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会 止口

第36回日本不妊学会総会および学術講演会

　　　　　　　　　　　　　（第　2　回　予　告）

　　第36回日本不妊学会総会および学術講演会を下記の要領にて開催いたします．会員の皆様

　方の多数のご参加をお願い申し上げます．

日時・会場

　学術講演会　　　1991年11月20日（水）・21日（木）名古屋国際会議場

　理事会・幹事会　1991年11月19日（火）　　　　　　名古屋ヒルトンホテル

　総会・評議員会　1991年11月20日（水）　　　　　　名古屋国際会議場

　　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　O52－683－7711

　　名古屋ヒルトンホテル　　〒460名古屋市中区栄1－3－3　TELO52－212－1111

学術講演会

　　本講演会では，招請講演，特別講演，シンポジウム，ワークショップ，一般講演を行なう

　予定です．シンポジウム，ワークショップの詳細については追ってお知らせいたします．

　　一般講演には，多数の演題をお申し込み下さいますようお願い致します．なお，ポスター

　セッションは予定致しておりません．ご応募の方は演題申込み要領に従い，倫理面を十分に

　考慮した研究についてご応募ください．演題の採否は会長にご一任願います．

1　招請講演

　1．「世界不妊学会の歴史より学ぶこと」

　　　　　坂元正一　国際不妊学会（IFFS）会長

　2。「細胞同志は認識し合う」

　　　　　岡田節人　岡崎国立共同研究機構機構長

II特別講演
　1．「重症排卵障害の内分泌動態と対策」

　　　　　花田征治（名古屋市立大学分娩部助教授）

　2．「微小穿刺法による生殖管内アンドロジェン微小環境の解明J

　　　　　山本雅憲（名古屋大学泌尿器科助手）

　3．「哺乳動物生殖系列細胞核の全能性と多能1生」

　　　　　角田幸雄（近畿大学農学部畜産学教授）

III　シンポジウム

　　　「配偶子および初期胚異常の成因をめぐって」

　　　　　司会　三宅弘治（名古屋大学泌尿器科教授）

　　　　　　　　広井正彦（山形大学産婦人科教授）

IVワークショップ
　　『生殖医学の新しい展開』

　　　1．「生殖免疫の最近の知見」

　　　　　　　司会　森　崇英（京都大学産婦人科教授）

　　　2．「不妊と最近の感染症」

　　　　　　　司会　守殿貞夫（神戸大学泌尿器科教授）



　　　3．「精子減少症・精子無力症の治療」

　　　　　　　司会　片山　喬（富山医科薬科大学泌尿器科教授）

　　　4．「不妊と卵管一新しいアプローチ」

　　　　　　　司会　河上征治（藤田学園保健衛生大学産婦人科教授）

V　一般演題

　演題申込み資格

　　講演者供同発表者を含む）は本会会員に限ります．会員以外の方は演題申込みと同時に，

　　1991年度会費（8，000円）を納入のうえ会員になってください．

　演題申込み要領

　　1．抄録を所定の抄録用紙にタイプまたはワープロでうち，書留郵便にて下記へお送りく

　　　　ださい．

　　　〒102東京都千代田区麹町4－3麹町富士ビル7階

　　　　　　㈱MAコンベンションコンサルティング内

　　　　　　第36回日本不妊学会事務局

　　　　　　TEL　O3－5275－1911　FAX　O3－5275－1192

　　2．抄録は800字以内，図，表はつけないでください．

　　3．別紙演題申込書，受領書，採用通知書に所定の事項を記入して切手を貼り，抄録用紙

　　　　（原本）および抄録用紙のコピー3部と共にお送りください．

　　4。申込み締切日　1991年（平成3年）7月10日（水）（必着）

　演題発表方法

　　講演時間は6分，討論時間は2分の予定です．スライドプロジェクターは各会場とも1台

　　といたします．スライドの枚数に制限はありません．

　参加申込方法

　　学会当日会場にて受け付けます．

　　　学会参加費　7，000円

　　　懇親会費　　7，000円

　　懇親会は，学術講演会第1日終了後に名古屋国際会議場内のリセプションホール（4F）

　　で行ないます．

1991年4月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第36回日本不妊学会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　八　神　喜　昭

　　連絡先：名古屋市立大学医学部産科婦入科学教室内

　　　　　　　第36回日本不妊学会本部

　　　　　　〒467名古屋市瑞穗区瑞穂町川澄1

　　　　　　TEL　O52－851－5511　内線　2220

　　　　　　FAX　O52－842－2269（担当　生田克夫）



　　　　　　　支部評議員について

下記409名について，1991年1月1日より1992年12月31日まで支部評議員を委嘱します．

本誌面をもって委嘱状と致します．

北海道支部　支部評議員　　（24名）

石川睦男　石島芳郎　大越隆一　岡部泰樹
小國親久　川倉宏一　菊川　寛　小森　昭
小柳知彦　千石一雄　 高橋芳幸　 田中昭一
田中俊誠　丹田　均　堤　義雄　野々村克也
芳賀宏光　林　義夫　平尾和義　古屋聖見
丸田　浩　美甘和哉　山下幸紀　横尾和夫

東北支部　支部評議員

安部徹良
梅津元昭
利部輝雄i
木村行雄
佐藤和宏
高橋亨平
西谷　 巌

古橋信晃
宮川コウ
吉松宣弘

関東支部　支部評議員

味香勝也
雨宮　 章

石井延久
石橋　 晃

伊藤雅夫
今村一男
上野　 精

梅津隆子
岡田清己
尾川昭三
荻野雅弘
落合　 寛

加藤廣英
⇒ヒ　　月1　　青巨　　一

久慈直志
小磯謙吉

（37名）

石橋　 功

及川胤昭
金杉　 浩

国本恵吉
品川信良
立崎達夫
信永利馬
星　 和彦

矢嶋　聰

（156名）

麻生武志
荒木　 勤

石川博通
岩動孝一郎

伊藤光雄
岩城　 章

植村次雄
遠藤　 克

岡田耕市
小川重男
長田尚夫
小畑英介
河村信夫
木下二亮
楠原浩二
公平昭男

一 條貞敏
太田博孝
川越慎之助

児玉英也
臼岩康夫
中田瑛浩
深谷孝夫
前原郁夫
柳田　薫

天野久夫
荒木日出之助

石田　肇
伊藤晴夫
伊吹令人
岩下光利
臼杵　想
大地隆温
岡本良平
沖永荘一
長田尚夫
甲斐祥生
神戸川明
木下勝之
熊坂高弘
小柴　 健

入澤俊氏
小田隆晴
木村正一
佐藤　章
菅原七郎
永井　 宏

福島峰子
真木正博
吉田　 威

雨森良彦
飯田悦郎
石原　 力

伊藤治英
今道友則
岩田嘉行
梅田　隆
大野虎之進

小笠　 晃

沖永洋子
小田高久
加来道隆
岸本　 孝

木下英夫
桑原慶紀
小林一夫



小林拓郎
笹川重男
佐藤昭太郎

杉村和男
須藤寛人
高田道夫
武谷雄二
舘　　郡
田村　貴
土屋文雄
中居光生
中山徹也
西　　 望

野澤志郎
広川　信
古畑哲彦
増淵一正
三浦一陽
水口弘司
目崎　登
安水洗彦
吉田重雄
和出　靖

小林俊文
佐々木茂
佐藤　 威

杉山四郎
関　守利
高橋輝雄
武田佳彦
田中憲一
田村　武
堤　　 治

中嶋唯夫
永瀬弘司
西島正博
野獄幸正
福井靖典
古谷　博
松本英亜
水沼英樹
宗像教親
森　宏之
矢内原啓太郎

吉田茂子
我妻　尭

佐伯政雄
佐藤嘉兵
佐藤芳昭
鈴木秋悦
相馬広明
多賀理吉
田崎　寛
田辺清男
陳　沙水
津端捷夫
中村正久
永田一郎
西田正人
林　方也
福谷恵子
星野茂夫
松本　泰
水野重光
村山　茂
矢追良正
山中英寿
吉田孝雄
渡辺　彰

佐賀正彦
佐藤孝道
塩塚幸彦
鈴木正彦
高崎悦司
田口　武
田島政晴
田村昭蔵
辻井弘忠
土橋一慶
中村幸雄
新村末雄
根岸壮治
平川　舜
藤井f壽子
牧野恒久
松山栄吉
三橋直樹
目崎鑛太
柳沼　恣
山本皓一
吉田英機
渡邉　茂

中部支部　支部評議員

石原　実
押木貞雄
川村壽一
鈴森　薫
中西正美
花田征治
山本稔彦

（27名）

稲葉芳一
可世木辰夫

米谷国男
玉舎輝彦
成田　収
福島　穰
余語郁夫

大池哲郎
風戸貞之
鈴木正利
寺尾俊彦
野口昌良
水谷栄彦
和田圭介

大島　清
河　　E　　征　　治

鈴置洋三
名出頼男
野田克巳
水野金一郎

北陸支部　支部評議員

赤祖父一知

打林忠雄
桑原惣隆
内藤克輔
藤田幸雄
山本　巌

（21名）

荒木克己
大川光央
高邑昌輔
南後千秋
布施秀樹

飯田和質
大沢　 汎

千鳥哲也
西田悦郎
松田春悦

泉　陸一
河崎屋三郎

津川龍三
長谷川真常

美川郁夫

関西支部　支部評議員　　（54名）

浅野　定　足高善彦
伊藤　　裕　　井上彦八郎

生駒文彦　 市川茂孝
内海恭三　 岡　伸俊



岡田　弘
加藤征史郎

斎藤宗吾
島　博基
杉本修一
竹村　喬
仲野良介
濱田和孝
本庄英雄
三宅　侃
望月眞人
山元貴雄

奥田喜代司

神崎秀陽
佐治文隆
下村虎男
鈴木　瞭
辰巳賢一
西川　潔
平井　博
前川正信
宮崎和典
森川　肇
山本　宝

奥山明彦
香山浩二
沢田　勉
新　武三
泰井俊造
都竹　理
野田洋一
星合　昊
松田公志
宮崎　重
森本義晴

片山和明
・J・　松　　洋　　車甫

繁田　実
須川　 借

高崎　登
角田幸雄
羽間　稔
堀越順彦
松本　修
村上　旭
山村博三

中国四国支部　支部評議員

飯塚修務
苛原　稔
大濱紘三
己斐秀豊
3申　保　　利　　春

高橋健太郎

竹内正文
寺川直樹
林　　要
見尾保幸
森下　一
湯原正高

　（48名）

石部知行
上田一之
岡谷裕二
河野一郎
菅　徹行
高橋久寿
武田　秀
寺田隆登
林　伸旨
宮川征男
山野修司
横山雅好

伊東武久
碓井　亜
香川　征
相良祐輔
杉並　洋
高柳　真
田中啓幹
奈賀　脩
藤原　篤
本森良治
山本　治
吉田信隆

稲井　徹
大橋輝久
加藤　紘
新甲　洋
高田元敬
瀧原博史
寺内弘知
中間實徳
松浦俊平
森岡政明
湯浅　誠
吉野和男

九州支部　支部評議員　　（42名）

赤嶺正次
池田友信
王丸鴻一
門田　徹
熊澤浄一
佐野正敏
堂地　 勉

野田進士
東　政弘
松浦講平
薬師寺道明

安部　宏
石丸忠之
長田幸夫
金岡　毅
熊本有宏
執行律夫
中村元一
秦喜八郎
肥田木孜
水元淳一
吉満陽孝

有馬直見
市丸俊三
尾上敏一
川野秀昭
小池弘幸
田川博之
中村正彦
浜田正一
姫野隆一
迎　俊彦

井口厚司
今村臣正
片桐英彦
楠田雅彦
佐久本哲郎

竹内一浩
中村雅弘
比嘉国郎
平井ひろみ

森　憲正
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　特発性男子不妊症患者28例に対して凍結保存卵を用いたハムスターテストを施行した．これによる

精子侵入率と他の精子パラメーターとの関連について検討し以下の結果をえた。

　精子侵入率は妊孕性と深くかかわっているとされる精子運動率，運動精子濃度および平均精子直進

性との関連が深く，おのおのとの相関係数はそれぞれr＝0．63，r＝0．54およびr＝0．48であった．

一方，精子侵入率と精子膨化率との相関は比較的低く（r＝0．36），ハムスターテストとhypoosmotic

swellillg　testは異なった精子機能をみている可能性が示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，36（2），243－247，1991）

緒　　言

　一般精液検査で精液所見が正常であるにもかかわ

らず不妊の症例を経験するが乏精子症でも妊孕性を

有する場合があり，一般精液検査のみでヒト精子の

受精能を判定するには限界がある。

　ヒト精子の受精能を判定する方法のひとつにハム

スターテストがあるが最近新鮮卵のかわりに凍結保

存卵を使用し，前者を用いた場合とほぼ同様の結果

がえられたとする報告がある’）．そこで後者を用いた

ハムスターテストを試み，他の精液検査と比較検討

した．

対象および方法

　不妊を主訴とした患者のうち無精子症を除いた特

発性男子不妊症28例を対象とした．年齢は，21歳

～ 40歳，平均31歳であった．5日以上禁欲後，用手

法にて精液を採取し，室温にて30分間液化させた後，
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従来の鏡検および精液自動分析装置（セルソフトシ

リーズ3000）による測定に供した．両者により得ら

れた精子濃度および精子運動率はともに高い相関を

示した（未発表データ）．ここでは精子濃度および運

動率は前者によるものとした．平均精子直進性およ

び平均精子運動速度（microns／sec）2）は後者によっ

た．

　Hypoosmotic　swelling　test3）は以下の如く施行し

た．すなわち精液0．lmlと150　mOsmo1の浸透圧の

hypoosmotic　solution（sodium　citrate・2H207．

35g／1，　fructose　13．51g／1＞lmlを混和し，30～60分

間，37℃でインキュベーションし，位相差顕微鏡（×

400）にて鏡検した。100以上の精子を観察し，精子

尾部の細胞膜の形態的変化をみた．膨化した精子の

割合（以下，精子膨化率）を算定した．

　凍結保存卵（日本農産工業〉を38℃の温湯にて急

速融解させた後，modified　Biggers，　Whitten　and

Whittingham’s　medium（mBWW）を0．3～0．4ml

つつ3回に分けて1分間隔で添加し，耐凍剤（DM

SO）を除去した．さらに0．1％トリプシンで卵予の

透明帯を溶解させた後，mBWWで3回洗浄した．

　室温放置により液化した精液に0．3％human

serum　albumin（HSA）を含むmBWWを加えた精

液静置法をおこない運動良好精子を回収し，培養液

で再懸濁した後，最終濃度が5μMとなるようiono－

phore　A23187（Calbiochem－Behring，　LaJolla，

Calf．）を加え，37℃10分間処理した．処理後，最終

精子濃度がO．5×107－・－1．0×IO7／mlとなるよう

mBWW（3．5％HSAを含む）で調整し37℃5％
CO2大気中で2時間，前培養した．この後，透明帯を

除去した凍結保存卵を上記処置精子に加え4時間培

養した．培養後，位相差顕微鏡にて精子侵入の有無

を観察し，精子侵入率を算定した．

結　　果

　1）精子濃度ないし精子運動率と精子侵入率との

関係

　100

！

讐

SD

／
O　　　　　　　　　　　SO　　　　　　　　　　　IOO　　　　　　　　　　　150　　　　　　　　　　200

　　　　　　　　順　子　漏　蟹　　　　　　　　　　　　　　　’10L「口1

　図1．精子濃度と精子侵入率との関係

　精子濃度が高くなるに従って精子侵入率が高値と

なる傾向を示した（r＝O．43，P〈0．05）（図1）．

　精子運動率と精子侵入率とはr＝O．63と高い正の

相関を示した（P＜0．005）（図2）．

　次に精子濃度と精子運動率の積である運動精子濃

度と精子侵入率とはr＝O．54（P〈0．005）と高い相

関を示した（図3）．

　正常精液所見（精子濃度40×106／ml以上および精

子運動率50％以上〉の例の平均精子侵入率（mean±

S．D．）は67±35％，異常精液所見（精子濃度40×

106／ml未満または精子運動率50％未満）の例のそれ

は16±26％であり，前者が有意に高かった（P〈0．02＞

（図4）．

　2）平均精子直進性ないし平均精子運動速度と精

子侵入率との関係

　平均精子直進性と精子侵入率の相関係数はr＝

0．48（P〈O．05）であ1）　，比較的相関が高かった（図

5）．
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図2．精子運動率と精子侵入率との関係

100

％

D　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　1DO　　　　　　　　　isD

　　　　　　　A動精子濃度　　　　　　x10E’m1

図3．運動精子濃度と精子侵入率との関係



平成3年4月1日 布施　他 （245＞3

精

子

侵

入

率

精

子

侵

入

率

％

100

　％
100

50

　　正常精液所見（n＝9｝　　　異常精液所見（n＝19＞

（雛撒以上）（ll欝1篇つ

　図4．精液所見別の精子侵入率

y＝－4，8＋10，4x

r＝O、48

n＝28

p＜0．05

0　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　10

　　　　　　平均精子直進性

図5．平均精子直進性と精子侵入率との関係

　平均精子運動速度と精子侵入率とはr＝0．24と相

関が低かった（図6）．

　3）精子膨化率と精子侵入率

　両者の相関係数はr＝0．36と相関が比較的低かっ

た（図7）．
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図7．精子膨化率と精了一侵人率との関係

最終過程としての精子の先体反応も必要である．先

体反応は透明帯を通過するのに必要であるのみなら

ず卵子への侵入にも不可欠とされる．男子の妊孕力

を検討する場合，ヒト精子と卵子を用いて受精過程

の異常の有無を検索するのが理想ではあるが，現実

には困難である．柳町4｝は透明帯を除去したハムスタ

ー卵子にモルモット精子が侵入できることを示し，

1976年にはcapacitationおよび先体反応を終一∫した

ヒト精子も同様に侵入することを報告した5）．以後こ

のハムスター卵子を用いた精子侵入試験すなわちハ

ムスターテストがヒト精子の受精能の検査法として

応用されるようになった．

　ハムスターテストにおける精子侵入率と他の精子

パラメーターとの関連については，　Rogersら61やHall7）

は，精子侵入率は，精子濃度や精子運動率と関連を

みなかったとしている．一方，浜口ら8）も，精子侵入
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率といくつかの精子パラメーターとを比較したとこ

