．しかし，排卵しないままhCGを投与後に，

OHSSになったりLUFになった例が多かった．

　これに対して妊娠例では，すでにあった卵胞が発

育して排卵した例も観察されたが，6例全部で2－

3個以上の新しい卵胞の発育がみられ，さらに排卵

も確認された．すでにあった卵胞で排卵せずに残り

hCG投与後OHSSになった卵胞も観察されたが，非

妊娠例より多くはなかった．結果として，PCOS患

者ですでにある卵胞の発育，排卵より排卵誘発剤で

発育された新しい卵胞の排卵が妊娠につながってい

る可能性が高いと思われる．

18。PCOの排卵誘発におけるOHSSの分析

　　　　　　　後藤　誠・秋LII俊晃・許山浩司

　　　　　　　川勝雅秀・落合和彦・安江育代

　　　　　　　楠原浩二・寺島芳輝

　　　　　　　　　　　　（東京慈恵医大産婦）

目的二PCOを排卵誘発する際に生ずるOHSSに関し

て，hMG製剤やブセレリン併用による違いを比較検

討する．

方法：対象は23例103周期であり，A群はヒュメゴ

ン，B群は日研hMG，　C群はブセレリン＋日研hMG

使用により行った

成績：（1）排卵率は周期あたり90．3％，妊娠率は症例

あたり43．5％で周期あたり10．7％であった．（2）

OHSS発生率は周期あたりA群12．1％，　B群40．9

％，C群21．4％であり，OHSSの程度はWHOの分
類でA群はII度2例，　III度3例，　B群はII度5例，

C群は1度2例，II度1例であった。（3）OHSS発生

周期と非発生周期の問でhMG投与量と投与期間を

比べると，3群ともに発生周期の方が少量で短期間

であった．

結論：（1）hMG使用による排卵誘発効果は良好，（2）

OHSSの発生は3群間に差はないが，ブセレリン／hMG

併用により重症化しにくい．（3）OHSS発生はhMGの

過剰投与よりも個々の感受性に関係する．

（237）　237

19．PCOに対するbuserelin－hMG－hCG

　　療法について

　　　　　　　竹田　省・飯野好明・高田真一

　　　　　　　小島俊行・木下勝之

　　　　　　く埼玉医大総合医療センター産婦）

　Clomiphene無効PCO症例に対する排卵誘発は

hMG－hCG療法がi三流であるが，その妊娠率や

OHSS，早朝黄体化多胎等の問題も多い．今回PCO

症例に対してbuserelin－hMG－hCG療法を施行し，そ

の内分泌学的変化および臨床成績につき検討したの

で報告する．

対象および方法：clomiphene無効PCO症例11例
に対し，short　protocol　8周期，　long　protocol　9周

期を施行した．

成績：妊娠例4例（36．4％），うち多胎3例であった．

II度以上のOHSSは7周期（41．2％）であった．

buserelin投与前後のLH，　testosterone（T），　free－T

値は各々9．1±1．3→2．8±0．9min／ml，1．2±0．1→

0．7±0．1ng／m1，2．1±0．3→12±0．2pg／mlであ

り，いずれも有意に下降した．E，，　E2値は下降傾向

があるも有意差はなかった．

結語：buserelin－hMG－hCG療法はLH，　T，　free－T

値を下げることにより，良好な妊娠率が得られたが，

多胎，OHSSの頻度は高かった．

20．OHSSの臨床的検討
　　　　　　飯野好明・竹田　省・高田　真一

　　　　　　　小島俊行・木下勝之

　　　　　　（埼玉医大総合医療センター産婦）

　hMG－hCG療法を行い，卵胞径が20　mmでhCGに

きりかえる方法で，OHSSの発生について検討した．

対象はWHOの重症度分類grade　IIまたはIIIとなっ

た8例で，hMG－hCG療法tota131回行った．

　hCG投与時の最大卯胞径卵胞数，　E　2についてみ

ると，1　最大卵胞数とOHSSは関係が認められな

かった．2　E2が高値ではOHSSの頻度は高い．3

卵胞数が多いほどOHSSの頻度は高い．

　また8例中6例が妊娠し，そのいずれも，hMG投

与中またはhCG投与後数日以内にOHSS（grade　II

以上）となり，1例は双胎，2例が品胎であった．

さらにgrade　lllとなった5例はすべて妊娠したが，

3例は双胎以上の多胎妊娠であった．以上よりOHSS

になった症例は妊娠例が多く，また多胎妊娠の頻度

が高いことが認められた．

　現在のhMG－hCG投与法では妊娠のためには

OHSSも止むをえないと思われる．
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　21．無排卵周期症に対する温経湯，葛薬甘草湯，

当帰葛薬散の順次併用投与の検討と妊娠例に

ついて

　　　　　　　鈴村早百合・田村昭蔵・野沢志朗

　　　　　　　　　　　　　　　（慶応大産婦）

　　　　　　　小塙　清

　　　　　　（玉里メディカルセンター小塙病院）

　　　　　　　隅田能男・山ロ禎章

　　　　　　　　　　　　　（総合太田病院産婦）

目的：IVF数回施行後も妊娠を得られない症例，AIH

を96回施行後も妊娠を得られていない症例，HMG－

hCG療法を10年間施行も妊娠成立をみない長期難治

性不妊症例に対し，その排卵誘発，黄体期にかけて

T－106（温経湯），T－23（当帰葛薬散），　T－68（葛

薬甘草湯）の3者を順次併用投与し経過観察を行っ

た．なお無排卵周期症，高プロラクチン血症例26例

に対して基礎検討を行った．

方法：第1度無月経，無排卵周期症，（クロミフェン

無効例を含む）に対し，T－106，　T－68を卵胞期に，

T－23を黄体期に投与した．プロモクリプチン経口

不可高プロラクチン血症例10例に対しT－68投与で

基礎検討した，

結果：T－106，T－68の卵胞期投与における症例別

排卵率43．8％，周期別排卵率は48．6％であった．

長期難治性不妊症例10例に対し，5例の妊娠を得た．

22．黄体機能不全診断におけるプロゲステロン

　　2回測定の試み

　　　　　　佐久間　洋・亀井俊郎・小倉博子

　　　　　　川嶋一成・吉成　勉・小倉一仁

　　　　　　平野正子・堀切　浩・池田秀造

　　　　　　相馬廣明・畑俊夫

　　　　　　　　　　　　　　（埼玉医大産婦）

　プロゲステロンのpulsatile　secretionにおける平

均値，振幅に関し，正常婦人と黄体機能不全例との

間に有意差があることが報告されている．臨床的に

応用すべく，不妊または不育を主訴に当院を受診し

た患者で治療を加える前の原発不妊6例，続発不妊

4例に対し，高温相4～6日目に2時間間隔で測定

を試みた．測定周期の高温相持続日数とプロゲステ

ロン値の関係は比較したところ，高温相12日未満と

高温相12日以上では，1回目，2回目各々では有意

差は認められなかったが，1回目と2回目の値の平

均値を，各々比較してみたところ，12日未満では

14．08±5．12　ng／ml，12日以上では20．12±13．96

ng／mlであり，危険率5％で有意差を認めた，また，

日不妊会誌　36巻1号

1回目と2回目の差に関しては検討したところ，高

温相持続日数12日未満では2．92±1．56ng／ml，12

日以上では3．96±4．04　ng／mlであり，両者間に有意

差を認めなかった．プロゲステロン測定における数

回の測定は有用であると思われた．

23．Occult　hyperprolactinemiaにおける

黄体機能に関する検討

　　　　　　道下正彦・安藤一道・山田清彦

　　　　　　水沼英樹・伊吹令人・五十嵐正雄

　　　　　　　　　　　　　　　（群馬大産婦〉

　今回我々は当科不妊外来を受診した婦人にTRH

負荷試験（SOO　Pt9）を行い，負荷前，負荷後15分，

30分に採血し，血中PRL値をスパックーsPRLキッ

トにて測定し，これらの黄体機能を検討した．対象

者は，自然排卵周期を有し乳漏を認めない正PRL血

症性不妊婦人36名である．その結果，最大血中PRL

値が50ng／ml未満の正常型が8例，50　一一　70　ng／mlの

境界型が12例，70ng／ml以上の過剰型が16例であ

った．またTRH負荷試験後の最大血中PRL値と負
荷前値の比を反応率としてみると，正常型の7．0±2．3

に比べ，境界型12．9±4．7，過剰型14．9±4．1と有意

の高値を示し，境界型と過剰型が同じ病態を示すこ

とが示唆された，これらの黄体機能不全発生率は28

例中7例（25％）であり，他21例く75％）では明

らかな黄体機能異常を認めないことから，このよう

な病態を解明するためには，卵胞発育や，より精度

の高い黄体機能の評価など今後さらに検討が必要と

思われた．

24．抗癌剤治療により一過性に卵巣性無月経とな

　　った症例

　　　　　　　久具宏司・藤井知行・武谷雄二

　　　　　　　水野正彦　　　　　（東京大産婦〉

　抗癌剤による化学療法により卵巣性無月経となり，

2年間のKaufmann療法の後，排卵性月経周期を回

復した症例を報告する．

　症例は31歳，5回の妊娠は全て初期の流産である．

習慣性流産の診断で当科初診となり，4回のリンパ

球皮内輸血を行ったが，妊娠には至らなかった．血

小板数が100×104／ml前後であり，精査により原発

性血小板血病と診断された．Busulfan　1～2mg／

day，5か月間の服用により，血小板数は30×IO4／ml

と寛解し休薬となったが，休薬前より無月経となっ

た．ホルモン検査（LH：149mIU／ml，　FSH：148mlU／

m1，　E　2：7pg／m1）により，卵巣性無月経と診断し，

Kaufmann療法を2年間断続的に行った．2年間の
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後，自然周期で二相性の基礎体温となり，超音波検