ろ，いずれの精子パラメーターとも相関をみなかっ

たが，精子運動率が10％未満の例と40％以上のも

のとで両者の精子侵入率に差を認めたとしており，

精子侵入率と精子運動1生との関連を指摘している．

自験例でも精子運動性に関係したパラメーターが精

子侵入率と比較的高い相関を示した．精子の運動性

は妊孕性に深く関与しているとされるので9・1°），ハム

スターテストが受精能の評価法として有用であるこ

とを裏付けるものである．実際，守殿1Dや，　Albertsen

ら12）は正常対照と不妊例との比較により本テストが受

精能と深くかかわっていることを報告している。

　ハムスターテストは各施設で検査条件が異なり，

一定した方式は確立されておらず，またその判定基

準も各施設によって異なる．Rogersら6）は，正常対

照の精子侵入率が14　・一　100％であるのに対して不妊

例のそれは，いずれも10％以下であることより10％

をその境界f直としている．Karpら13）は11％以一ドを

陰性，15％以上を陽性とし，Corsonら14）は11％以

上を陽性としている．一方，自験例では精液所見の

正常のものの精子侵入率とその他の例のそれとから

侵入率30％前後がその判定基準と考えられる．ちな

みに高橋ら15》も精液所見を参考にして侵入率40％を

その境界値としている．今後一定の検査方式の確立

とともに統一的な判定基準の設定が望まれる．

　ハムスターテストを臨床検査として用いる場合，

問題となることのひとつに雌ハムスターよりの卵子

の採取に数日前から準備を要することがあげられる．

星ら1）はこれを解決するものとして本テストに従来の

新鮮卵のかわりに凍結保存卵を使用し，前者の場合

とほぼ同様の結果をえたとしており，我々も後者を

用いて本テストを実施した．ハムスターテストへの

凍結保存卵の応用により，今後本テストの実地臨床

での有用性が増すことであろう．

　Hypoosmotic　swelling　test3）は精子に低浸透圧負

荷を与えて，その尾部の膨化の有無から，尾部細胞

膜の機能を推定することによって精子の受精能を判

定しようとする検査である．本法とハムスターテス

トは関連が深いとする報告があるが16・17），逆に自験例

にみられたように両テストの相関は低いとするもの

があり18），意見の統一をみない．後者とすると両テス

トは異なった精子機能を判定していることになる．

ちなみにChanら19）は，本法はハムスターテストと異

なり精子のみについての検査であり受精という現象

をみていないのでハムスターテストの代用とはなら

ないとしている．

　そのほか精子の妊孕力を判定する検査法として最

近，精子のアクロシン活性の測定が報告された2°・21）．

それによると本活性は正常精液所見のものは，精液

所見に異常のある不妊男子に比し高く，本検査が精

子機能検査として有用とされる．いずれにせよ男子

妊孕力をあらわすパラメーターとしては，従来重視

された精子濃度のような精子の量的因子よりも今回

検討したハムスターテストのような精子機能面での

評価法が信頼性が高いとされているので，今後ます

ますこの方面の研究が重要となってくるものと思わ

れる．
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The　relationship　between

sperm　penetration　assay　by

frozen・thawed　zona－free

　　hamster　egg　and

Seminal　eXaminatiOnS

　　　　　　Hideki　Fuse，　Taizo　Kazama，

Talneyoshi　Terada　and　Takashi　Katayama

Department　of　Urology，　Faculty　of　Medicine，

　　　Toyama　Medical　and　Pharmaceutical

　　　　　University　Toyama　930－01，　Japan

　　　　　　（D｛rector：Prof．　T．　Katayama）

Hiroshi　Kano　and　Yoichiro　Shimogori

Nihon　Nosan　Kogyo　K．　K．　Research　Center

　Sperm　penetration　assay　using　hamster　egg　stor－

ed　at－196℃was　performed　in　28　patients　with

idiopathic　infertility．

　　The　penetration　rate　of　human　sperm　into　frozen

egg　correlated　well　with　sperm　motility，　motile

sperm　concentration　or　average　sperm　Iinearity．

The　correlatiorl　coefficiency　with　these　parameters

were　O，63，0．54　and　O．48，　respectively．　On　the　other

hand，　the　correlation　between　the　penetration　rate

of　human　sperm　and　percentage　of　swollen　sperm　in

hypoosmotic　swelling　test　was　rather　low（r＝0．36）．

The　results　indicate　that　sperm　penetration　assay

arユd　hypoosmotic　swelling　test　are　evaluating　differ－

ent　functional　qualities　of　sperm　that　are　apparent－

ly　not　associated　with　each　other．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年5月2日）
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思春期男子におけるopioid　pertideによる

gonadotropin分泌調節作用の検討

Opioidergic　Regulation　of　Gonadotropin

　　　　Secretion　in　Male　Puberty

　　　　　　札幌医科大学泌尿器科学教室（主任：熊本悦明教授）

三熊直人　丸田　浩　熊本悦明
Naohito　MIKUMA　　Hiroshi　MARUTA　Yoshiaki　KUMAMOTO

Department　of　Urology　Sapporo　Medical　College，　Sapporo　O60，　Japan

　　　　　　　　　（Director：Prof．　Y．　Kumamoto）

　思春期におけるopioidergic　systemによるgonadotropin分泌調節機構を検討する為に，　prepuberty

男児2例，early　puberty男児3例及び正常成人男子2例の計7例において，　naloxoneを投与し，

gonadotropinの反応を検討した．

　early　pubertyの2例及び成人の2例では，　naloxone投’チによりLHの上昇反応を認めたがprepuber－

tyの2例及びearly　pubertyの1例ではLHは無反応であった．また，　LH反応性は血中testosterone

値とある程度相関する傾向にあった。…方，FSHは全例において明らかな反応1生を認めなかった．

　以上の結果より，　opioid　peptideによるLH分泌抑制機構は思春期発来後に機能し始めるが，　opioider－

gic　system自体は思春期発来には関与しない事が示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，36（2），248．－252，1991）

緒　　言

　内因性のopioid　peptideは視床下部において，

GnRH　neuroneからのGnRH分泌を抑制する作用を
持ち18・2°・24），sex　steroidによる中枢へのnegative

feedbackにおいて，重要な役割を果すことが知られ

ている．その為，性成熟を迎えた正常成人において

はopioid　＃　receptor　antagonistであるnaloxone或

いはnaltrexoneは，　gonadotropinの上昇をもたら

す5・6・7・9・1°｝が，小児においてはその性成熟の程度によ

りnaloxoneに対する反応性の異なることが報告され

ている．

　prepuberty－early　pubertyではgonadotropinは

無反応であり，性成熟の進んだmidlate　pubertyで

初めてopioid　antagonistの投与による
gonadotropinの上昇反応が認められている8・14・19〕．一・

方，Maurasらの報告’3）では，思春期発来前の小児で

は，軽度のopioid　agonist作用を持つnaltrexone投

与により有為のLH分泌抑制を認めたことから，

opioid　peptideに対する感受性の低一ドが思春期発来

機序に関与している可能性が示唆されている．

　そこで今回，我々はprepuberty男子2例，　early

puberty男子3例，及び正常成人2例の計7例におい

て，naloxone投与時のgonadotropin反応性及び，

血中testosterone，　estradiol基礎値を検討することに

より，思春期におけるopiod　systemによる
gonadotropin分泌調節機序を検討し，その思葎期発

来機序への関与についての考察を試みた．

対　　象

　Tableに示した7例について検討した．各々の

pubertal　stageは，　Marshall，　Tannerら12）及び

Winter，　Faiman2s）らの診断基準に準じて判定した．

case　1，　2はstage　1　（prepuberty），　case　3，　4，

及び5はstage　2（earlypuberty），そしてcase　6及

び7はstage　5（adult）であった．
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方 法

三熊　他

　前採血を15分間隔で2回施行後，naloxone（0．1

mg／kg／hour）投与を開始し，2時間点滴静注した．

naloxone投与後さらに15分間隔で2時間採血し血

中LH，　FSHの反応性を検討した．

　血中LH，　FSHの測定には第一ラジオアイソトー

プ社製LH，　FSH　kit一第一⑪，　testosteroneの測定

にはWien社製testosterone　test　kit「gi，　estradioI

はDPC社製エストラジオールキット⑪；を用いて測定

した．

　睾丸容積の測定にはorchidometerを用いた．

　　Serum

gonadotropin
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Fig．1Serum　gonadotropin　response　to　naloxone（0．

　　　　1mg／kg／hour）irl　case　1（11．8yr）
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Fig．2Serum　gonadotropin　response　to　naloxone（0，

　　　　1mg／kg／hour）in　case　2（11．1yr）
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1）prepubertyでのnaloxoneに対する
gonadotropin反応性

　Fig，1，2に示すごとくprepubertyの2例では，

LH，　FSHともnaloxone投与に伴う分泌増加を認め

なかった．

2）early　pubertyでのnaloxoneに対する
gonadotropin反応性

　early　pubertyの3例のうち，　Fig．3，5に示した

case　3及びcase　5では，　naloxone投与による軽度

のLH分泌上昇を認めたが，　Fig．4に示すcase　4で

は，明らかなLH分泌増加は認められなかった．一

方，FSHについてはearly　pubertyの全例で，　nalox・

one投与による上昇反応を認めなかった．

3）成人例でのnaloxoneに対するgonadotropin反

応性
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Fig．3Serum　gonadotropin　response　to　naloxone（0．

　　　　1m9／kg／hour）in　case　3（11．2yr）
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Fig．4Serum　gonadotropin　response　to　naloxone（0．

　　　　1mg／kg／hour）in　case　4（12．9yr）
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　case　6，7の両者とも，　naloxone投与によるLH

分泌増加を認め，特にcase　7ではnaloxone投与後

のLHの最大反応値が27．8mIU／mlとnaloxone投

与前に比べ10mlU／ml以上の著名な反応性を示し

た．FSHは，この2例においてもnaloxone投与に

よる変動を認めなかった．

4）睾丸容積，血中testosterone，　estradiol値

　睾丸容積，血中testosteroneは，　pubertal　stageの

進行に伴って増加する傾向が明らかであり，また

naloxoneに対するLH反応性は血中testosterone

値とある程度相関する傾向にあった．一方，血中

estradio1は個体差が大きく，また成長に伴う明らか

な変動を示さなかった（Table）．

考 察

　今回の我々の検討では，成入の2例でnaloxone投

与による明らかなLH上昇反応を認めが，　prepuberty

の2例では無反応であり，early　pubertyの3例のう

　Serum
9㎝ado廿opin
　（mlU／ml）

12

tO

8

6

4

2

。一一゜一一一一D－一一・一一。／°一・・一一〇．一，。．．．．一。

　　　　　　　FSH

30

25

20

　Serum
gonadotropin　15
　（mlu／ml）

10

5
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Fig．6Serum　gonadetropin　response　to　naloxone（0．

　　　　1mg／kg／hour）in　case　6（19．8yr）
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Fig・5Serum　gonadotropin　response　to　naloxone（0・　　　Fig．7Serum　gonadotropin　response　to　naloxone（0．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Table　l　Clinical　characteristics

case
No． name　age（yr）

pubic

hair

testicular

volume
（ml）

serum
teStOSterOne
（ng／ml）

serum
estradiol

（P9／ml） diagnosis

1

2

3

4

5

6

7

K．K．

T．S．

H．S．

K．M．

N．A．

H．0．

N．Y．

11．8

11」

11．2

12．9

12．8

19．8

27．1

PHl
PHl
PH2
PHl
PH2
PH5
PH5

2．0

3．5

5．0

14

2〔〕

22

16

0．28

0．27

1．81

2．89

3．93

4．39

29

　7

15

8

19

32

Rt．　retractile　testis

Shortness　of　penile　foreskin

Hypospadias　glandis

Hypospadias　penis

Shortness　of　penile　foreskin

Lt．　hydronephrosis

Rt．　renal　injury
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ちcase　3，5の2例では軽度のLH上昇を認めたが，

case　4では無反応であった．

　　naloxoneに対するgonadotropinの反応性には’末

梢sex　steroid値が関与するとされている．閉経後婦

人17）及び除睾術を受けた成人男子7）ではnaloxoneに

無反応である．さらにmenstrual　cycleの各phaseで

もLH反応性は異なり，　late　follicular－mid　luteal

phaseではgonadotropin上昇反応を認めるが，　early

follicular　phaseでは無反応であることが報告されて

いる2・16）．

　　こうした末梢sex　steroid値の違いが，　naloxone

に対するgonadotropin反応性に与える影響は実験動

物でも報告されている．Bhanotl｝らは，　ratでcastra－

tion後7日目にはnaloxoneによるgonadotropin上

昇反応が認められなくなると述べている．Wehrenberg

ら22）はmonkeyでmid－late　follicular　phaseから

1ate　follicular　phaseに，下垂体門脈血中β一endor－

phinが増加すると報告している．さらに，　Wardlaw

ら21）はcastrated　monkeyに外因性にestradiol，

progesteroneを投与すると下垂体門脈血中β一en－

dorphin分泌量が増加することを報告している．

　　我々の結果を含め，これらの臨床的，実験的検討

はopioid　peptideによるGnRH分泌抑制効果は充分

なsex　steroidの存在下で発現されるものであること

を示唆している．Chowen－Breedら3・4）は実際に，　rat

において視床下部proopiomelanocortin（POMC）

mRNAの発現は，　testosteroneによって調節されて

いることを明らかにしている．

　思春期発来にはGnRH　pulseの増大に伴う，

gonadotropin分泌上昇が必須であるが，　Plantら15）

の報告では幼若monkeyの視床下部内GnRH量は

成熟monkeyと同程度に存在し，また興奮性neur－

otransmitterであるN－methyl－D－aspartate

（NMDA）を投与することにより，幼若monkeyでも

成熟monkeyと同様のLH　pulseを生じると報告し

ている．さらに，rat視床下部内のGnRH　mRNA量

は，prepubertal　ratにおいて既にadultと同程度に

発現していることがWiemannら23）により報告されて

いる．これらの結果は，GnRH　neuroneのmaturity

が思春期発来を規定する因子なのではなく，GnRH分

泌抑制因子の解除または何等かの分泌促進因子の発

現が思春期発来のtriggerとなることを示唆している．

　opioid　peptideはGnRH分泌抑制因子であること

から思春期発来への関与が考えられるが，視床一ド部

内POMC　mRNA23），及びfi－endorphinii量は思春

期発来後，性成熟に伴って増加することが報告され

ており，今回の我々の結果を含めた臨床的検討から

（251）　9

も，opioid　peptideによるgonadotropin分泌抑制に

は，充分なsex　steroidの存在が必要であることが示

唆され，脳内opioid　peptideは思春期発来への関与

というよりも思春期発来後のsex　steroidによる中枢

へのnegative　feedback機構に関与しているものと

考えられた．

文 献

1）Bhanot，　R．　and　Wilkinson，　M．：Opiatergic　con－

　　trol　of　LH　secretion　is　eliminated　by

　　gonadectomy，　Endocrinology，112：399，1983

2）Blankenstein，　J．，　Reyes，　F。1．，　Winter，　J．　and

　　Faiman，　C．：Endorphins　and　the　regulation　of

　　the　human　menstrual　cyc】e，　Clin，　Endocrinol、，

　　　14：287，1981

3）Chowen・breed，　J．，　Fraser，　H．　M．，　Vician，　L，

　　Damassa，　D，　A．，　Clifton，　D．　K．　and　Steiner，　R．

　　A．：　Testosterone　regulation　of
　　proopiomelanocortin　messenger　ribonucleic
　　acid　in　the　arcuate　nucleus　of　the　male　rat，