査上も卵胞発育，排卵が観察された．ホルモン検査

でも，LH：6．8mIU／ml，　FSH：15，9mIU／ml，　E　2：

79pg／mlで，　E　2上昇に続くLH　surgeおよび黄体期

のP、上昇が認められ，排卵性月経周期の回復がうか

がえた．

25．GnRH　agonistの持続皮下注法と徐放剤投

　　与法（TAP－144SR）における子宮内膜症

　　治療の内分泌学的変動の検討

　　　　　　　北澤正文・正岡　薫・星合　明

　　　　　　　熊坂高弘　　　　（濁協医大産婦）

目的：GnRH　agonistを用いた子宮内膜症の治療に

おいて，持続皮下注法と徐放剤でホルモン動態につ

いて比較検討した．

方法：子宮内膜症患者5例に対しBuserelin　200

、μg／dayを持続皮下注し，他の20例に対しては

TAPI44－SR（3．75　mg）を4週間に1度，計6回皮

下に投与した．

結果：持続皮下注法では，LH，　PRLは一過性に上昇

した後4週以降漸減したが，FSHはすみやかに低下

し12週以降上昇傾向をみせた．E2は4週以降10～20

pg／mlの問で変動した．徐放剤においては，持続皮

下注法に比べ同様の変動を示したが，投与終了から

排卵までは持続皮下注法に比べ遅延した．

結論：持続皮下注法に対しTAP144・SRの徐放効果

は，Buserelinの持続皮下注法と同様な内分泌的効果

をもたらすことが判明した．

　この意味でTAP144－SRは簡便かつ強力な治療と

いえる．

26．GIFT時，内視鏡採卵困難例に対する

　　超音波採卵

　　　　　　　臼井　彰・安部裕司・雀部　豊

　　　　　　　大高　究・森田峰人・小島栄吉

　　　　　　　久保春海・百瀬和夫

　　　　　　　　　　　　　（東邦大第1産婦）

　1978年IVF－ETによる妊娠例が報告されて以来そ

の臨床応用は急速に普及した．

　今回我々はGIFT適応例であったにもかかわらず

内視鏡施行時卵巣を確認できず，同時に超音波ド採

卯しGIFT法を施行した2例を経験したので報告し
た．

　症例1．32歳主婦，8年不妊，他院にて両側卵管

周囲ゆ着および左卵管留水症と診断され癒着剥離術，

卵管形成術施行されるも妊娠にいたらず当科受診．

AIH　8回施行後GIFT適応となる．　GIFT施行時両
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側卵巣は癒着著明にて確認できず，右卵管のみ確認

できた．超音波経膣採卵にて10コの卵を回収し右卵

管に配偶子移植を行った．

　症例2．30歳主婦，5年不妊，月経困難症，不妊

を主訴として当科受診．両側卵巣のう腫および腹腔

内ゆ着強度のため腫瘍摘出ゆ着剥離術施行．その後

のsecond　look　laparoscopyにて両側卯管疎通性を

確認しGIFT適応となった．

　GIFT時左卵巣，卵管は強度癒着のため確認できず

右卵管のみ確認できたため同時に経膣超音波採卵を

行い4コの卵を回収配偶子移植を行った．この症例

は妊娠に至った．

27。男性不妊症に対するGIFT療法の有用性に

　　ついて

　　　　　　　本山光博・荒木重雄・佐山雅昭

　　　　　　　赤堀彰夫・玉田太朗

　　　　　　　　　　　　　（自治医大産婦）

　　　　　　　臼井謙一　　　　　（臼井医院）

　新しく発売されたSerono　Gamete　Preparation

Medirem〈GPM，セロノ社）を用い，活動精子と分

離卵管内人工授精およびGIFT療法に応用したとこ

ろ，臨床上極めて高い有効性を認めたので報告する．

GPM　8mlと精液3m1（または全量）を混和し，遠

心後，精子ペレットから精子浮遊液を作製（第1操

作），それをSM管（ケンメディカル社）でswim－up

沈降を行い，活動精子を分離した（第2操作〉．第1

操作では，精子濃度比は207％と上昇したが，運動

率比は108％と殆ど変化しなかった．第2操作では，

120　一一　150分インキュベーションを行い，精子浮遊液

下層Y2を用いた場合，混度比では142％，運動率比

では281％と著明な改善を認めた．乏活動精子症（活

動精子数20×106以下〉にこれを応用し，GIFTを行

ったところ17名中9名の妊娠に成功した．妊娠例中

最少活動精子濃度は，3×106／mlであった．卵管内

人工授精では，21名中6名の妊娠に成功した．

28．当院における人工授精の現況

　　　　　　　古谷健一・市川秀志・石川尚顕

　　　　　　　壽圓裕康・堀江　稔・牧村紀子

　　　　　　　永田一郎　　　　（防衛医大産婦）

目的：AIH（配偶者間人工授精）を行う際の精子調

整法として，Percoll法（P法）およびswim－up法（S

法）の2種類を比較し，その特徴と適応を検討した．

方法：対象は当院不妊外来で，通常のAIHが無効な

12例で，計73回（P法141回，S法：32回）の精

子調整を行った．P法：20％Percollに2倍希釈精
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液を重層，300G×15分遠沈後，管底の精子を得る．

S法：SCM　3　mlの管底に精液1mlを置き，傾斜

30度，37℃，15分静置し，上層のSCM中の運動良

好精子を得る．

成績：（1）　P法では精子濃度は2．8倍に濃縮され，

運動率は1．3倍に増加した．（2＞S法では運動率は

1．4倍に改善したが，精子数は60％に減少した．（3）

調整後のバックグランドはS法がP法よりも優れて

いた．

結論・考察：（1＞P法，S法ともに精子運動率の改

善が認められた．（2）調整法の選択に関しては，S

法は精子数は比較的多いが，運動率の低い症例に適

し，P法は精子数が絶対的に少ない症例に敵すると

思われた．

29．経膣超音波所見よりみた子宮外妊娠MTX療

　　法の適応と限界

　　　　　　　鈴木隆弘・本田育子・小林善宗

　　　　　　　井上正人・藤井明和

　　　　　　　　　　　　　　　（東海大産婦）

　経膣走査法による外妊の診断率とその所見による

治療方法の選択，ことにMTX療法の適応と限界に

ついて検討した．

　①外妊診断の有用性について

　80例中64例（80％）に着床部の描出が可能であ

り，子宮外胎嚢像を認めた36例中7例（19．5％〉に

児心拍を認めた．子宮外胎嚢像は5～6週で十分描

出可能で，7週以後は子宮外胎嚢像か卵管血腫像の

いずれかは，必ず描出された．

　②MTX療法の適応と限界について

　MTX療法を施行した43例について検討した．経

月室超音波所見で子宮外胎嚢像を認めた症例では，

MTX療法は2クール以上に長びき，さらに開腹手術

に至る症例も多く，一方卵管血腫像を主要所見とす

る外妊早期流産例は，MTX療法は予想以上に有効

で，良い適応と考えられた．経膣超音波診断は，外

妊の診断のみならず，治療方法の選択およびその予

後の推測に非常に有用であった．

30．反復外妊等により3回の卵管保存手術後自然

　　妊娠した1症例

　　　　　　西出　健・辻　泰二・山内　宏

　　　　　　細川明美・本部正樹・大谷早百合

　　　　　　岡根真人・宮川創平・西田正人

　　　　　　岩崎寛和　　　　　　（筑波大産婦）

　28歳の主婦，未妊婦．左卯管膨大部妊娠にて手術

の際，右卵管采閉鎖があったため，左卵管部分切除
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後，肉眼下端端吻合術，および右卵管采開口術を施

行した．その後，約1年4か月の間に自然流産1回，

対側（右卵管）にも膨大部妊娠を繰り返し，今度は，

顕微鏡下右卯管端端吻合術を行った．術後，両側卵

管留水症となったため再開腹し，更に，両側卵管開

口術，および癒着剥離術を加えた．

　3回の卵管形成術を行ったが，その後，自然妊娠

に至らず，GIFTも試みたが不成功に終わった．　IVF・

ET以外には生児を得る方法はないと判断していたと

ころ，自然妊娠し，初回手術より4年後に無事生児

が得られた．

　当院で卵管microsurgeryを行った患者のうち，63

％の者が妊娠し，うち62．5％が生児を得ており，良

好な成績と考えている．今後も両側卵管閉鎖や，卵

管の温存が望まれる子宮子宮外妊娠症例などに，積

極的に卵管温存手術を行っていきたい．

31．排卵周期における経膣超音波による子宮内膜

　　像の検討

　　　　　　　大野祐子・石塚文平・近藤俊彦

　　　　　　　渡辺研一・栗林　靖・堀越裕司

　　　　　　　斉藤寿一郎・浜田　宏

　　　　　　　　　　（聖マリアンナ医大産婦）

目的：経膣超音波（TVP）の日常診療への導入によ

り，外来での子宮内膜像の観察が容易になった．そ

こで今回私達は排卵周期における，TVPによる子宮

内膜の厚さ（EMT）の変化を主に卵巣性ステロイド

値との相関において検討した．

対象：不妊外来通院中の排卵周期を有する患者71名

で，hMG－hCG投与周期5例，妊娠周期4例を含む．

方法：LHピークまたはBBT低温相最終日前3日以

内およびBBT高温相5～7日にEMTを測定，同時
に血中E2，　P値を測定した．

結果：EMTは卵胞後期10．54±2．7mmより，黄体

中期13，86±5．Ommと有意（P〈0．01）に増大した．

両者の間にはγ＝0．793，P＜0．05の有意な相関が見

られた．卵胞後期EMTは黄体中期血中E2値（γ＝

0，594，P＜0．05），およびP値（γ＝O．514，P〈0，05）

と有意な正の相関を示した．これらの結果は，妊娠

周期，hMG－hCG投与周期でも同様に認められた．

考察：卵胞後期EMTは，排卵後の黄体機能を予測

する手段として用い得る可能性が示唆された．

32．Iopamido1によるHSGの試み

　　　　　　　　　　　　田巻勇次・江口　修

　　　　　　　　　　　　（松戸市立病院産婦）

水溶性子宮卵管造影剤であるエンドグラフィンが
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製造中止となったため，新たな水溶性造影剤を求め