　　Endocrirlology，124：1697，1989

4）Chowen－breed，　J．　A．，　Clifton，　D．　K．　and　Steiner，

　　　R、A．二RegiQnal　specificity　of　testosterone　regu－

　　　1ation　of　proopiomelanocortin　gene　expression

　　　in　the　arcuate　nucleus　of　the　male　rat　brain，

　　Endocrinology，124：2875，1989

5）Delitalia，　G．，　Devilla，　L．　and　Musso　N．　R．：On

　　the　role　of　dopaminergic　receptors　in　the

　　naloxone－induced　hormonal　charlges　in　man，　J，

　　Clin．　Endocrinol．　Metab，，56：181，1983

6）Ellingboe，　J．，　Veldhuis，　J．　D．，　Mendelson，　J．　H．，

　　Kuehnle，　J．　C．　and　Mello，　N．　K：Effect　of

　　endogeneous　opioid　blockade　on　the　amplitude

　　and　frequency　of　pulsatile　luteinizing　hormone

　　secretion　in　normal　men，　J．　Clin，　EndocrinoL

　　Metab．，54；854，1982

7）Foresta，　C．，　Marra，　S．，　Scanelli，　G．　and　Scandel－

　　lari，　C．：Gonadal　steroids　and　opioid　control　of

　　gonadotrpoin　secretion　in　man，　Fert．　Steril．，40：

　　798，1983

8）Fraioli，　F．，　Cappa，　M、，　Fabri，　A．，　Moretti，　C，，

　　Borrelli，　P．　and　Isidori，　A．：Lack　of　endogenous

　　　opioid　tone　on　LH　secretiorl　in　early　puberty，

　　Clin．　Endocrinol．，20：299，1984

9）Grossman，　A．，　Moult，　P．　J．　A．，　Gaillard，　R．　C，

　　　Delitalia，　G．，　Toff，　W．　D．，　Rees，　L　H．　and

　　　Besser，　G．　M．：The　opioid　control　of　LH　and

　　　FSH　release：Effects　of　a　met－enkephalin　ana－

　　　logue　and　naloxone，　Clin，　Endocrinol．，14：41，

　　　1981

10）Knuth，　U．　A．　and　Nieschlag，　E．二Effects　of

　　　different　doses　of　naloxone　on　serum　levels　of

　　　prolactin　and　gonadotropins　in　young　male

　　　volunteers，　J．　EIldocrinoL　Invest．，8：55，1985



10　（252） 思春期男子のopioidergic　system 日不妊会誌　36巻2号

ll）Lee，　S．，　Panerai，　A．　E．，　Bellabarba，　G．　and

　　　Friesen，　H．　G．：Effects　of　endocrine　modifica－

　　　tions　and　pharmacological　treatments　on　brain

　　　and　pituitary　concentrations　ofβ・endorphin，

　　　Endocrinology，107：245，1980

12）Mrashall，　W．　A．　and　Tanner，　J．　M．：Variations

　　　in　the　patterns　of　pubertal　changes　in　boys，

　　　Arch．　Dis．　Child．，45：13，1970

13）Mauras，　N，　Veldhuis，　J．　D．　and　Rogol，　A．　D．l

　　　Role　of　endogeneous　opiates　in　pubertal　matu－

　　　ration：oPPosing　actions　of　naltrexone　in　pre・

　　　pubertal　and　late　pubertal　boys，　J．　Clin．　Endo－

　　　crinol．　Metab．，62：1256，1986

14＞Petraglia，　E，　Bernasconi，　S．，　Iughetti，　L．，　Loche，

　　　S，Romanini．　F，，　Facchinetti．　F．，　Marcellini，　C．

　　　and　Genazani，　A、　R．：NalQxone　induced　luteiniz－

　　　ing　hormone　secretion　in　normal，　precocious，

　　　and　delayed　puberty，　J．　Clin．　Endocrionol．

　　　Metab．，63；1112，1986

15）Plant，　T．　M．，　Fraser，　M．0．，　Medhamurthy，　R．

　　　and　Gay，　V。　L：Somatogenic　control　of　GnRH

　　　neuronal　synchronization　during　development

　　　in　primates：aspeculation，111，　Ed，　by　H．　A。

　　　Delmarre・van　de　Waal，　T．　M．　Plant．　G．　P．　van

　　　Rees　and　J．　Schoemaker，　Control　of　the　onset

　　　of　puberty　III，　Excerpta　Medica，1989

16）Quigley，　M．　E．　and　Yen，　S．　S．　C：The　role　of

　　　endogeneous　opiates　on　LH　secretion　during

　　　the　menstrual　cycle，　J。　Clin．　Endocrinol．

　　　Metab．，51：179，1980

17）Reid，　R．　L，　Quigley，　M．　E。　and　Yen．　S．　S，　C．：

　　　The　disappearance　of　opioidergic　regulation　of

　　　gonadotropin　secretion　in　postmenopausal
　　　women，　J．　Clin．　Endocrinol。　Metab．，57；1107，

　　　1983

18）Rotsztejn，　W．　H．，　Drouva，　S．　V，，　Pattou，　E．　and

　　　Kordon，　C二Met－enkephalin　inhibits　in　vitro

　　　dopamine・induced　LHRH　release　from
　　　mediobasal　hypothalamus　of　male　rats，

　　　Nature，274：281，1978

19）Sauder，　S．　E，，　Case，　G．　D．，　Hopwood，　N．J．，　Kelch，

　　　R．P．　and　Marshall，　J．　C．：The　effects　of　opiate

　　　antagonism　on　gonadotropin　secretion　in　chil－

　　　dren　and　in　women　with　hypothalamic　amenor－

　　　rhea，　Pediatr．　Res．，18：322，1984

20）Stansfield，　S．　C．　and　Cunningham，　F．　J．：

　　　Modulation　by　endogeneous　opioid　peptides　of

　　　the　secretion　of　LHRH　from　cockerel（Gallus

　　　domesticus）mediabasal　hypothalamic　tissue，　J．

　　　Endocrino1．，114：103，1987

21）Wardlaw，　S．　L，　Wehrenberg，　W．　B．，　Ferin，　M．，

　　　Antunes，　J．　L．　arld　Frantz，　A．　G．：Effect　of　sex

　　　steriod　onβ一endorphin　in　hypophyseal　portal

　　　blood，　J．　Clin．　Endocrinol．　Metab．，55：877，1982

22）Wehrenberg，　W．　B．，　Wardlaw，　S．　L，　Frantz，　A．

　　　G．and　Ferin，　M．：β一endorphin　in　hypophyseal

　　　portal　blood：variations　throughQut　the　men・

　　　strual　cycle，　Endocrinology，111；879，1982

23）Wieman，　J．　N．，　Clifton，　D，　K．　and　Steiner，　R．　A．：

　　　Pubertal　changes　in　gonadotropin－releasing

　　　hormone　and　proopiomelanocortin　gene
　　　expression　in　the　brain　of　the　male　rat，　Endo－

　　　crinology，124：1760，1989

24）Wilkes，　M。　M．　and　Yen，　S．　S．　C．：Augmentation

　　　by　naloxone　of　efflux　of　LRF　from　superfused

　　　medial　basal　hypothalamus，　Life　Scienece，28：

　　　2355，1981

25）Winter，　J．　S．　D．　and　Faiman，　C．：Pituitary

　　　gonadal　relations　in　male　children　and　adoles－

　　　cent，　Pediat．　Res．，61126，1972

Opioidergic　regulation　of

　gonadotropin　secretion

　　　　　in　male　puberty

Naohito　Mikuma，　Hiroshi　Maruta

　　　　and　Yoshiaki　Kumamoto

　Department　of　Urology　SapPoro

Medical　College　Sapporo　O60，　Japan

　　（Director：Prof．　Y．　Kumamoto）

　　In　order　to　assess　a　possible　influence　of　en－

dogeneous　opioid　peptides　on　the　onset　of　puberty，

we　examined　serum　gonadotropin　reponse　to　nalox－

one（0．1mg／kg／hour，2hours）in　2　prepuberta1，3

early　pubertal　and　2　adult　male　subjecs．

　　During　naloxone　infusion，　incremental　response

of　LH　was　observed　in　2　early　pubertal　and　2　adult

male　subjects．　However，　ill　2　prepubertal　and　l

early　pubertal　subjects，　no　LH　increment　was　obser・

ved．　Serum　LH　resporlsiveness　to　naloxone　tended

to　correlate　with　basal　testosterone　levels．　On　the

other　hand，　no　FSH　response　was　observed　in　all

subjects．

　　These　results　suggest　that　inhibitory　tone　of　LH

secretion　by　opioidergic　system　change　during

puberty，　and　that　opioidergic　system　is　not　con・

cerned　to　the　onset　of　puberty．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年5月17日）
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Tリンパ球ロゼット形成抑制物質について

第1報Tリンパ球サブセットへの

影響およびその分離・精製

　Studies　of　Inhibitory　Substances　to

Rosette　Formation　of　T　Lymmphocytes

　　Subsets．1．　Inhibitory　Substances

　　　　　　and　its　Purification

埼玉医科大学総合医療センター泌尿器科（主任：斉藤

内　島　　　豊

Uutaka　UCHIJIMA
　吉田謙一郎
Ken－Ichiro　YOSHIDA

　斉　藤　　　博

　Hiroshi　SAITOH

　　　博教授）

　高橋美和子
Miwako－TAKAHASHI

Department　of　Urology，　Saitama　Medical　Center，

　Saitama　Medical　School，　Saitama　350，　Japan

　　　　　　　　（Prof．　H．　Saitoh）

　精漿のリンパ球サブセットへの影響を検討するとともに，この物質の分離・精製を試みて以下の結

果を得た．

　1．精漿によりT4およびT　8リンパ球のロゼット形成率に有意の差は認めなかったが，　T　11リン

パ球は男女ともに有意に（P〈0．05）ロゼット形成率の抑制を認めた．

　2．T11リンパ球のロゼット形成率は精液量，精子濃度，精子運動率，精漿中クエン酸濃度および

果糖濃度と相関を認めなかった，

　3．T11リンパ球のロゼット形成率はゲルろ過法での10番目のピークのarea％と有意の相関（P＜

0，01）を認めた．

　T11リンパ球の標識抗原がヒツジ赤血球レセプター関連抗原であることから精漿はEレセプターあ

るいはその関連抗原に影響を与えることが示唆され，この物質は本実験から分子量が1万以下である

ことが考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，36（2），253　257，1991）

緒　　言

　男子不妊症において精液所見が正常であるにもか

かわらず妊娠が成立しない症例が多数存在し，また

ヒトにおいて精子凝集抗体や精子不動化抗体の存在

が報告され，精液内に存在する物質が自己あるいは

配偶者の免疫能に異常を来すことが不妊症の原因の

一つである可能性が考えられている1）．われわれ精漿

がヒッジ赤血球とTリンパ球との間で形成されるE

ロゼット形成を抑制することを明らかにしたが2），今

回精漿のリンパ球サブセットへの影響を検討すると

ともに，この物質の分離・精製を試み，興味ある結

果を得たのでここに報告する．
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対象および方法

　埼玉医科大学総合医療センター泌尿器科外来を不

妊を主訴として受診した免疫異常を認めない30症例

を対象とした．4日間の禁欲後，採取した精液の精

液量，精子濃度およひ精子運動率を測定後10．0009，

10分間遠心沈澱し，得られた精漿を試料とした．リ

ンパ球は健康成人より矢田法に準じて分離・採取し3），

リン酸緩衝液で3回洗浄後リンパ球数を最終的に1

mlあたり1×106個に調節し，その1μ1をPLL処理

したテラサキプレートの各ウエルにまき，室温にて

1409，2分間遠心してリンパ球プレート表面に付着

させた，各ウエルに精漿を添加し，リンパ球と30分

間反応させた後，緩衝液で2回洗浄した．FCSを添

加後，T4，T8およびT　11リンパ球のモノクロナ

ール抗体を添加して室温で30分間反応させ，その後

緩衝液で3回洗浄した．ついで指示血球として抗マ

ウスIgG抗体結合ウシ赤血球を添加して室温で30分

問反応させロゼットを形成させた．その後固定染色

液を1滴加え，プレートを反転して顕微鏡下400倍

率にてロゼット形成細胞をカウントした．コントロ

ールは精漿の代わりに緩衝液を使用した．IMAR法

（問接モノクローナル抗体ロゼット法）の判定基準は

Eロゼット形成試験に準じ4），3個以上の指示血球を

結合している有核細胞をロゼット陽性とし，5ウエ
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ルについて，おのおの100個カウントしその平均を

試料の陽性率とした，

　ゲルろ過法はベックマン社の高速液体クスマトグ

ラフィーで試行した．20μ1の精漿をTSK－GELの

G3000SWのカラムに添加後，得られた各ピークのarea

％を計算した．

　精漿中果糖濃度はresorcino1反応を利用して測

定5）し，精漿中クエン酸濃度はSaffronらの方法に準

じて測定6）した．

結　　果

　T4リンパ球のロゼット形成率は男性で272±14．3

％，女性で42．8±14．1％であったが，いずれもコン

トロールとの有意差は認めなかった．T8リンパ球

のロゼット形成率は男性で15．1±6．8％，女性で

28．2±14．0％であったが，いずれもコントロールと

の有意差は認めなかった．T11リンパ球のロゼット

形成率は男性で57．1±14．3％，女性で78．9±10．7

％で，各々コントロールの73．8±12。9％，89．9±3．3

％より5％の危険率で有意にロゼット形成率は抑制

された（Fig．1）．

　Tllリンパ球のロゼット形成率は精液量，精子濃

度および精子運動率と相関を示さなかった（Fig．2a，

2b）．

　T11リンパ球ロゼット形成率と精漿中果糖濃度の

問には相関係数r＝－O．174で有意の相関を認めなか

っだ（Fig．3）．

　　Tllリンパ球のロゼット形成率と精漿中クエン

酸濃度の問には相関係数r＝0．272で有意の相関を認

めなかった（Fig．4）．

　ゲルろ過で得られた主要なピークを示す10カ所の

area％とTllリンパ球のロゼット形成率について検

討した．ピーク1はvoide　volume直後のピークであ

る（Fig．5）．

　T11リンパ球のロゼット形成率と各ピークのarea

％との間にはピーク1とピークXを除いた他のピー

ロセツト

形成率
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50
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Fig．2b精イ・運動率とロゼット形成率
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ロゼット

形成率
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Table　1ゲルろ過各ピークとロゼット形成率

ピーク 回帰直線 相関係数
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クとの間には有意の相関関係を認めなかった（Table

1）．

　T11リンパ球のロゼット形成率はピーク1におい

て，area％が増加するにつれロゼット形成率は上昇

し，両者の間に危険率5％，相関係数r＝O．374で有

　　　　　　　＊X；area％
　　　　　　　Y；ロゼット形成率

　　　　　　　n＝30
　　　　　　　十；P〈0．05
　　　　　　　十十；P〈0．01

意の相関を認めた．

　T11リンパ球のロゼット形成率はピークXにおい

て，area％が増加するにつれてロゼット形成率は低

下し，両者の間に危険率1％，相関係数r＝－0，599

で有意の相関を認めた（Fig，6）．　Area％が5％以下

のロゼット形成率は86．8±9．9％，area％が5から

10％のロゼット形成率は74．9±13．8％でarea％が

10％以上のロゼット形成率は62．3±4．0％であった．

考　　察

　ヒト精漿中にはT細胞、B細胞，　NK細胞やマクロ

ファージなどの免疫応答に関与する細胞に対して直

接的あるいは間接的に作用し，その機能に影響を与

える物質が含まれていることが報告されている7〕．こ

れらの物質は免疫反応を抑制することから精子を保

護するために有用であると説明されている8．T細胞

とヒッジ赤血球とのロゼット形成の抑制については

Marcusら9）が報告し，われわれも精漿が有意にEロ

ゼット形成を抑制する事を報告してきた2〕．本実験で

はT11リンパ球のロゼット形成のみが精漿により抑

制され，しかもT11リンパ球の標識抗原がヒツジ赤

血球レセプター関連抗原であることから精漿はEレ

セプターあるいはその関連抗原に影響を与えること

が示唆された．本実験からはEリセプターへの作用

機序については不明であるが，Fabbriら1°｝は精液中

のβ一endorphin様物質の濃度が血中濃度の約4倍

から12倍も高値であり，opioidsの拮抗剤のnalox－

oneの投与によりEロゼット形成が精漿により抑制さ

れないことから，Eリセプターへの作用は精液中に

含まれる内因性のopioidsが重要な働きをしていると
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述べている．本実験で一番最後に流出してきた分画