て，尿路血管造影や脊髄造影に用いられている非イ

オン性低浸透圧性造影剤であるイオパミロンによる

HSGを試みた．20例に施行．6・一一10　mlのイオパミ

ロン注入直後に正面像と側面像，5分後に正面像を

撮影した．

成績：子宮腔像は粘稠度が低いため内膜拡張は油性

造影剤に比べ少ないが，contrast　densityは充分であ

る．卵管像は卵管間質部，峡部，膨大部レリーフ像

もよく造影された．拡散像は組織親和性が高く注入

直後からよく拡散するが，粘稠度が低いため拡散が

早く，診断至適時間が短い．検査後の疹痛は20例中

1例にみられたが，エンドグラフィン施行時の疹痛

に比べ明らかに軽度であった．副作用は認められな

かった．

　　Iopamidol（イオパミロン）は粘稠度が低いという

点で多少の問題はあるが，副作用も少なく造影効果

も良好で，子宮卵管造営剤として有用である．

　　　　　　　　　　特別講演

The　relationship　between　sexual

　　dysfunction　and　Infertility

　　　　　　　Wabrek，　A．　J．

　　Director　Medical　Sexology

　　　　　Hartford　Hospital

Hartford，　Connecticut　US．A．

　　　　　　　　　　　and

　　　　　Professor　OB－GYN

　　University　of　Connecticut

　　　　　School　of　Medicine

Farmington，　Connecticut　U．S．A．

　The　relationship　between　sexual　dysfunction

and　infertility　may　be　as　follows：

1）　Sexual　dysfunction　is　the　only　cause　of　the

　　　infertility．

2）　Sexual　dysfunction　is　a　consequence　of　the

　　　infertility－either　the　workup，　the　infertility

　　　diagnosis，　or　the　infertility　treatment

3）　Sexual　dysfunction　and　infertility　are　not

　　　related．

　　Every　infertile　couple　needs　to　have　a　sexual

history　taken．　This　may　be　very　difficult　because

many　many　physicians　received　virtually　no　traln－

ing　in　medical　school　or　during　their　residencies

to　get　comfortable　asking　these　personal　ques一
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tions．　When　the　physician’s　discomfort　is　com－

bined　with　patient　reticence　and　a　cultural　norm

that　discourages　talking　about　sex，　it　is　easy　to

see　why　sexual　matters　rarely　get　discussed．

Physicians　have　learned　by　training　how　to　get

comfortable　asking　very　personal　questions　in

other　areas　of　patient’s　lives　and，　obviously，　can

get　comfortable　asking　sexual　questions　with

some　practice　and　experience　Ten　basic　ques－

tions　about　sexual　functioning　need　to　be　asked

during　an　infertility　evaluation，　They　are：

1）　Is　the　couple　able　to　have　intercourse？

2）Is　the　man　able　to　get　an　erection～

3）Is　the　man　able　to　penetrate　the　vagina　with

　　　that　erection？

4）Is　the　man　able　to　maintain　that　erection

　　　　during　intercourse？　　　　　　　　・

5）Is　the　man　able　to　ej　aculate　？

6）Does　ejaculation　occur　before　vaginal　penetra一

7）

8）

9）

10）

tion　？

Are　there　times　during　intercourse　where　the

man　is　unable　to　ej　aculate　？

During　intercourse　does　the　man　have　a

sensation　of　ejaculation　but　no　semen　actu－

ally　comes　out　of　the　peniS　？

Are　vaginal　penetration　and　intercourse　paln－

ful　for　the　woman？

What　is　the　approximate　frequency　of　inter－

course　？

　The　most　prevalent　female　sexual　dysfunction

causing　infertility　is　vaginismus．　It　is　defined　as　a

muscular　spasm　of　the　levator　ani　and　pubococ・

cygeal（PC）muscles。　The　diagnosis　of　vaginismus

covers　a　spectrum　from　painful　penetration　in

mild　cases　to　an　inability　to　have　intercourse　ln

severe　cases．　Mild　cases　may　not　be　so　apparent

to　the　physician　but　may　be　contributing　to　a

relatively　low　sexual　frequency　because　of　the

pain　and　discomfort　the　woman　is　experiencing．　If

vaginismus　is　present，　treatment　options　may　be

either：

1）Vaginal　dilators　and　counseling．

2）Artificial　insemination　by　husband．

　　It　is　always　most　helpful　to　give　a　choice　to　the

couple　on　how　they　would　like　the　condition　treat－

ed．　If　they　decide　on　vaginal　dilators　and　counsel－

ing，　it　is　most　helpful　to　give　a　woman　either　a
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small　vaginal　dilator　or　a　plastic　test　tube，　or