とT11リンパ球のロゼット形成率とが有意に相関を

示し，またβ一endorphinの分子量が3．465であるこ

とからもFabbriらの報告を指示すると思われる．し

かし本実験でピーク1の分画もTllロゼット形成率

と有意の相関を示した事からopioids以外の物質もE

リセプター関連抗原に影響する可能性が示唆され，

今後さらに各分画について詳細な検討が必要である

と考えられた．

　本実験からT11リンパ球のロゼット形成率と精漿

中果糖濃度およびクエン酸濃度とが相関を示さなか

ったことから，Eリセプター関連抗原に影響する物

質は精漿あるいは前立腺機能に影響されないことが

考えられた．精路においてLeydig細胞がopioids産

生の重要な部位と考えられている11）．本実験ではT11

リンパ球のロゼット形成率と精r濃度あるいは精子

運動率とは相関は示さなかったが，無精r一症や高度

の乏精子症の方が強いEロゼット形成の抑制を示し

たと報告されており2），opioidsがSertoli細胞と

Leydig細胞の両者に対して調節作用を持つ可能性も

が示唆されており12），opioidsを含めてEロゼット関

連抗原に影響する物質について，その分離・精製を

進めるとともにその由来あるいは精巣機能への影響

について検討する事が必要と考えられる．

結 語

　1．精漿によりT4およびT　8リンパ球のロゼッ

ト形成率に有意の差は認めなかったが，T11リンパ

球は男女ともに有意に（P〈0．05）ロゼット形成率

の抑制を認めた．

　2．Tllリンパ球のロゼット．形成率は精液量，精

子濃度，精子運動率，精漿中クエン酸濃度および果

糖濃度と相関を認めなかった．

　3．Tllリンパ球のロゼット形成率はゲルろ過法

での10番目のピークのarea％と有意の相関（P＜

0．01）を認めた．
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In　the　present　study，　we　examined　which　subsets
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of　T　lymphocytes　is　mainly　influenced　by　seminal

plasma，　and　of　the　relation　of　percent　rosette　for－

mation　amd　various　parameters　in　semen　were
performed．　The　results　were　as　follows，（1）Human

seminal　plasma　contains　some　substances　which　are

capable　of　inhibiting　the　connection　with　the　mono－

clonal　antibody　against　antigens　on　Tll

lymphocytes　subsets　byt　not　T4　and　T8
1ymphocytes　subsets．（2）Tll　rosette　formation　had

no　significarlt　relation　to　volume　of　semen，　sperm

density，　sperm　motility，　cltric　acid　in　seminal

plasma　and　fructose　in　semillal　plasma　respectlve・

ly．（3）percent　area　Qf　the　tenth　peak　fraction　had　a

（257） 15

significant　relation　to　Tll　rosette　formation．

　　Seminal　plasma　can　inhibit　the　rosette　formation

of　Tll　lymphocytes．　Taking　into　account　the　qual－

ity　of　the　antigen　on　Tll　lymphocytes　which　are

known　as　the　antigen　with　reference　to　E　rosette

receptor，　the　prsent　results　are　not　suprisillg・

Though　we　could　find　some　specific　substances

being　capable　of　reducing　the　rosette　formation　of

Tll　lymphocytes，　it　may　be　thought　that　the　molec－

ular　weight　of　those　substances　would　be　less　than

10．000．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年7月18日）
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ラットにおける実験的精索捻転の

対側精巣に及ぼす影響

　The　Effect　on　ContralateraI
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　ラット実験モデルにより一側の精索捻転症が対側精巣に及ぼす形態学的変化，および捻転整復術・

精巣摘出術ならびにglucocorticoid投与の有用性について検討し，以下の結果を得た．1）体重・精

巣重量ならびにLeydig細胞に関しては，コントロール群・捻転群・捻転後整復群および精巣摘出群共

に変化はみられず，methylprednisolone投与による影響も認められなかった．2）精細管直径の比較

において捻転群はコントロール群に比して障害を受けており，捻転の整復あるいは捻転精巣摘出によ

り障害の程度は軽減できるものの障害は残存した．さらにこの障害はmethylprednisoloneの連続投与

でその予防が期待されるものの，単回投与では無効ないし増悪させる結果であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn、　J．　FertiL　SteriL，36（2），258　262，1991）

緒　　言

　臨床的に一側の精索捻転発症後，造精機能障害を

認めたとする報告は数多く認められる1・2）．しかしそ

の原因については，抗精子抗体をはじめとする自己

免疫説3・‘），対側精索の潜在的捻転の既往，あるいは

対側精巣に発症前より器質的障害が存在する5・6）など

諸説があり明らかではない．

　また実験的精索捻転における対側精巣の形態学的

変化・内分泌学的変化についても，影響を認めたと

する報告7｝，何ら影響を認めなかったとする報告81も

あり，一定の評価を得るにいたってはいない．

　この度われわれは，実験的な一側の精索捻転が対

側精巣に及ぼす影響を形態学的に検討し，さらに捻

転整復術・精巣摘出術およびglucocorticoid投与の

有用性について検討したので報告する．

実験動物及び方法

　1．実験動物

　実験に使用したのは15週齢のWAK系雄ラット48

匹であり，北海道大学医学部附属動物実験施設より

供給された．

　2．実験方法

　i＞体重を測定の後，左側陰嚢切開．総鞘膜Fに

精索を時計回りに720°回転，精巣臼膜を陰嚢内に絹

糸で固定した．

　ii）捻転整復術・精巣摘出術およびglucocorticoid

投与の効果を検討するために，Table　1のごとき実

験群に分類した．すなわち1群，sham　operation群

（コントロール群），II群は精索捻転後無処置群，そ

して捻転24時間後，捻転整復術を行なったIII群およ

び捻転精巣を摘出したIV群である．さらにIII・IV群

はmethylprednisolone（LII下MP）無投与，2mg／kg／



平成3年4月1日 斉藤　他

dayを4週間腹腔内連続注入，50　mg／kgを捻転作成

直後に腹腔内注入のa～cの3亜群に分類した．

　iii）捻転4週間後に体重測定のうえと殺，右側精

巣を摘出した．摘出精巣は重量測定の後，Bouin液

で固定のうえパラフィン包埋とし，厚さ6μmの薄

切標本を作成した．標本を脱パラフィン処理後，

Hematoxylin－Eosin染色（以下HE染色）とヒト腎

由来のglutathion　S－transferase（以下GST）を一

次抗体とするperoxidase　antiperoxidase法（以下

PAP法）9）を行なった．

　iv）PAP染色標本を顕微拡大投影機（SLネオビ

ジョン）で紙面に投影，Leydig細胞をトレースして

全精巣断面に対するLeydig細胞の単位面積当りの比

率を紙重量比で測定，各精巣5ヶ所の平均値を求め
た．

　v）HE染色標本で精巣組織の形態を観察，精巣断

面の比較的辺縁部で各精巣につき20ヶ所の精細管最

Table　l　Materials

（259）　17

小直径を計測，その平均値を算定した．

　vi）結果の統計学的検討はt検定を用い，各群間・

亜群問において比較検討した．

結　　果

　1。体重および精巣重量（Fig．1＞

　各群の処置前・と殺時の体重およびその増加量に

有意差を認めず，また精巣重量も各群問・亜群間共

に有意差を認めなかった（P＞0．1）．

　2．　Leydig糸田胞

　各群のLeydig細胞は形態学的に変化を認めず，
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　III　b

　　lII　c

Detorsion　after　24h　of　torsion
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　　MP50mg／kgxlip

Bodv　冒e匡ghし　　　　　　　Tesし匡cuIar　圃elght

9（Nean：SD）　　　　　　　　　9（MeaローSD）

皿聯3511628⊥
ド　　　　　　　　　　　　］

　　382＋721L－　　　一　　一I
I

置痂憂稲、
藩；；；；1：r、、

　　　　　巨・塾・δ・．7－⊥

［68±04ア

Ll了2±o・・ss

L－＿．
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　丞before　treatment　L二after　treatment

Fig．1Mean　values　of　body　weight　and　testicular

　　　weight　in　the　groups．

　Table　2　Leydig　cells　per　section　of　contralateraユ

　　　　　testis（mean±SD，％）

N（n＝18）

　lVa

　IVb

　Ne

Orchiectomy　after　24h　of　torsion

　　MP（一）

　　MP　2mg／kg／day×4w　ip

　　MP　50mg／kg×1｛p

＊　Methylprednisolone
＃　　Intraperitoneal　injection

　（n＝6＞

II（n＝6）

III　a（n＝6）

III　b（n＝6）

III，（n冨6）

IV、（n＝6）

IVb（n＝6）

IV，（n＝6）

4．86±0．45

4．51±0．87

4．24：ヒ0．26

4．42±0．64

4．32±0．86

4．37±0．57

4．53±0．62

4．42±0．28

Fig，2Histologic　section　of　contralateral　testis（HE

　　　staining，　original　magnification　X200）

　　　A：sham　operation　group，→←224μm，　B；tor－

　　　sion　group→←198μm）．
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Table　2のごとく全精巣断面に対する比率も各群問・

亜群間に有意差を認めなかった（P＞O．1）．

　3．精細管

　各群の精細管は形態学的に変化を認めなかったが

（Fig．2），精細管直径の平均値はTable　3のごとく，

III、・IV，群間以外の各群間に有意差を認めた．すなわ

ち捻転整復後無処置群（III。群）・精巣摘出後無処置

群（IV。群）は捻転後無処置群（II群）に比較して直

径は有意に大きかったが（P〈0．05＞，コントロール

群（1群）より有意に小さかった．（P＜0．01）．

　またIII・IV群のMP投与群ではMP2mg／kg連続

投与群（b亜群）が非投与群（a亜群）より有意に

大きく，MP50mg一回投与群（c亜群）は非投与群

よりも有意に小さかったくIII群：P〈O．Ol，　IV群：

P〈O．05）．

考　　察

　精索捻転症は好発年齢が若年期であり，治療法と

しては患側精巣の温存を中心に考慮されてきた．し

かし長期的な予後調査で精索捻転症術後症例の
20～70％に原因不明の造精機能障害が見られる1，2・1⑪）

ことが判明し，一側の精索捻転症においても対側精

巣に何らかの障害が生じている可能性があり，発症

後の妊孕性が大きな問題となっている．

　実験的には一側の精巣捻転作成後，対側精巣の重

量低下，精細胞の消失，精細管径の減少，精細管壁

の肥厚など形態学的変化を認めたとの報告7川があり，

これらの結果からは発症前からの両側性精巣障害あ

るいは対側の潜在的捻転の存在をよりどころとする

説では原因の説明が不可能であり，一側の精索捻転

を契機に対側精巣に障害が生ずると考えるのが合目

的である．

　本実験の結果でも対側精巣の精細管直径の比較か

らは捻転群はコントロール群に比較して明らかに障

害を受けていた．精巣における自己免疫性障害発生

については，精子におけるいわゆるblood　testis　barrier

の破壊など何らかの障害が生じ，免疫学的寛容を受

けていない自己の精子が號原として認知される12）と説

明されている．その他，対側精巣の重量および形態

学的変化は諸家の報告7・13・14）とは異なり著変は認めら

れなかったが，これは実験ラットの週齢の違い，捻

転の作成方法の違いのほか，実験系の系統により自

己抗体の産生能が異なる15）ことも原因のユつかと考え

た．

　この対側精巣の障害を防ぐことに関していうと，

速やかな捻転整復術あるいは患側精巣摘出術が発症

後の妊孕性保持に有効であることが臨床的に広く知

日不妊会誌36巻2号

Table　3　Mean　seminiferous　tubular　diameters

　　　　in　the　groups（＊：Pく0．Ol，

　　　　＃：P＜0．05，n．s．：not　significant）

Group mean±SD（μm）

223±2，5

197±4．6

204±1．4

209±3．6

202土2．7

205±1，9

208±3．8

202±1．2

コ＊コ
コ＃」＊
鋼＊一一』＃口＃

i＃］，

　　『

n。S．　　＊

られており，一般的に発症後24時間以内に適切な観

血的治療を受けた者の造精機能は良好とされてき

た16・17）．本実験の結果からも対側精巣の精細管直径の

比較において，24時間後捻転整復術ならびに患側精

巣摘出術は有効であり，捻転発症後自己抗原の暴露

を予防することが有用であると考えられた．

　さらに免疫反応の関宇については，精子自体の抗

原性の局在部位・宿主内における抗体産生のメカニ

ズム等につき幅広く研究されてはいるが18～2°｝，その

全貌は必ずしも明らかではない．しかしマウスやラ

ットによる実験的精索捻転の対側精巣の精細管変性

所見はpredonineやanti・lymphocyte　globulin投

与，あるいは摘脾術が有効であり7・13），抗精子抗体陽

性の造精機能障害患者に対するprednisolone投与は

妊孕性獲得に有効であった2i）と報告されている．本実

験においてもMP投与により体重・精巣重量ならび

にLeydig細胞の形態学的変化等の副作用は見られな

かったが，精細管直径の比較においてMPの2mg／kg

連続投与は有効であった．しかしMP50mg／kg単回

投与群では逆にコントロール群より精細管直径は小

さく，この結果はglucocorticoidの投与はその抗炎

症作用よりも免疫学的作用を期待し投与されるべき

であることを示唆するものと思われる．
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The　effect　on

contralateral　testis　of

eXperimental　tOrSiOn

　　　of　the　testicle

Bunshiro　Saito，　Katsuya　Nonomura

　　　　and　Tornohiko　Koyanagi

　　　　　　　Department　c）f　Urology，

Hokkaido　University　school　of　Medicine，

　　　　　　　　　SapPoro　O60，　Japan

　　　　　（Director：Prof．　T．　Koyanagi）

　　The　patient　with　a　torsion　of　testicle　is　known　to

be　subfertile　in　some　extent．　To　evaluate　the　effect

on　the　contralateral　testis　under　the　torsion　of　the

testicle　and　how　the　detorsion，　orchiectomy　and

glucocorticoid　therapy　work　for　preventing　the

testicular　damage，　the　experimental　models　of　the

rats　with　a　torsion　of　testicle，　which　were　classified

to　4　groups，　were　instituted．

　　In　the　lst（contro1）group，　sham　operation　alone

was　undergone．　In　the　2nd（torsion）group，　a　left

testis　was　twisted　to　720°degrees　clockwisely．　In

the　3rd（detorsion）group，　the　detorsion　of　the　Ieft

testis　was　done　at　24　h　later　after　twisted．　The　4th

（orchiectomy）group　was　consisted　of　rats　who

underwent　orchiectomy　at　24　h　later　after　twisted．

　　The　3rd　and　4th　groups　were　further　divided　into

3subgroups；a）no　injection　b）consecutive　intraper－

itoneal　injection（i．　p．）of　2mg／kg／day　of　methyl－

predonisolone（MP）for　4　weeks，　and　c）single　i．　p．　of

50mg／kg　of　MP．　All　contralateral　testes　were

examined　at　4　weeks　after　torsion．

　　The　body　weight　and　the　contralateral　testicular

weight　were　essentially　unchanged　between　4

groups．　The　numbers　and　distribution　of　Leydig

cells　were　ultimately　identical　in　each　group．　The
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differences　of　the　cell　distribution　in　seminiferous

tubules　were　not　remarkable　but　in　terms　of　the

diameter　of　the　seminiferous　tubules，　the　tubular

diameter　in　the　contralateral　testes　were　signifi－

cantly　small　in　the　torsion　group．　This　tubular

change　could　be　significantly　prevented　by　the

detorsion　and　orchiectomy，　but　was　not　recoverd　up

to　that　in　the　control　group．　Continuous　MP　injec一

tion　but　not　single　injection　was　also　effective　to

prevent　this　tubular　changes．

　　The　data　suggest　that　the　contralateral　testicular

damage　in　the　torsion　of　the　testicle　is　resultant

from　an　acquired　autoimmunological　response　and

is　possible　to　be　prevented　by　immediate　detorsion，

orchiectomy　and　adjuvant　glucecorticoid　therapy．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年8月14日）
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　　Teruhisa　OHASHI

Okayama　Red　Cross　Hospital

　症例は13歳男児で，身長の伸びの停止・思春期早発を主訴に受診した。腹部CTで巨大な右副腎腫

瘍を認め，1311－adosterolシンチグラムで右側に取り込みの増大を認めた．血中DHEA・S，　testosterone，

cortisolなどの各種ステロイドホルモンおよび尿中17－KS，17－OHCSは上昇し，1佃II　aldosterone，　PRA

も高値であった．LH－RH，　hCG，　ACTH，　dexamethasone負荷試験には無反応または低反応であっ

た．選択的右副腎静脈造影では腫瘍血管の増tkを認めたが，副腎静脈血サンプリングでは，患側の

aldosteroneの著明高値と対側のtestosteroneの上昇を認めるのみであった．以上より，アンドロゲン

産生右副腎腫瘍の他になんらかの酵素異常の合併を考慮したが，腫瘍摘出により内分泌学的データは

速やかに改善した．腫瘍は大きさ12．5×11．0×9．5　cm，重量6659で，病理組織学的には副腎皮質腺

腫であり，術後12ヶ月を経過して再発・転移の徴候を認めていない．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，36（2），263－－268，1991）

緒　　言

　男性化副腎腫瘍は比較的稀な疾患とされており，

副腎腫瘍が過剰のアンドロゲンを分泌するために，

女性においては脱女性あるいは男性化を，また男性

においては性早熟あるいはいっそうの男性化をきた

す疾患である，

　今回我々は，思春期早発を主訴とし，興味ある検

査成績を示した13歳男子の副腎皮質アンドロゲン産

生腫瘍を経験したので報告する．

症　　例

　患者二13歳，男子．

　主訴：身長の伸びの停止，思春期早発

　既往歴・家族歴：特記すべきことなし．

　現病歴：生下時より発育はiE常であったが，7歳

で陰茎の肥大を認め，8歳で身長増加が著明となる

（年間10～11cm）．9歳で陰毛発生・変声を認め，10

歳頃より身長の伸びが急激に鈍化したため（年間2

cm以下），昭和63年8月当院小児科を受診し，腹部

CTにて右副腎腫瘍を認めたため当科へ紹介された．

　入院時現症：血圧130／72mmHg．筋肉隆々とした

体格で，身長150cm（－O．07　SD＞，体重52　kg．骨年

齢16歳多毛で顔面にacneを認めるが，色素沈着

は認めない．腹部腫瘤は認めない．陰毛はTalmerの

V度．陰茎長は伸長時12cm．精巣は左右ともに小8

号（山口大式）．前立腺はクルミ大．

　胸部X－P，ECG：著変なし．

　血液生化学的検査：著変なし．

　内分泌学的検査（表1）：1（ll中ACTHは低値なが

ら軽度の日内変動を認めた．Cortisolは正常上限で日

内変動は消失していた．

　Deoxycorticosterone（DOC），　corticosterone，　al－

dosterone，　dehydroepiandrosterone　　sulphate

（DHEA－S），17－hydroxyprogesterone（17－OHP），11－

deoxycortiso1，　testosteroneなどの各種ステロイドホ

ルモンはいずれもL昇していた．特に副腎性アンド

ロゲンであるDHEA・Sは苫二明な高値を示した．また

PRA（臥位）も6．8　ng／ml／hrと一L昇していた．　LH，

FSHはいずれも低値であり，LH－RH負荷に対し低

反応であった．尿中17・KS，17－OHCSはいずれも上

昇していたが，特に17－KSは著明高値であり，　dex－

amethasone　2mg，8mgに抑制されなかった．　Rapid

ACTH　testでは，　cortiso1は前値が上昇し無反応で

あった．HCG　test（4000単位3日連続筋注）では，

testosteroneの前値は上昇していたが，無反応であっ

た．

　X線学的検査：

　DIP：右腎上方に石灰化を伴う円形の腫瘤を認め，

腫瘤により右腎は下方へ圧排されている．

　腹部CT（図1）：右腎上方に10×ll×11cm大の辺

縁整な円形の腫瘍を認める．腫瘍内には多数の微小

な石灰化を伴い，造影剤により内部は不規則に

enhanceされる．また，やや萎縮したと思われる左

副腎を認める．

　1311－adosterolによる副腎シンチグラム（図2）：腫

瘍に…致して右側の取り込みが著明に増大し，左側

の取り込みは消失している．

　選択的右副腎静脈造影（図3＞二拡張・蛇行する腫

瘍血管を認める．同時に施行した静脈血サンプリン

グでは，DHEA－Sは両側副腎静脈ともに著明高値で

左右差を認めず，testosteroneは左副腎静脈のみ高値
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表1　内分泌学的検査

17－OHP

DOC
aldosterone

cortisol

DHEA－S
teStOSterOne

ACTH
PRA（臥）

2．97ng／ml　（0．027±0．026）

0．659ng／rn1　（0．　Ol5～0．169）

297，4pg／ml（39～109）

14．9μg／dl　　（10．4±4．8）

63，378ng／m1（893±136）

11．1ng／ml　（5．54±2．78）

〈20．Opg／m1（12～136）

6．8ng／rnl／h　（0．1～2．0）

LN－RH　test

　　　　　　　　前

LH　（mIU／ml）　0．6

FSH（mIU／mD　O．2

15分　　30分　　60分

0．8　　　 0．3　　　 0．3

1．0　　　 0．4　　　 1．5

　　HCG　test（HCG　4000iu　3日間連続im）

　　　　　　　　前　　1r1目　2日］　3日目

T（ng／ml）　　　11．8　　8．2　　8．6　　8．3

デキサメサゾン抑制試験

尿中17－KS
（mg／day）

尿中17－OHCS
（mg／day）

　前　　 1日目　　2日目

1394．2　　　1304．8　　　1027．8

15．9 12．5 16．8

　Rapid　ACTH　test（Cortrosyn　O．25rng　iv）

　　　　　　　　　　前　　　30分　　　60分
cortisol（μ9／dl）　　　　　19，8　　　　　19．8　　　　　19．9

であった（表2＞．

　以上より，右副腎皮質アンドロゲン産生腫瘍の診

断のもとに平成元年1月24日経腹膜的右副腎摘出術

および両側精巣生検を施行した．腫瘍と周囲臓器と

の癒着は認めず，大動脈周囲のリンパ節腫大も認め

なかった．また，静脈血サンプリングの結果より，

なんらかの酵素異常の合併も否定できないため，術

中左副腎を検索したが，萎縮傾向であった．

　摘出標本（図4）：12．5×11．0×9．5cm，6659．

割面は暗赤色，充実性で，石灰化と思われる白色の

部分を所々に認める．

　病理組織学的検査（図5）：腫瘍細胞は好酸性穎粒

の豊富な細胞質を持ち，多数の微小石灰化を伴う副

腎皮質腺腫であった．被膜浸潤・核異型・細胞分裂

像などの悪性を示唆する所見は認めなかった．また，

精巣組織は両側ともLeydig細胞は疎で未熟な像を示

し，JSCは右4．5，左5．5であった．

図1　腹部CT（plain）

図2　1311－adosterolによる副腎シンチグラム

図3　選択的右副腎静脈造影
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表2　静脈IALサンプリング

右副腎V 右腎V 左副腎V 左腎V IVC

DHEA－S（ng／ml）

teStOSterOne（ng／ml）

aldosterone（P9／ml）

cortisol（μ9／dl）

PRA（ng／m1／h）

41455

13．4

＞1600

15．7

5．4

46298

11．7

245．2

14，5

6．2

41568

20．6

340．4

25．7

4．6

40427

12．3

435．2

14．2

5．9

35864

13．〔〕

210．5

15．4

3．9

　　　　　　　　図4　摘出標本

壽．

触
麟、

藪
1．f；f・lu．z，tiE，”：ec．i，

難

表3　腫瘍組織内ステロイドホルモン濃度）

（括弧内は正常副腎組織における参考f直〉

△5－pregnenolone

DHEA－S

DHEA
progesterone

l7α一〇HP

△1androstenedione

DOC
11－deOxycortisol

teStOSterOrle

COrtiCOSterone

cortisol

aldosterone

　4．6n9／gtw

1455ng！gtw

3045ng　gtw（106～120）

　9．8n9，　gtw

25．3ng／gtw（134～323）

80．5ng／gtw（80～83）

4．47ng／gtw（15～63）

12．5ng／gtw（235～319）

224ng／gtw（20．1～29，7）

50．5ng／gtw（1157～1763）

　0．2μg／gtw（6．1～8．7）

　0、7ng／gtw（4．0～6．7）

図5　病理組織像．a：右副腎腫瘍，　b　右精巣，　c

　　　左精巣（H＆E，×200）

　腫瘍組織内ステロイド濃度（表3）：正常成人の副

腎組織と比較してtestosteroneのみが著明な高値を

示し，cortiso1，　aldosteroneは低値であった．

　術後経過：Hydrocortisoneによるステロイド補充

療法を術後41日間行なった．徐々にacneの改善・

体重減少（52kg→43．5kg）を認め，術後2ヶ月の内

分泌学的検査では，血中および尿中ステロイドホル

モン濃度はほぼ正常化し，hCG　test，　LH－RH　test，

rapid　ACTH　testでは，前値の改善と軽度の反応を

認めた．

　術後12ヶ月を経過した現在，再発の徴候を認めず．

外来にて経過観察中である．

考　　察

　男性化副腎腫瘍はその70　一一　80％が小児に発生する

といわれているが，年間数例の報告を見るのみであ

り，稀な疾患とされている1）．副腎性のアンドロゲン

は大部分が男性ホルモン作用の弱いDHEAまたは

DHEA－Sであるが，これらは末梢においてtestoster－

oneに代謝され，男性ホルモン活性を現わすといわれ

ている2）．

　本疾患の診断には，特徴的な臨床症状のほかに，

内分泌学的には血中アンドロゲンの上昇，尿中17KS

が上昇しdexamethasone投与により抑制されないこ

と，また画像診断による腫瘍の存在の証明などが重

要である1）が，近年は画像診断の発達により，比較的

小さな腫瘍でも術前の局在診断が可能となっている．

　本症例においては，血中各種ステロイドホルモン

（特にDHEA・DHEA－S＞の高値，尿中17－KS・17－

OHCSの高値，　LH－RH　testに対する低反応，　Rapid

ACTH　test・dexamethasone抑希1」試験・hCG　test

に対する無反応等を認め，画像診断と併せると，ア

ンドロゲン産生右副腎腫瘍の診断は容易であった．

　しかしながら，副腎静脈血サンプリングにおいて

は，DHEA・DHEA－S濃度には左右差を認めず，

testosteroneは逆に対側の方が1．5倍高値であるとい

う明らかに矛盾した結果を得た．また末梢血rli　cor一
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tiso1が高値でACTHは抑制されているものの，

ACTHにはわずかながら日内変動を認めた．

　これらの事実を説明するためには，腫瘍からのepi－

sodicなアンドロゲンの分泌や，あるいはきわめて稀

ながら対側副腎の機能充進を起こすようななんらか

の酵素異常の合併3）を考慮する必要があったが，単独

酵素の欠損で説明することは不可能と思われた．

　さらに患側の副腎静脈血中aldosteroneは著明高

値であり，腫瘍からのaldosterone分泌を疑わせたが，

末梢血においてはaldosteroneとともにPRAも高値

を示した．塩類喪失型副腎性器症候群においては，

aldosteroneの分泌低下によりPRAが高値を示すこ

とはしばしば認められるものの4），腫瘍によりaldoster－

oneが産生されているとするなら，PRAの高値は矛

盾している．

　以上のように，静脈血サンプリングの結果を検討

するといくつかの疑問が生じたが，腫瘍摘除により

内分泌学的データのほとんどが正常化し，腫瘍以外

の酵素異常の存在は否定された．

　我々の教室では，内分泌活性副腎腫瘍において副

腎静脈血サンプリングにより患側が確定できたもの

は原発性アルドステロン症で16例中11例（69％），

褐色細胞腫で2例中2例（100％）であり，全体で約

25％の症例において静脈血サンプリングでは患側を

確定できていない5｝．原発性アルドステロン症におけ

る副腎静脈血サンプリングの際，下大静脈血を採取

することによりaldosterone値の解釈に混乱が生じる

場合も少なくないが，　6｝本症例では患側副腎静脈血中

のaldosteroneが著明高値であり，下大静脈血を採取

したとは考えられない．結局本症例では，静脈血サ

ンプリングのみがアンドロゲン産生腫瘍と矛盾した

データを示しておi）　，手技的な問題にとどまらず，

静脈血サンプリングによるデータの評価は慎重に行

なわなければならないといえる．

　腫瘍組織内ステロイドホルモン濃度では，　testoster－

oneのみが高値を示し，当然高値であるはずの

DHEA・DHEA－S・aldosteroneなどは上昇していな

かった．その理由としては，大きな腫瘍であるため

に腫瘍組織が均一でなかったことが考えられるが，

いずれにしてもDHEA・DHEA－Sだけでなく，　testos－

teroneも腫瘍により産生されていたということが判

明した．

　ところで，副腎腫瘍においては臨床的に転移を認

める場合，あるいは組織学的に被膜浸潤や脈管侵襲・

出血壊死・石灰化・核異型・巨細胞などを認める場

合に悪性であると診断されているが7），形態学的に良

性・悪性の判断は必ずしも容易でない．本症例はリ

ンパ節等に転移を認めず，組織学的にも良性と診断

されたが，腫瘍の大きなものには悪性の場合が多い

ことD，石灰化の存在，小児例の75％が悪性である

こと8）など，悪性を示唆する要素を多数含んでおり，

当然のことながら再発転移を念頭においた慎重な経

過観察が必要である．

　また，本症例の精巣組織像は，全身の高アンドロ

ゲン状態にもかかわらず，未熟な像を示していた．

さらに，精巣組織内のtestosterone濃度を測定した

ところ，133．2ng／g．　t．　w．と低値を示した．これらの

事実は，造精機能の発達にはLeydig細胞により産生

される精巣内testosteroneが重要であることを裏付

けるものである．副腎性器症候群においては精子形

成は正常に行なわれるといわれているが9），今後の造

精機能の発達にも注目して経過を観察していきたい．

結　　語

　1．思春期早発を示したアンドロゲン産生右副腎

腫瘍の男児の1例を報告した．

　2．内分泌学的データおよび画像診断の結果によ

りアンドロゲン産乍副腎腫瘍と診断したが，静脈血

サンプリングの結果はそれらと矛盾していた，

　3．腫瘍組織内ステロドホルモン濃度では，　testoster－

oneのみが高値を示した．

　4．精巣組織は未熟な像を呈し，精巣内testoster－

oneは低値を示した．

（本論文の要旨は日本アンドロロジー学会第8回学術

大会において発表した．）
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　　　　Acase　of　androgen・

　producing　adrenocortical

　　adenoma　which　showed

interesting　laboratory　data

Tadashi　Oheda，　Yoshiteru　Kohama，

Susumu　Yamane，　Mitsuhiro　Yoshida，

Atsushi　Nagai，　Yoshitaka　Yamashita，

Teruhisa　Ohashi　and　Hiroyuki　Ohmori

　　　　　Department　of　Urology，

Okayama　UIliversity　Medical　School，

　　　　　　　Okayama　700，　Japan

Tadashi　Moriwake　and　Johji　Higtichi

日不妊会誌　36巻2号

　　　　　Department　of　Pediatrics，

Okayama　University　Medical　School，

　　　　　　　Okayama　700，　Japan

　　A13－year－01d　boy　was　reffered　to　our　hospitaI

because　of　early　onset　of　puberty　and　slow

deveIopement　of　his　height．　Plasma　levels　of　cor－

tisol，　testosterone，　DHEA，　DHEA－S，　aldosterone，

renin　activity　and　urinary　17－KS　were　elevated，

while　plasma　levels　of　ACTH，　LH　and　FSH　were

decreased，　No　significant　response　of　those　hor－

mones　to　LH－RH，　dexamethasone，　ACTH　and　hCG

were　noted．　CT　scan　and　adosterol　scintigram

showed　large　tumor　of　right　adrenal，　but　adrenal

venous　sampling　showed　no　difference　in　steroid

hormone　levels　on　each　side．

　　Right　adrenalectomy　and　bilateral　testicular

biopsy　were　perfomed．　The　right　adrenal　tumor

was　12．5×11．0×9．5cm　in　size，　and　665g　in　weight．

But　mild　atrophy　was　foulユd　ill　the　left　adrenal

gland　by　visual　inspection　and　palpation．　A　his－

topathological　study　　revealed　　adrenocortical

adenoma　and　the　prepubertal　stage　of　the　testis．

　　Postoperative　course　was　smooth，　and　hormonal

data　returned　to　normal　until　2　months　after　the

surgery．　The　patient　is　alive　without　a　evidence　of

recurrence　at　12　months　after　the　surgery．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’受1付’：1990年5月28日）
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　先天性精管欠損症の1例を経験し，自験例を含めた本邦報告例193例を集…計し検討を加えた．年齢

は20歳代，30歳代に多く，罹患側は両側例が136例（70．5％）と最も多かった．精液量は90％が2

ml以下であり，合併奇形として副睾丸奇形54例（33，8％），腎奇形10例（13．7％）を認め，睾丸組

織所見では両側精管欠損例で両側睾丸とも正常は58例（72．5％），偏側精管欠損例で同側の睾丸正常

は18例（64．3％），対側の睾丸正常は26例（50．0％）であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，36（2），269　273，1991）