some　other　non・breakable　dilator・shaped　object

that　could　be　placed　by　the　woman　in　her　own

vagina　in　the　privacy　of　her　own　home．　It　is

important　to　emphasize　that　she　use　copious

amounts　of　lubricant．　Outcome　studies　have

demonstrated　that　success　is　much　more　likely

when　the　woman　herself　takes　responsibility　for

inserting　the　dilator　into　the　vagina　rather　than

the　husband　or　gynecologist　doing　it．

　　If　the　couple　decides　on　artificial　insemination

by　husband，　the　semen　can　be　collected　in　the

privacy　of　the　couple’s　home，　either　by　1）mastur－

bation，2）the　woman’s　hand　rubbing　the　penis　to

orgasm　or，3）rubbing　the　penis　against　the　clitoris

or　the　vaginal　opening　until　ejaculation　occurs．

After　ejaculation，　the　semen　may　either　be　inject－

ed　into　the　vagina　at　home　or　brought　into　the

physician’s　office　for　insemination　there．　Most

couples，　ill　the　author’s　experience，　feel　that　physi－

cians　have　intruded　enough　into　their　personal

lives　and　prefer　to　do　the　insemination　at　home．　A

small　syringe　is　used　to　draw　up　the　semen　and

eject　it　into　the　vagina．　It　does　not　get　injected

into　the　cervical　os．　It　is　interesting　to　note　that

Dr．　John　Hunter　in　the　late　l700’s　advised　a　male

with　hypospadias　to　inject　seminal　fluid　into　his

wife’s　vagina　using　a　syringe．　Anormal　pregnancy

resulted　from　that．
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　　Sexual　dysfunction　may　also　occur　as　a　conse－

quence　of　infertility　testing．　Approximately　10％

of　males　develop　a　sexual　dysfunction　when　a

physician　requests　a　post－coital　test．　In　apProxi－

mately　half　the　cases　the　male　becomes　impotent，

or　in　the　other　half　are　unable　to　ejaculate．

Typically，　these　sexual　difficulties　were　not　pres－

ent　prior　to　the　infertility　workup．

　　Some　sexual　dysfunctions　develop　as　a　conse－

quence　of　an　infertility　diagnosis．　After　a　diagno－

sis　of　azoospermia，　over　half　of　the　males　devel－

oped　erection　problems．　The　onset　typically　oc・

curred　within　one　week　of　the　diagnosis　and　last－

ed　from　one　to　three　months　with　a　mean　duration

of　five　weeks．　Being　supportive　of　the　male　and

assuring　the　couple　that　this　is　a　selflimiting

problem　is　often　the　only　treatment　that　is　needed．

The　diagnosis　of　azoospermia　may　also　have　a

significant　impact　on　the　female．　Approximateiy

40％of　the　wives　became　quite　ups6t　and　angry

over　this　diagnosis　and　severe　marital　difficulties

occurred　in　about　three　rnonths．

　　Emotional　stress　may　also　lead　to　oligospermia．

Testicular　biopsies　perforrned　on　males　awaiting

sentencing　for　rape　and　impregnation　showed

complete　spermatogenic　arrest．　Try　to　be　as

patient　and　understanding　of　the　psychological

and　sexual　aspects　of　infertility　difficulties　as　you

are　of　the　medical　aspects．



第3回Microfertilization　Seminar

日　時：平成3年4月20日　（土）13：00　・一　17二〇〇

会場：日本都市センター

　　　　　　東京都千代田区平川町2－4－1

　　　　　　　　　　　Tel．　03－3265－8211

内　容：Microfertilizationおよびその関連の研究

演題募集：上記に関する一般演題を募集します

　　　　　　　　演題名，演者名（所属），要旨（400字以内〉

一般演題締切：平成3年2月末日

連絡先：東京都港区西新橋3－25－8

　　　　東京慈恵会医科大学産婦人科学教室

　　　　　　　　　Tel．03－3433－1111（内線3521）

　　　　　　　　　　　　　　　　（担当　楠原浩二）



日本アンドロロジー学会第10回学術大会

日本アンドロロジー学会第10回学術大会を下記の通り開催致しますので御案内申し上げます。

日本アンドロロジー学会第10回学術大会

　　　　　　　　　　　会長　三宅弘治

1．会期：1991年6月21日（金）・22日（土）

2．会　場：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）

　　　　　　名古屋市千種区吹上2－6－3

　　　　　　　　　　　Tel　O52（735）2111

3．学術大会：

　　1）招請講演　　「精索静脈癌の診断と治療」（仮題）

　　　　　　　　　　　　Stuart　S．　Howards　M．　D．（ヴァージニア大学泌尿器科教授）

　　2）特別講演　　「前立腺と男性ホルモン」

　　　　　　　　　　　　碓井　亜（広島大学泌尿器科教授）

　　　　　　　　　「陰茎勃起におけるVIP（Vasoactive　intestinal　polypeptide）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の果たす役割について」