緒　　言

　男子不妊の原因としては睾丸の造精機能障害と精

路の通過障害に大別され，その区別も検査法の進歩

により容易にできるようになった．最近我々は比較

的稀とされている先天性精管欠損症の1例を経験し

たので，現在までの本邦報告例193例について統計

的観察を行ったので報告する．

症　　例

患　者：38歳男性，会社員

家族歴及び既往歴：特記すべきことなし．
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　現病歴：生来頑健であり，8年前結婚したが，不

妊のため3年前某大学病院泌尿器科に入院し，精管

造影，睾丸生検等の検査を受け，両側睾丸の造精機

能低下及び右精管欠損を指摘され，また左精管造影

は不成功であったとのことで，再び精査を日的とし

て来院した．尚妻（32歳）は婦人科的に異常無しと

言われており，性交は可能であり性欲及び射精状態

も正常であるという．

　現症：体格中等度，栄養状態良好，胸，腹部に

異常なく，肝，脾，両側腎も触知せず，外陰部及び

陰毛の発育も良好である．触診上両側睾丸共に大き

さは正常であるが，硬度は右側の方が多少軟であっ

た．右副睾丸は左に比べやや小さく多少軟であり，

尾部まで触知し得たが精管は触知できず，左精索及

び精管には異常なかった．また前立腺及び精嚢腺に

は異常所見は認められなかった．

　検査成績：血液一般及び尿所見に特に異常はみら

れず，ホルモン検査ではLH4．6mIU／ml，　FSH6．5mlU／

ml，テストステロン5．6ng／mlとすべてIE常範囲であ

り，またレ線上両側腎に形成不全像はなく，尿道膀

胱造影及び膀胱鏡検査にても異常所見は認められな

かったが，精液中には精子はまったく認められなか

った．

　手術所見：腰麻下にて両側陰嚢に皮膚切開を行っ

て，両側睾丸及び精索を露出し睾丸固有膜を開くと，

両f則睾丸及び右副睾丸の頭部には異常はみられなか

ったが，体部より尾部にかけて狭小であり，尾部よ

Fig．1Vesiculography

魂
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り長さ1cm，太さ直径1mm位の索状物が盲端に終わ

っており，右外鼠径輪まで精索を検索したが精管は

認めなかった．左側の副睾丸及び精管には著変はな

かったが，以前左精管を検索したときの縫合糸が2

ヶ所で，精管を結紮しているのが認められたので，

この縫合糸を切除して上行性，下行性に精管造影を

行ったが，精嚢腺には形態上異常所見なく，穿刺部

より射精管開「1部まで造影されたが，下行性造影の

場合は結紮された部分より造影剤が副睾丸部に達し

なかったため撮影は不能であった（Fig．1）．尚同時

に左副睾丸頭部に穿刺を行い，穿刺液を検鏡すると

数個の精子の存在が認められた．

　睾丸組織像：生検は左側睾丸のみ施行したが，精

細管の基底膜には著変なく，Sertoli　cel1が増加して

おりSpermatogoniaの減少がみられ，またSpermは

極めて小数しか認められず，高度な造精機能障害の

状態である（Fig．　2）．

　以上の成績より本例は先天性偏側精管欠損と左精

管緊縛に基づく，精路の通過障害による不妊と考え

られたため，再度精管造影を行い，必要ならば精管

副睾丸吻合を試みるべく経過観察をすることにした．

考　　察

　不妊について男性側因子が重要な役割を成すこと

はいうを侯たず，飯塚によると不妊夫婦764組中男

性側に明らかな原因のあるもの30．6％，女性側に認

められたもの11．2％で，女性側に比べると男性側に

3倍も不妊因fが存在すると述べられている．この

男子不妊の原因としては乏精子症，無精子症等の造

精機能障害及び精管欠損症，副睾丸結核等精路に通

過障害のあるものに大別され，精路通過障害の中，

精管欠損症は比較的稀な疾患とされているが，本症

はJohn　Hunter2）の剖検例に始まり，本邦では佐藤3）

が右精管欠損の第1例を報告して以来漸次増加の傾

撃

　　　　Fig．2Histology　of　the　testls
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向にある．入沢ら4）は1963年にそれまでの本邦報告

35例を集計し，内島ら5｝は自験例3例を加えて本邦報

告116例を，また岡ら6）は1985年に本邦報告例189例

についての臨床的検討を行い，その後の本邦報告例

は我々が集計し得たかぎりでは，自験例を含めて4

例7・8）が追加報告されているので193例であった．

　発見時年齢は17歳から72歳までであり，20歳代

66例（34．2％），30歳代93例（48．2％）で，ほと

んど不妊に気付く年齢に発見されており（Table　1），

自験例も38歳であった．

　罹患側は両側が136例，偏側が52例（左側及び右

側共に26例〉，不明5例で，両側例が70．5％と最も

多く，偏側例での左右差は認められなかった（Table

2）．精液量は記載の明らかな113例中，両側例では

2．Oml以．ドが84例（90、3％）2．Om1を越えるもの

　　　　　　Table　l　Age　distribution

Age Number　of　patients

10～19 2

20～29 66

30～39 93

40～49 6

50～ 2

UnknOW11 24

Total 193

Table　2　Absent　side　of　the　vas　deference

Side Number　of　patients

Bilateral

Right

Left

Unknown

136

26

26

　5

Total 193

（271）29

9例（9．7％）で，これは偏側例でも同様で，2．Oml

以下が18例（90％）であり両側例，偏側例共に精液

量の減少を呈するものが多く，Homonnaiら9）の報一1｛一

と同様の傾向を示している（Table　3）．

　次に本症は他の泌尿器系臓器に奇形を合併するこ

とが多とされており，発生学的にWolff管の上端は

睾丸精細管と結合して，副睾丸輸出管を形成し，

Wolff管の中間部は精管を形成し，その下端部より精

嚢腺，尿管，膀胱三角部が形成される．したがって

Wolff管の発育異常により，精系と尿路系の先天異常

が生じるといわれている．副睾丸奇形の合併は，欧

米では両側副睾丸に変化のあるもの39％，一側に変

化のあるもの45％とされており，Charny＆
Gillenwateri°）は自験f列37例中31例の副睾丸は頭部

のみで，体部及び尾部を欠如していたと報告してい

る．本邦では検索された160例中54例（33．8％）に

認められ，両側に変化のあるもの28例（51．9％），

一側に変化のあるもの18例（33．3％）で，両側精管

欠損に両側体尾部欠損を合併するものが18例と最も

多く，両側尾部欠損9例がそれに次ぐものであった．

Table　3　Semen　volum　in　patients　with　bilateral　and

　　　　unilateral　absence　of　the　vas　deferens

Number of　patients

volume（ml） bilateral unilatera1

　　　　　　≦0．5

0．5＜　　　　　≦1．0

1．0＜　　≦1．5

1．5〈　　≦2．0

2．0＜　　　　　≦2．5

2．5＜二　　　　　≦3．0

3．0〈

23

29

21

11

54

Total 93 20

Table　4　Aboormalities　of　the　epididymis

Absellt　side　of　the　vas　deferens

Affected　side Findings
Bilatera1 Unilatera1　　　　　　　　一

Bilateral NormaI

Total　absence

Body＆tail　absence

Tail　absence

77

　1

18

　9

28

　0

　0

　0

Unilateral Total　absence

Body＆tail　absence

Tail　absence

032 283

Other 7 1

Tota1 118 42

＊Congenital　epididymides　in　three　cases　are　absent　of　tail
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Table　5　Abnormalities　of　the　upper　urillary　tract　in　patients　with　the　absence　of　the　vas　deferens

　

Affected　side Filldings
Absent　side　of　the　vas　deferens

Bilateral UnilateraI

Bilateral

Unilateral

Normal
Defect　of　Kidlley

Defect　of　kidlley＆ureter

Defect　of　kidney，　ureter　and　trigon

Malposition　of　kidlley

47

　2

　0

　1

　1

16

　1

230

Total 51 22

Table　6　Histological　findings　of　testes

Spermatogenesis
Absent　side　of　vas　deferens

Bilateral Unilateral

Normal
Hypospermatogellesis

Spermaωgenic　arrest

58

19

　3

18

10

　0

Total 80 28

また偏側精管欠損でも罹患側体尾欠損の合併が8例

と多い．欠損部位では体尾欠損29例，尾部欠損14

例，全欠損3例であり，本症に伴う副睾丸奇形とし

ては体尾欠損が多く（Table　4），自験例においても

罹患側の体尾部欠損を伴っていた．上部尿路奇形に

ついては，本症に腎欠損を伴うことが比較的多く認

められ，　Nelsonli）は精管欠損28例中3例に同側の腎

欠損を，Rubinl2）も両側精管欠損10例中2例に左腎

欠損，1例に右腎欠損と左骨盤腎1例に腎孟の変形

の存在を報告している，本邦においては検索された

73例中10例（13．7％）に認められ，腎欠損3例，

腎尿管欠損2例，腎・尿管・膀胱三角部欠損4例及

び腎位置異常1例であったが（Table　5），自験例に

おいては上部尿路の奇形は認められなかった．

　造精機能については本症において正常の場合が多

いと考えられており，　Charny13｝は37例の精管欠損症

全例において造精機能はr［常であり，またRubin12）は

14例28個の睾丸中25個が正常であったと報告して

いるが，本邦例では検索された108例の中で造精機

能低下を認めたものは32例（29．6％）と比較的多く，

両側例では80例中正常が58例（72．5％），　hyposper・

matogenesis　19伊ll（23。8％〉，　spermatogenic　arrest

3例（3．7％）であり，偏側例においては患側の造精

機能正常が28例中18例（64．3％），hyposrer－

matogenesis　10例（35．7％）で偏側例において造精

機能の低下がやや多く認められた（Table　6）．また

偏側例52例中26例に対側の造精機能及び精路の病

変が認められ，精管閉塞が26例中10例（38．5％）

と最も多く，次いで造精機i能障害が7例（26．9％）

Table　7　Etiology　of　infertile　men　with　unilateral

　　　　absence

Pathological　change　of　contratera】

genital　traCt

Number
　　of　　　．

patlent

Hypospermatogenesis

Obstractioll　of　the　epididymis

Obstraction　of　the　vas　deferells

Cystic　challge（，f　the　vas　deferens

post－orchidectolny

　8

　3

10

　3

　1

TotaI 26

で（Table　7）．これは自験例においても見られ，対

側睾丸は高度なhypospermatogenesisの状態であっ
た．

　本症に対する治療法は根治的療法としての精路再

建術と人工授精に分けられ，精路一再建術は副睾丸・

精管吻合術，精管・精管吻合術が施行されており，

また人工授精には副睾丸穿刺液あるいは人．工精液瘤

を造設し，穿刺液を用いているが，成功例は0’
conori4），　Hanleyis），　Schoysman’6），　Jimenez　Cruzi7）

及びKelamil8）らが報告しているに過ぎず，本邦では

三浦ら19｝の人工精液瘤造設による人工授精の成功例

のみであり，治療成績は良好とはいえない．

　偏側精管欠損症の92％に無精子症を認め，その不

妊の原因は前記の如く対側睾丸の造精機能の低下及

び精路の病変に基づくものと思われるが，最近精管

結紮後の抗精子抗体の出現，精細管基底膜の肥厚及

び精子細胞の変性消失が認められてはいるものの2°），

これらが偏側精管欠損において，どのように影響を

及ぼすのか全く不明であり，本症における不妊の原

因及び治療法について今後の検討課題といえる．

結　　語

　我々は不妊を主訴とする38歳の偏側精管欠損の1

例を経験し，文献的に集計し得た本邦報告例を加え

た計193例について統計的観察を行った．
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　　　son　of　blood　chemistry，　reproductive　hormones

　　　and　the　development　of　antisperm　antibodies

　　　after　vasectomy　in　men，　J．　Andrology，1：40，

　　　1980

Acase　of　congenital

　unilateral　absence

　　of　vas　deference

Yoshihiro　Kikuchi　and　Shunshi　Irisawa

　　　　　　Department　of　Urology，

Irisawa　hospital　Fukushima　966，　Japan

　　　　　（Director：Shunshi　Irisawa）

Chiaki　Irisawa

　　　　　　　Department　of　Urology，

Yamagata　University　School　of　Medicine

　　　（Director；Prof．　Teruhiro　Nakada）

Chiharu　Irisawa

　　　Department　of　Uroユogy，

　　Fukushima　Medical　Collage

（Director：Prof．　Yasuo　Shiraiwa）

　Acase　of　congenital　absence　of　the　vas　deferens

was　reported　and　brief　discussion　was　made　based

on　193　cases　ill　Japan　literature．　In　1360ut　of　193

cases（70，5％）bilateral　absence　of　vas　deferens　were

observed．

　Semen　volume　was　Iess　than　2ml　in　90％of

patients．　Associated　anomalies　of　the　epididymis　in

54cases（33．8％），　upper　urinary　tract　in　10　cases（13．

7％）．

　58（72．5％）out　of　80　bilateral　absence　of　the　vas

deferens　cases　received　testicular　biopsy　revealed

normal　spermatogenesis．　On　the　other　hand，　in　the

unilateral　cases　rlorrrlal　spermatogenesis　on　ip－

silateral　testis　were　reported　in　180ut　of　28　cases

（643％）and　normal　spermatogenesis　on　the　oppo－

site　side　were　reported　in　260ut　of　52　cases（50％）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’受付一：1990年6月27fl　）
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先天性陰茎轡曲症

Cngenital　Penile　Curvature

　　　　　　千葉大学医学部泌尿器科学教室住任：島崎淳教授）

角谷秀典　 小竹　忠　 始関吉生
Hidenori　SUMIYA　　Tadashi　KOTAKE　　　Yoshio　SHISEKI

　　　　　　　高原正信　 島崎　淳
　　　　　Masanobu　TAKAHARA　Jun　SHIMAZAKI

Department　of　Urology，　School　of　Medicine，

　　Chiba　University，　Chiba　280，　Japan

　　　（Director：Prof．　J．　Shimazaki）

　性交時の挿入不全をk訴とした33歳の1例と陰茎屈曲を主訴とした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，前者には，陰茎海綿体r｛膜を紡錘

状に切開し横に縫合するNesbit法を行ない，術後性交可能となり満足のいく結果が得られた．後者は，

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．

　以上，先天性陰茎轡曲症の2例を報告した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J，　FertiL　Steril．，36（2），274　277，1991）

緒　　言

　陰茎の変形をきたす疾患としては，先天性のもの

には尿道ド裂あるいはchordee　without　hypospadia

などの尿道形成不全に伴う索によるものが代表的で

あり，後天性の原因としては，Peyronie病が挙げら

れる．今回，索・硬結によらない陰茎変形をきたす

先天性陰茎轡曲症の2例を経験し，このうちの1例

にNesbit法を行ない良好な成績が得られたので報告

する．

症　　例

症例1：33歳男f・

主訴：性交時の挿入困難

既往歴：特記すべきことなし

現病歴：17－18歳頃より勃起時の陰茎屈曲に気付く

も放置　3年前結婚したが，性交時に充分な膣への

挿人ができないため，当科を受診した．勃起はする

が，陰茎は腹側に屈曲する．性欲，射精には異常を

みとめない．

現症：身長177cm，体重58　kg．体格中等度．胸腹部

異常所見なし．外陰部所見：恥毛男性型．外尿道口

は亀頭先端に開口し，陰茎には硬結，索を触れない．

非勃起時，陰茎の長さ6．5cm，横径2，4　cm，冠状溝
一

ド方から腹側に軽度屈曲していた．睾丸，副睾丸，

前立腺は異常をみとめなかった，

検査成績：1血算，血液生化学，検尿異常なし．血清

LH　1．87mIU／ml，　FSH　4．25mIU／m1，プロラクチン

3．09ng／ml，テストステロン6．58ng／ml．

パパベリンテスト：陰茎根部を圧迫した状態で，塩

酸パパベリンlmlを陰茎海綿体内に注入した．約5

分後に半勃起状態をえた．陰茎の腹側への屈曲が著

明となった（図1）．

　以上より先天性陰茎轡曲症と診断し，平成1年5

月19日手術を施行した．

手術方法：全麻下に，亀頭に支持糸をかけた後，バ

ルーンカテーテルを留置し，冠状溝に沿う全周性の

皮膚切開ではいる．陰茎皮膚1をト分に陰茎基部まで

deglovingした．陰茎基部を絞抱し，生理食塩水を陰

茎海綿体内に注入し，人Il勃起させ，　Colleg．　fascia，

Buck’s　fasciaを切開し，陰茎海綿体，尿道海綿体，

尿道を観察し，硬結，索などの屈曲の原因となるも
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図1　症例1．塩酸パパベリン陰茎海綿体注入後の半勃

　　起状態．陰茎の腹側への屈曲（矢印）をみとめる．

織
灘饗響響灘

図2　術中，臼膜の切除・縫合後の人tl勃起にて陰茎の

　　変形をみとめない．

ののないことを確認した．絞拒を解除し，屈曲に対

応する背側の左右陰茎海綿体臼膜を紡錘形に切除し

た．切除部の臼膜を横方向に縫合した．再度人工勃

起させ，陰茎の変形のないことを確認し（図2），皮

下組織皮庸の縫合をおこなった．

　術後，audiovisual　sexual　stimulation（AVSS）負

荷後陰茎に屈曲をみとめず（図3），1年を経過した

現在，勃起時の屈曲は消失しており，陰茎根部まで

の膣への挿入も可能である．

症例2：20歳，男f’

主訴：陰茎屈曲

既往歴：特記すべきことなし．

現病歴：18歳頃より，勃起時の陰茎屈曲に気づき当

科受診．性欲，射精に異常をみとめず，性交は可能

であった．

現症：胸腹部異常所見なし．外性器は，外尿道目は，

亀頭先端に開口し，陰茎に硬結，索を触れず．非勃

起時，陰茎は長さ7．1cm，横径2．5cmで屈曲をみと

めなかった．睾丸，副睾丸，前立腺は異常をみとめ

なかった．

耀
脇講

　　耀熱犠講k

図3　術後AVSS負荷．陰茎の屈曲をみとめない．

パパベリンテスト：人工勃起により陰茎の腹側への

屈曲をみた．

以上より，先天性陰茎轡曲症と診断したが，性交は

可能であり患者も手術は望まず，手術は未施行であ
る．

考　　案

　先天性陰茎轡曲症は，1965年にNesbitらによりは

じめて報告された疾患であり，線維性の索や硬結を

欠き，勃起時に陰茎の轡曲を呈する1）．ただし，自験

例の症例1のように非勃起時にも軽度の陰茎轡曲を

呈する例も報告されている2・3）．本症の病因としては，

陰茎海綿体臼膜の勃起時の伸展の非対称性が指摘さ

れている4）．陰茎変形をきたす疾患として本症と鑑別

すべき疾患は，先天性のものとしては，尿道下裂，

chordee　without　hypospadia，尿道上裂，後天性の

ものとしては，Pyronie病，陰茎外傷などがあり，外

傷の既往のないこと，索，硬結を触れないことから

これらと本症は区別される．診断には，患者自身に

よる勃起時の写真が用いられているが5｝，自験例では

パパベリンの陰茎海綿体内注入による人工勃起によ

り診断した．症例2ではパパベリン後priaprismを

きたし，鳥血が必要となった．これより，本症の診

断に人工勃起を用いることは十分な注意を必要とす

る．成田ら3｝は本症の報告例43例のうちの個々の症

例の検討可能な23例をまとめており，それらの報告

例以降の症例5’8）を追加して集計した（表1）．年齢は，

思春期後半以降よりみられ，主訴は勃起時の陰茎屈

曲による性交困難が多い．陰茎屈曲の方向は，腹側

屈曲29例ともっとも多く，ついで側方10例，腹側

と側方への屈曲が同時にみられたもの4例であり，

背側屈曲は1例報告されている．手術法としては，

長い方の臼膜を紡錘状に切除して横に縫合するNes－

bit法1｝が一一般に行なわれている．Saalfeldは，　Nesbit

法に短い方の臼膜を横切開し縦縫合を行なう事を加

え，陰茎長の知縮を防いでいる4）．また榊原らは，左
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No．

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

］7

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

報告者
Nesbit

Nesbit

Nesbit

Correa

Saalfeld

Saalfeld

Saalfeld

古畑ら

Pond

Pond

Gavrell

Redlnan

松村ら

松村ら

松村ら

中島ら

中島ら

Uda］1

Udall

Udal1

成田ら

成田ら

成田ら

Goldsteinら

Goldsteinら

Porstら

Porstら

Porstら

Porstら

Porstら

1）orst　’）

Porstら

Porstら

Porstら

Sislowら

Sislowら

Sislowら

Sislowら

Sislowら

Sislowら

榊原ら

榊原ら

自験例

自験例

先天性陰茎轡曲症

表1　先．天性陰’茎轡曲の報告例

発表年

1965

1965

1965

1971

1973

1973

1973

1973

1974

1974

1974

1975

1976

1976

1976

1978

1978

1980

1980

198〔〕

1983

1983

1983

1984

19．　84

1985

1985

1985

1985

1985

1985

1985

1985

1985

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1990

1990

年齢

／9

26

24

17

20

22

22

24

29

33

24

21

26

31

3〔〕

26

26

20

21

23

／8

20

17

19

20

18

22

25

24

22

19

21

27

25

33

19

主 訴

陰茎屈曲・精神的不安
陰．茎屈［li－i

性交困難

性交困難

性交困難

性交困難

陰茎屈山」

精神的問題

精神的問題

性交不能

陰茎屈曲・性交困難

陰茎屈曲・性交時疾痛

精神的不安

性交困難

性交困難

性交困難

陰茎屈曲・精神的不安

陰茎屈llil・性交II寺癒り南

陰．茎屈曲

陰茎屈曲

陰茎屈曲

陰茎屈曲・性交困難

陰茎屈曲

轡曲方向

側方

腹側

腹側

左側方

腹側

腹側

腹側

左側方

腹側

月夏イ則＋イ則プi

左側方

右側方

腹側

左側方

f貝IJ方H一阿夏イ興IJ

腹側

腹側

側方

腹似1J

背側

ノ1三側方

腹側

腹側

腹側

腹側

腹側

腹側

腹側

腹側

腹側

腹側

倶1方＋）1夏仙J

イ則ノ∫＋阿夏イ則

腹側

腹側

腹側

腹側

腹側

側方

側方

腹側

腹側

腹側

腹側

角度

90°

60°

60°

60°

9〔〕°

60°

45°

45°

60°

30°

45°

25°

45°

42°

3〔〕°

～

90°
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皮・切

輪状

輪状

輪状

輪状

縦

縦

輪状

輪状

輪状

輪状

縦

輪状

縦

縦

縦

輪状

輪状

輪状

輪状

輪状

輪状

輪状

輪状

輪状

輪状

輪状

輪状

輪状

輪状

手　術　法（手術側）

Nesbit（イ則プi）

Nesbit（背側）

Nesbit（背側）

Nesbit（」iilf則方）

Nesbit（背側）

Nesbit（背側）十Saalfeld（腹側）

Saalfeld（でテ。｝腹f則）

Nesbit（右f則方）

Nesbit（背｛則）

Nesbit（背側）十Nesbit（側方）

Nesbit（右側方）

Nesbit（左側方）

Nesbit（背側）十Saalfeld（腹f則）

Nesbit（右1則方）

Nesbit

Nesbit（背側）

Nesbit（背f則）

Nesbit（側方）

Nesbit（背側）

Nesbit（月夏1則）＋Saalfeld（背f則）

Nesbit（右イ則方）

未施行

Nesbit（背側）

Nesbit（背f則）

Nesbit（背f則）

Nesbit（背側）

Nesbit（背側）

Nesbit（背1則）

Nesbit（背側）

Nesbit（背側）

Nesbit（背f則）

Nesbit（背側）＋Nesbit（側方）

Nesbit（背1則）十Nesbit（側方）

Nesbit（背f則）

Nesbit（背｛則）

Nesbit（背｛則）

Nesbit（背f則）

Nesbit（背側）

Nesbit（側方）

Nesbit（側方）

corporal　plication（学学イ則）

corporal　plication（背側）

Nesbit（側方）

未施行
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右の陰茎海綿体を合わせる形でcorporal　plicationを

行ない陰茎の短縮をきたさない術式を報一告している5｝．

術中の人工勃起下で矯正による陰茎の長さ，太さを

観察し，さらに術終了時にも陰茎の屈曲の消失を人

工勃起により確認する事が重要である．手術適応は，

成田ら3）と同様，挿入困難のあるもの，陰茎屈曲によ

り精神的問題のあるものが対象になると考えられ，

自験例2では手術を行なわなかった．
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Cngenital　penile　curvature

Hidenori　Sumiya，　Tadashi　Kotake，

Yoshio　Shiseki，　Masanobu　Takahara

　　　　　　　and　Jun　Shimazaki

　　　　　Department　of　Urology，

School　of　Medicine，　Chiba　University，

　　　　　　　　Chiba　280，　Japan

　　　（Director：Prof．　J．　Shimazaki）

　Two　cases　of　congerlital　curvature　of　the　penis

are　presented．　One　case　was　33－year－old　and　com－

plained　of　difficulty　of　vaginal　insertion．　The

patient　was　successfully　treated　with　the　Nesbit

operation．　Another　case　was　20－year－old　and　had

llot　recieved　the　operation，　because　he　had　no　sex－

ual　and　psychological　problem．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年7月18R）
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Benign　sexual　headacheの1例

ACase　of　Benign　Sexual　Headache

富山医科薬科大学医学音ll泌尿器科学教室（kl任　片山

風　間　泰　蔵

Taizo　KAZAMA

　寺　田　為　義

Tameyoshi　TERADA
　片　山　　　喬

Takashi　KATAYAMA

　喬教授）

布　施　秀　樹

　Hideki　FUSE

　Department　of　Urology，　Faculty　of　Medicine，

Toyama　Medical　and　Pharmaceutical　University，

　　　　　　Toyama　930－Ol，　Japan

　　　　（Director：Prof．　T．　Katayama）

　38歳男性．夜間性交中に，頭部全体にわたる激しい拍動性の頭痛を生じた．近医脳外科にて施行さ

れた脳血管撮影，腰椎穿刺および頭部CTで異常なく，カテコラミンなどのホルモン検査，副腎シン

チグラムにも異常所見を認めなかった．本症例はその頭痛の性状を含めた臨床所見より，benign　sexual

headacheのうちのvascular　typeにmuscle　contraction　typeの要素を混じたものと診断された．治

療としては安静および筋弛緩剤，マイナートランキライザーの投与がなされた．現在1年を経過して

いるが，性交時の頭痛は時に軽いものをみる程度であり，性交に支障はない．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，36（2），278　280，1991）

緒　　言

　Benign　sexual　headache（BSH）は，性交時に起

こる激しい頭痛であり，Krizi）の報告以後，注目を集

めるようになった．近年本邦においても少数例2・3＞の

報告が見られるようになってきているが，いずれも

神経内科領域における報告であり，泌尿器科または

産婦人科診療に携わるものには，未だほとんど馴染

みのない疾患である．

　今回，われわれは本症と思われる1例を経験した

ので，若一Fの文献的考察を加えて報告する，

症　　例

　患者：38歳，男性，会社員．

　主訴：性交時の激しい頭痛．

　既往歴：結婚歴9年．夫婦生活には特に問題なし．

また，頭痛もしくは精神科的な問題なども認めてい

ない．

　現病歴：平成元年2月5日，夜間性交中に突然激

しい頭痛が出現した．頭痛は拍動1生であり，頭部全

体にわたっていた．わずかな後頚部の疹痛を伴なっ

ていたが，そのほかには自覚症状は認められなかっ

た．性交中止後も頭痛は軽減せず，同日救急にて近

医脳神経外科を受診，くも膜ド出linを疑われ即入院

となった．入院後，腰椎穿刺，脳血管撮影，頭部CT

などが施行されたが特に異常な所見は認められず，

そのまま経過を観察されたところ，頭痛は3～4日

で軽快した．しかし，いったん試験的に行なった外

泊にて，やはり性交時に同様の頭痛が出現，性生活

に強い不安を訴えたため，精査加療の目的にて当科

を紹介された．

　現症：体格，栄養；中等度，血圧136／80mmHg，

脈拍72／分で整．理学的および神経学的所見はともに

異常なし．外性器異常なく，前立腺も触診上1E常で

あった．腹部触診，前立腺触診によるthll±1のh－rll一は

認められなかった．また，排尿前後での血圧変動も

認められなかった．

検査成績：一般血液検査WBC　9，500／mm3，　R
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BC　420万／rnm3，　Hb．13，2g／dl，　Ht．40．3％，　Plt．

30．7万／mm3．血液生化学検査　T．　P，6．Og／dl，　alb．

4ユg／d1，　A／G　2．15，　LDH　1391U／1，　GOT　14KU，　GPT

25KU，　Na　l42mEq／1，　K　4．OmEq／1，　Cl　105mEq／1，　Ca

9．Omg／dl，　IP　4．2mg／dl，　BUN　13mg／dl，　Creat．　O．

9mg／dl，　UA　6．5mg／dl，　CRP　O．4mg／dl，　FBS　84mg／

dlといずれもjl三常．

　内分泌検査成績：血中ホルモン値；アドレナリン

〈0．01ng／ml，ノルアドレナリン　0．05ng／ml，　PRA　O．

4ng／ml／hr，　T3140ng／dl，　T46．6μg／dl，カルシトニ

ン　50pg／ml，　PTH－C　O．3ng／mlといずれもiE常．

24時間尿中ホルモン値；尿中アドレナリン　8．6μg／

day，ノルアドレナリン　76．5μg／day，5－HIAA　3．3mg／

day，　VMA　4．9mg／day，　HVA　6．2mg／day，メタネ

フリン　0，09mg／day，ノルメタネフリン　0．13mg／

dayと異常なし．

　画像診断：副腎皮質シンチグラム，副腎一一膀胱部

にいたるCT検査などでも褐色細胞腫など特に異常

所見を認めなかった．また，経直腸的前立腺超音波

断層像も正常所見を示した．

　以上の所見より，頭痛の原因として，器質的疾患

は存在せず，BSHと診断した．その後患者の希望に

て，当院和漢診療部を受診させたところ，後頚部の

張りが強く交感神経の緊張状態にあるとの診断を受

けた．しかし，筋弛緩剤，マイナートランキライザ

ー などの投与によっても，後頚部の張りはとれず，

そのまま投薬せずに外来で経過観察となった．その

後退院より／年を経過した現在まで，投薬は全くな

されていないが，性交時の頭痛は時に軽いものがあ

る程度で性交に支障はない．

考　　察

　性交時，特にオーガズム時には，通常，血圧，心

拍数の急激な増加が見られるとされており4，5），した

がって性交中に突然に発生した頭痛の場合まず考え

られるのは，くも膜下出血脳出血，脳塞栓あるい

は髄膜炎などの疾患群である．事実，動脈瘤破裂に

よるくも膜下出血は，文献的に数～1・数％が，性交

中に発症するとされている6〕．しかし実際に性交中に

起きた頭痛の原因を調べてみると，これらの重大な

疾患が発見されることはむしろ稀であり，大部分が，

なんらの器質的疾患も見出せない，いわゆるBSHと

呼ばれる疾患のようである。自験例においても，ま

ず訪れた脳神経外科にて当初より，くも膜下出［tlLが

疑われたが，結局その所見は諸検査によっても見出

せず当科紹介となる経過をとった．当科においては，

まずその発症の特徴より，褐色細胞腫を疑い検査を
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行なったが，異常なくBSHと診断した．

　BSHは，男女比4：1で両性にみられ，病態生理

学的に3型に分類される7・8）．まずtype　Iのmuscle

contraction　type，これは筋緊張1生頭痛の形をとり，

BSH全体の24％を；liめるとされている9）．その発症

は，性交時の頭頚部筋の過緊張によるものとされて

おり，後頭部あるいは頭部全体の鈍い痛みが数時間

から数日持続する，

　type　IIは，　vascular　typeとよばれ，症状として

は，後頭部，前頭部あるいは頭部全体の両側性の拍

動性の痛みが数分から数時間持続するとされている．

痛みの性質は片頭痛に一致し，既往あるいは家族歴

に片頭痛を持つものが比較的多いことなどから，片

頭痛の一型であるとする考えもある．この頭痛はBSH

の69％と最も多く見られるものであり，性交時の血

圧，脈拍などの急激な上昇が関与していると考えら

れている．よって，褐色細胞腫の発作時の頭痛とほ

ぼ同じメカニズムによって起きるものと考えられ，

当然褐色細胞腫の鑑別診断が必要となる1°）．自験例

は，頭痛の性状からはこのtype　IIに属するものと思

われたが，後頚部の張りがあるなど，type　Iの要素

も混じていたものと推測された．

　最後のtype　IIIは，稀なタイプであり，激しい体動

による髄膜の破綻，髄液の漏出のために生ずる．つ

まり，腰椎穿刺後の頭痛と同…の機序によるものと

されている。

　それぞれのタイプの治療としては，type　Iが，性

交の中断安静に筋弛緩剤，マイナートランキライザ

ー の併用，type　IIでは安静に加えてプロプラノロー

ルが有効と報告されている．type　IIIは今のところ安

静以外に適当なものはないとのことである．

　本疾患は，性交中の発症とはいえ，症状が頭痛で

あることから，まず最初に泌尿器科あるいは婦人科

を訪れることは稀である．しかし，本症の発症に心

理的要因が関与している可能性があり，そのような

症例はこの2つの科，あるいは精神科などへ紹介さ

れると考えられること，また度重なる発症が自験例

の如く，性生活への不安，さらにはインポテンスな

どにつながることは十分に考えられ，その病態が未

だほとんど知られていないだけで，それほど稀なも

のではないことが予想されるため，日頃泌尿器科あ

るいは産婦人科診療に携わるものはその存在を認識

しておくべきものと考えられる．まず脳神経疾患あ

るいは褐色細胞腫などの重大なものを鑑別診断する

こと，またBSHであると診断したなら，おのおのの

typeに応じた治療を行なうと同時に，本疾患は決し

て重大な疾患ではなく，神経症状などは伴わないこ
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とや，今後の性生活に何ら不安を持つ必要のないこ