　　　　　　　　　　　　青木　光（岩手医科大学泌尿器科講師）

　　　　　　　　　「精巣および精巣上体におけるアンドロジェン微小環境」

　　　　　　　　　　　　山本雅憲　　（名古屋大学泌尿器科講師）

　　3）シンポジウム「精巣障害性実験動物モデル」

　　　　　　　　　　　　司会　　西宗義武　　（大阪大学微生物研究所教授）

4．演題募集要項

　（1）演題申込み期限は1991年3月20日です。申込書一式は下記へ御請求下さい。

　（2）（A）演題申込書・（B）演題受領書・（C）演題採用通知書に必要事項を御記入の上予稿集原稿

　　　　（コピー3部添付），厚紙と共に同封の返信用封筒にて書留郵便にしてド記へお送り下

　　　さい．

　　　　　　送付先：〒466　名古屋市昭和区鶴舞町65

　　　　　　　　　　名古屋大学医学部泌尿器科学教室内

　　　　　　　　　　日本アンドロロジー学会第10回学術大会事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡　村　菊　夫

　　　　　　　　　　　　　　TEL（052）741－2111内線2270

　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX（052）741－3040



第14回産婦人科マイクロサージャリー学会・学術講演会

会　期　平成3年7月18日（木）

ll 会場大阪国際交流センター

　　　　〒543大阪市天王寺区上本町8－2－6

　　　　Tel　O6－772－5931

　　　　Fax　O6－772－7600

川　特別講演：

　　　　　　「形成外科の婦人科領域への応用」

　　　　　　演者：大阪警察病院

　　　　　　　　形成外科　　前田　求部長

　　　　　　座長：大阪大学　　谷澤　修教授

IV　シンポジウム：

　　　　　　「卵管留水腫の診断と治療」

　　　　　　座長：名古屋市立大学　　八神喜昭教授

V　一般講演募集要項：

1

2

3

．演　題　演題名・所属・氏名（演者に○印）

　　　　　400字以内の抄録をお送り下さい。

．締切日：平成3年4月27日（土）

．宛　先　〒553大阪市福島区福島1－1－50

　　　　　大阪大学医学部産科婦人科学教室

　　　　　マイクロサージャリー学会係　　三宅　侃宛

　　　　　Tel　O6－451－0051　内線2289

第14回産婦人科マイクロサージャリー学会

　　　学術講演会

　　　会長　　谷澤　修



第31回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会

会　期　平成3年7月19日（金）・20日（土）

Il 会場：大阪国際交流センター

　　　　〒543大阪市天王寺区上本町8－2－6

　　　　Tel　O6－772－5931

　　　　Fax　O6－772－7600

川　会長講演：

　　　　　　「子宮体癌診断における子宮鏡検査」

　　　　　　演者：大阪大学　　　　谷澤　修教授

　　　　　　座長：横浜市立大学　　水口弘司教授

iv　特別講演：

　　　　　　「卵管鏡の実際」

　　　　　　演者：藤田学園名古屋保健衛生大学　　河一ヒ征治教授

　　　　　　座長：大阪医科大学　　杉本　修教授

lV　シンポジウム：

　　　　　　「内視鏡下手術」

　　　　　　座長：日本大学 佐藤和雄教授

V　一般講演募集要項：

　　　　　　1．演　題　演題名・所属・氏名（演者に○印）

　　　　　　　　　　　　400字以内の抄録をお送り下さい。

　　　　　　2．締切H：平成3年4月27日　（土）

　　　　　　3．宛　先　〒553大阪市福島区福島1－1－50

　　　　　　　　　　　　大阪大学医学部産科婦人科学教室

　　　　　　　　　　　　内視鏡学会係　　佐治文隆宛

　　　　　　　　　　　　Tel　O6－451－0051内線2289

第31回日本産科婦人科内視鏡学会

　　　学術講演会

　　　会長　　谷澤　修



日本医学会だより
1990年10月No．・4

1．日本医学会幹事会

　去る1990年9月11日に，第16回幹事会が開

催され，主に①第23回総会の準備状況，②日本

医師会シンポジウム，③医学用語管理，④認定

医制について報告および審議された（2－－6の

各項目参照）．

　なお，席上会長から，総会ありかた委員会の

答申に基づいた学術活動の新しい形に関して慎

重に準備を開始する段階にきている．また，最

近の医学の急速な進歩，社会的要請やそれに対

する分科会の種々の活動などに鑑みて，日本医

学会としてはその基本的な性格や方針について，

この際，深く検討しておく必要があるとの見解

が述べられ了承されたのち，別個に委員会等を

設置して検討すべきだとの意見が出された．

2．第23回日本医学会総会の準備状況

　明1991年4月5日～7日の3日間，京都にお

いて開催，メインテーマは「転換期に立つ医学

と医療一創造と調和と信頼一」で，準備は全面

的に集行中．

　学術プログラムは，演題および演者の全容が

決定し，癌，老化，脳，心血管，免疫など17分

野についてのテーマ，講演26，医学の進歩シリ

ー ズ257，テーマシンポジウム・パネル126など

の準備が完了した．

　海外招聰者は，利根川進，T．　Staraz1博士ら

7名，開会講演は福永光司元京都大学人文科学

研究所長に，閉会講演は作家の司馬遼太郎氏に

決定．

　展示については，学術，医用機器，薬品，医

療情報，医療サービス，医学史の会場が設定さ

れ最新和洋医学書展示即売会も企画されている．

　総会の成功は，ひとえに多数の参加にあり，

医師会員の登録促進に努力しているが，一方，

各分科会会員の登録申込み（第23回日本医学会

総合登録室：京都市左京区吉田牛の宮町11一

1　TEL　O75－752－4747）に期待している．なお，

すでに26分科会が認定医の更新条件に，総会出

席を取入れている．

3．日本医学会シンポジウム

　第90回シンポジウムは，次のとおり開催され

る．

主題：動脈硬化’90

　　　一その発生要因・機構・進展一

日時：1990年11月20日（火）

　　　10：00～17：00

場所：日本医師会館大講堂

組織委員：京極方久（東北大・病理）

　　　　　吉田洋二（山梨医大・病理）

　　　　　北　　徹（京大・老年医学）

　参加は無料．予め本会に葉書で申込みのこと。

　☆日本医学会シンポジウム記録集：第85回

「血管内皮細胞の機能と障害」，第86回「前癌病

変」，第87回「スポーツ医学の今日的課題」を

希望の方は，本会に葉書で申込みのこと．無料

頒布．

4．日本医学会シンポジウム企画委員会

　委員は5名（遠藤　實，京極方久，尾形悦郎，

桜井健司，桜井治彦）で，年間企画を行ってい

る。次回開催は12月11日，日本医師会館の予

定．

5．医学用語管理委員会

　現在，草間委員長の許で9委員が1991年3月

中の医学用語辞典欧和版刊行を目指して，努力

中．辞典の名称および装丁の検討段階にある．

引き続き，和欧版の初校にとりかかる予定．

6．認定医制についての三者懇談会

　第10回三者懇談会を，

催．

8月14日（火）に開



　主に，1．医療法の改正と診療科目名の問題

について，2．基本的科目について，3．認定

医の公認方法について等が検討された．

　日本医学会からは「認定医制度に対する日本

医学会の考え方（案）」を提示した．新たな発展

が期待される．

7．医学賞・医学研究助成費選考委員会

　第2回医学賞・医学研究助成費選考委員会が，

9月11日（火〉午前・午後にわたり開催された．

　1990年度日本医師会医学賞は，推薦27件

中，基礎・社会部門から，岸本忠三阪大教授の

「インターロイキン6（IL6）に関する研究」，臨

床部門からは，垂井精一郎阪大教授の「筋肉の

酵素異常に関する臨床的ならびに分子生物学的

研究」，阿曽佳郎東大教授の「腎孟尿管鏡の開発

に関する基礎的・臨床的研究」に決定．

　1990年度日本医師会医学研究助成費は，推薦

65件中，基礎・社会・臨床部門を通じて，次の

15名が選考された．

　基礎部門：熱海佐保子（山梨医大）　「脊髄後

角における痛覚制御機構一免疫細胞化学的研究

一」，石川栄治（宮崎医大）「生体物質および病

因物質の超高感度測定法の開発と臨床応用」，稲

垣千代子（関西医大）「脳の記憶機構iのクロライ

ドイオン関連シグナルによる解析」，名倉　宏（東

北大）「ヒト消化管における免疫機構の神経内分

泌による制御機構の研究」，渋谷正史（東大）「が

ん遺伝子の活性化とシグナル伝達の異常の研究」

　社会部門：重田定義（東海大）「脳の発育期に

おける化学物質暴露の高次神経障害の発生機序

に関する研究」

　臨床部門：牧野英一（千葉大）「糖尿病発症と

インスリン受容体遺伝子異常に関する研究」，松

本俊夫（東大）「骨粗鞍症の発症機序および治療

に関する基礎的研究」，友池仁暢（九大）「冠動

脈攣縮の成因と病態生理に関する研究」，松本脩

三（北大）「免疫不全症候群の病態と治療に関す

る研究」，吉野肇一（慶応大）「癌の生物学的悪

性度の指標としての癌辺縁組織内蛋白分解酵素

活性値の利用」，越智隆弘（阪大）「重症慢性関

節リウマチ患者の臨床的および病態的解明」，田

野保雄（国立大阪病院）「眼内血管新生と手術」，

和氣徳夫（九大）「絨毛性疾患の発症機構に関す

る分子遺伝学的研究」，西沢　理（秋田大）「ネ

コの橋における蓄尿神経機構に関する研究」に

決定．

　なお，11月1日の第43回日本医師会設立記念

医学大会の席上，表彰される．

8．複写権センターについて

　複写権センター設立については，日本医学会

としては，積極的対処を手控えているが，最近

分科会宛に情報を配布する段階に致っている．

　　　　　　　日本医学会

〒113東京都文京区本駒込2－28－16

日本医師会館内　TEL　O3－3946－2121（代表）

　　　　　　　FAX　O3－3946－6295



投　稿　規　定

L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，ダプルスペース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

　f列1，Kilbourne，　N．　J．：Varicose　veins　of　preg－

　　　　nancy，　Amer．　J．　Obstet．　Gynec．，25：104，

　　　　1933

　　2．足高善雄，竹村　喬，美並義博二最近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，日不妊会誌，4：13，1956

　b．単行本の場合

　　　著者名：著書名，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，　68，

　　　　Williams＆Wilkins　Co．，1965

9．同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，別刷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，30部を越す分についての実費は

　著者負担とする．

14．投稿先および諸費用の送付先は，東京都中央区

　日本橋2丁目14番9号加商ビル（株）アイシーエ

　ス企画内社団法人日本不妊学会　事務局とする．

　　　　　　　　　　　　　　　　　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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事務局からのお巫到

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．03－3272－7077）

　　　日本不妊学会雑誌
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