とをしっかり患者に説明することなどが特に重要な

点と考えられた．

　　本論文の要旨は，1989．年目本不妊学会北陸支部学

術総会にて発表した．
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Acase　of　benign

sexual　headache

Taizo　Kazama，　Tameyoshi　Terada，

Hideki　Fuse　and　Takashi　Katayarrla

　Department　of　Urology，　Faculty　of　Medicine，

Toyama　Medical　and　Pharmaceutical　University，

　　　　　　　　　　　Toyama　930－01，　Japan

　　　　　　　（Director：Prof．　T．　Katayama）

　A38　year－old－man　suffered　a　sudden　throbbing

generalized　headache　during　sexual　intercourse．

His　Iumbar　puncture，　CT　scan　of　the　brain，　cerebral

angiogram，　adrenal　scintigram　and　blood　hormones

were　all　normal．　It　was　suggested　that　he　was

suffering　from　benign　sexual　headache．　Muscle

relaxant　and　minor　tranquilizer　were　prescribed．　At

follow－up　I2　months　later　he　is　doing　well　without

severe　headache　and　is　sexually　active．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受イ寸”：1990fi「二8月　2　日）
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　1984年1月から1988年12月までの5年間に当科男性不妊外来を受診した男性不妊患9‘　1，269例を

対象に，精子濃度および精子運動率により1群Normozoospermia～VI群Obstructive　azoospermiaに

分類し，臨床統計的観察を行った．

　（1）不妊を主訴とする患者は男子外来患者の20．2％を占め，受診年齢は30歳以上35歳未満に集

中し，不妊期間は1年以上2年未満が最も多かった．

　（2）患者の21，1％に男性不妊の原因となり得る疾患の既往を認め，15．0％に配偶者の不妊因子を

認めた．

　（3）精液検査所見上76．1％に異常を認めた．

　（4）精液量はVI群Obstructive　azoospermiaでは他群に比して少なく，精巣容積はIV群Oligoasthen－

ozoospermiaおよびV群Functional　azoospermiaでは他群に比して小さかった．

　（5）血清LH，　FSH濃度はV群Functional　azoospermiaでは他群に比して高値であり，Testosterone

濃度は低値であった．

　（6）464例（37．1％）に何らかの病因が認められ，精索静脈瘤が最も多く精液検査所見上異常が

認められたII～V群の902例中272例（30．2％）を占めていた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．，36（2），281　289，1991）

　　　　　　　　　緒　　言

　男性不妊患者は泌尿器科外来患者中で比較的大き

な割合を占めている．当院では1966年以来男性不妊

外来を開設し，積極的にその診断治療に当たってい

る．今回最近5年間に男性不妊外来を受診した患者

について，その精液所見，病因などに関する臨床統

計的観察を行ったので報告する．

　　　　　　　　　対　　象

　1984年1月から1988年12月までの5年間に，不

妊を主訴として神戸大学医学部附属病院泌尿器科男
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性不妊外来を受診した男子患者は1，269名である．

ただし，このうち20名は勃起障害を呈する症例で，

精液採取が不可のため精液についての検討および病

因の検討から除外した．

方　　法

　初診時に不妊期間，既往歴，配偶者の不妊因rな

どについて問診を行った．不妊期間は挙児を希望し

てから初診までの期間とした．診察はまず外性器の

視触診から始め，精巣容積は山口大式オーキドメー

ター1）にて測定した．精索静脈瘤の診断は原則として

立位での触診により行い，補助診断として陰嚢血流

シンチグラフィーおよび陰嚢サーモグラフィーを施

行して確認した．

　精液検査は原則として3～5日間の禁欲期間をお

き，用手法にて採取した精液を室温で30分間放麗し

て十分に液化させ，精液量の測定，マクラー精子計

算盤における精子濃度，精子運動率，および自血球

数の測定を行った．また精子奇形率については

PapanicolaOu染色スメアー標本にて算定した．初診

時を含めて2～3回の精液検査を行い，そのうち最

も良好な所兄を結果とした2），今回の検討では，桁子

濃度と精了・運動率の所兄から患者を以ドの1－－VIの

6群およびAspermiaに分類した．柘j”濃度2｛〕×IO6／

ml以Lかつ精ゴ・運動率50％以一ヒを1群Normo－

zoospermia，精子濃度20×106／lnl以上かつ精子運

動率50％未満をII群Asthenozoospermia，精子濃

度20×106／ml未満かつ精j”運動率50％以上をIII群

Oligozoospermia，精子濃度20×106／ml未満かつ精

子運動率50％未満をIV群Oligoasthenozoospermia

とした．Azoospermiaについては，精巣生検にて造

精機転障害が確認されたもの，および精巣生検は実

施していないが，諸検査にて造精機転障害が強く疑

われ，かつ精路通過障害の可能性が考えがたいもの

をV群Functional　azoospermiaとし，精巣生検上ほ

ぼ正常の造精機能を有し，かつ精路通過障害が認め

られるものをVI群Obstructive　azoospermiaとした．

また2回の精液検査にて精液が採取できず，自宅で

の採取も不可能で，かつ本人への問診により勃起，

性交は可能であるが精液の射出のないことを確認し

たものをAspermiaとした．

　自血球数が1x106／ml以上のものについては，前

S71腺マッサージ等により副性器疾患の検索を行った．

　1血L清FSH，　LH，　Testosterone，およびProlactin

の測定（RIA）は原則として全例に行った．なお当院

における正常値はFSH1　一一　10mlU／ml，　LH3

～ 15mlU／ml，　Testosterone4　一一　12ng／ml，

Prolactin20ng／ml以トである．

　染色体検査，精巣生検，精管精嚢造影はAzoosper－

mia例を中心に必要に応じて行い，生検材料はプア

ン固定，H－E染色後に検鏡した．組織像の分類は

Normal，　Hypospermatogenesis，　Spermatogenic

arrest，　Germ　cell　aplasiaに分類した3）．

結　　果

　（1）患者数：1984年から1988年までの5年間の

外来初診患者総数は8，521人であり，そのうち男性

患者は6，273人であった．今回の対象である不妊を

主訴として受診した患者は1，269人であり，初診患

者総数の14．9％，男性初診患者の20．2％であった．

これは対象期間中1985年を除いてほぼ同じ頻度であ

った（表1）．

　（2）年齢：不妊を主訴とする患者の初診時年齢

は21歳から54歳，平均33．0±4．3歳（rnean±SD）

であり，25歳以上40歳未満が1，174例（92．5％）

を占めていた．なかでも30歳以L35歳未満が563例

（44．4％）と全体の約半数を占めていた（図1），

　（3）不妊期間：不妊期P．，jは4カ月から17年，平

均46．O±32．9ヵ月（mean±SD）であり，1年以L

2年未満が268例（21．1％）と最も多く，1年以ヒ

4年未満が約半数を占めていた（図2）．

　（4＞既往歴：既往歴では鼠径ヘルニア術後を67

例（5．3％）に認め，次いで尿道炎，陰部打撲（少な

くとも陰嚢の腫張をともなったもの）と続き，計268

例（21．1％）に男性不妊の原因となり得る何らかの

疾患の既往を認めた（表2）．

　（5）配偶者の不妊因子二配偶者の不妊因子では

卵管狭窄が44例（3．5％）と最も多く，次いで卵管

閉塞，黄体機能不全と続き，計190例（15．0％）に

何らかの婦人科的不妊因子を認めた．669例（52、7％）

は配偶者側に何らかの不妊因子を認めなかったが，

残る410例（32．3％〉は精査中であった（表3）．

　（6）精液検査：精液が採取可能であった1，243例

のうち，1群Normozoospermiaが297例（23．9
％），II群Asthenozoospermiaが242列（19．5％），

III群Oligozoospermiaカs’75　f列　（6．0％），　IV君羊

Oligoasthenozoospermiaが343例（27．6％）であっ

た．Azoospermiaは286例（23．0％）を占め，うち

V君羊Functional　azoospermiaカs　242　f列　（19．5％），

VI群Obstructive　azoospermiaが44例（3．5％）で

あった．精液検査所見上精子濃度および精了運動率

の少なくとも一方に異常を示すものは946例（76．1

％）であった．またAspermiaは6例であった（表
4）．



平成3年4月1FI 　　　　今西　他

表1　不妊を主訴とする患者数

（283）41

年度　新患総数　男了・患者総数　不妊を主訴とする患者数　対新患総数比率（％）対男子患者数比率（％）

1984

1985

1986

1987

1988

181／

1899

1612

1702

1497

1265

1445

1233

1208

1122

273

226

279

255

236

15．0

11．9

17．3

15．0

15，8

21．6

15．6

22．6

21．1

21．0

合言1∩　　　8521 6273 1269 14．9 20．2

（人）

600

400

200

20～2425～2930・一一34　35～39　4e～4445～4950～（歳）

　　　図1　初診時年齢分布

　　　　　表2　既往歴

（人）

300

200

100

0

゜r1ゾ、3、4、5♂ヅ♂、9π。1°～（年）

　　　　　　1’s（12　　イ｛女モ其月r閉

　　　　　Ic　3　　酉己イ禺者イ〈女日大1∫・

疾 患 f列数　（％） 疾 患 例数　（％〉

jK径ヘルニァf一術

尿道炎

陰部打撲（腫張を伴う）

結核

精巣炎

精巣上体炎

陰嚢水腫

停留精巣手術

糖尿病

精管結紮

精巣腫瘍手術

甲状腺機能尤進症

慢性腎不全（透析）

精巣捻転症

椎間板ヘルニァ

脊椎損傷

甲状腺腫瘍

半青巣才商出（非腫瘍）

67（5．3）

46（3．6）

45（3．5）

25（2．0）

18（1．4）

16（12）

11（0．9）

9（0．7）

9（0．7）

6（0．5）

4（0，3）

3（0．2）

3（O．2）

2（0．2）

1（0．1）

1（0。1）

1（0ユ）

1（0．1）

卵管狭窄

卵管閉塞

黄体機能不全

f“宮内膜症

子宮発育不全

卵巣嚢腫

子宮後屈

予宮筋腫

無排卵

子宮内膜炎

卵巣摘出

高PRL血症
生理不順

無月経

多嚢胞性卵巣

双角r宮

44（3．5）

35（2．7）

22（L7）

15（1．2）

15（／．2）

14（1．1）

14（1．1）

8（0．6）

7（0，5）

4（0．3）

4（0．3）

2（0．2）

2（0．2）

2（0．2）

1（0．／）

1（0，1）

小 計 190　　（15．0）

小 計 268（21．1）

精査中

lil常

410　（32，3）

669　（52．7）

特になし 1001　（78．9） 合 計 1269　（　100）

合 計 1269　（　100）
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表4　精液検査所見

精　子　濃　度　　　精子運動率 例数　（％）

1群

II群

III群

IV群

V群
VI群

Normozoospermia

Asthenozoospermia

Oligozoospermia

Oligoasthenozoospermia

Functional　azoospermia

Obstructive　azoospermia

20×106／ml以上　　　　50％以一ヒ

20x106／ml以上　　　　50％未満

20×106／ml未満　　　　50％以上

20×106／ml未満　　　　50％未満

　　　O

　　　o

297（23．9）

242（19．5）

75（6．O）

343（27．6）

242（19．5）

44（3．5）

合　　　　　計 1243（100）

Aspermia

　以下の結果については1－一　VIの各群別に検討した．

なお統計学的検討はt検定によった．

　精液量は最大8．4m1最小O．1　ml，平均2．9±1．5

m1（mean±SD）であった．各群別の平均値は図3

のとおりであり，各群別に比較するとVI群Obstructive

azoospermiaでは平均精液量1．9±1．5mlであり，

他群に比して有意に精液量が少なかった（P〈0．05）．

　　（7）精巣容積：各群別の左右の精巣容積の平均

値は図4のとおりであり，各群において左右差はな

かった．各群間では左右ともに1，II，　IIL　VI群に

たいしてIV群（P〈0．05），　V群（P＜0．01）は有意

に小さかった．

　（8）内分泌学的検査：各群別における血清FSH

およびLHの比較（図5）ではFSH，　LHともにV
群は他群に比して有意に高値を示した（P＜0．01）．

またIII，　IV群は1群に比してFSH，　LHともにやや

高値をとる傾向であった．しかし，VI群では1群と

の間に有意差を認めなかった．

　各群別の血清TestosteroneおよびProlactinの比

較（図6）は，TestosteroneではV群が他の群に比

して有意に低値を示した（P＜0．05）が，Prolactin

については各群間に有意差はなかった．なおこの群

（ml）

5

In皿WVVI（群）　　図3　各群における精液量

（mD

20

0

6

（m1U／mD

　50

T

40

30

20

10

0

口R

IllHIIVVVI僻）　図4　各群における精巣容積

（ng／mD
10

口FSH
圏LH

　IH皿IVVVI（群）図5　各群における血清FSH，　LH濃度

　PRL
（ng／ml）

　20

口T
ee　PRL

　　1皿皿IVVVI（群）図6　各群における血清Testosterone（T），　Prolactin

　　　（PRL）濃度
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間比較では，1群およびIV群においてそれぞれ1例

ずつ認められた高Prolactin血症を除外して検討した．

　（9）染色体検査（表5）：染色体検査にて異常を

認めたものは45例で，そのうちKlinefelter’s　syn－

dromeが最も多く40例であった，なお核型46XYt

（Yq－，15q＋〉を示す1例のみIV群であり，他は全て

V群であった．

　（10）精巣生検（表6）：V，VI群には原則として

精巣生検を行い，他の群は必要に応じて行った。組

織学的所見はV群では約2／3の79例がGerm　cell

aplasiaの所見であったが，20例では精細管内に精子

の存在するHypospermatogenesisの所見を呈してい

た．逆に精液所見上は精子の存在するIII，　IV群でも

精巣生検上Germ　celI　aplasiaである症例が少数例

みられた．

　（11）病因：精液検査にて異常を示すII～IV群お

よびAspermia例における病因を検討するため，因

果関係はともかく一般に男性不妊の原因となりうる

表5　染色体検査

Chromosome　type 例数

45X／46XY

45X／46X，十mar

46XYq－
46XYt（Yq－，15q十）

46X，十mar／47X，十mar，十mar

46XY／47XXY
47XXY
47Xi（Xq）Y

47XXXY
47XXY／47XYY／48XXYY

　

卦

合 計 45

a）］［V群　他はV君羊

b）Klinefelter’s　syndrome

病態をすべて列記した（表7）．したがって各症例の

精液所見の異常と直結する病因のみとは限らない．

また，1群においてこれらの疾患が認められた頻度

も表中にあわせて記した．

　疾患1－一　10は造精機転障害を惹起しうると考えら

れている疾患である．これら疾患の中では精索静脈

瘤の頻度が全体を通じて最も高く，II～V群の902例

中272例（30．2％）を占めていた．特にIII群，　IV群

の中で占める頻度が高く，それぞれ37．3％および37．9

％であった。またII群中7例およびIV群中5例は慢

性前立腺炎を併発していた．内分泌異常による5例

のうちわけは，IV群の1例のみ高Prolactin血症であ

り，他は甲状腺機能充進症（甲状腺腫瘍による1例

を含む〉によるものであった．抗癌化学療法後の2

例は精巣腫瘍による患側精巣摘出後の抗癌剤使用に

よるものであった．

　疾患11　一一　15は精路通過障害の原因となるもので，

当然のことながらVI群Obstructive　azoospermiaに

集中していた．精管欠損が18例（40．9％）と最も多

かった．精管閉塞15例のうち11例は鼠径ヘルニア

根治術に伴うものであった．

　疾患16の慢性前立腺炎は精子運動率などの精子機

能に障害を来す可能性のある疾患であり，50例（4．0

％）に認められた．特にII群，　IV群では精索静脈瘤

に次いで頻度が高かった．

　疾患17～22は勃起から射精までの性機能に異常が

認められるもので，不完全逆行性射精が11例と最も

多かった．Aspermia　6例中5例については特発性及

び続発性射精障害（後腹膜リンパ節郭清術，椎間板

ヘルニアの手術，脊椎損傷），完全逆行性射精が認め

られた．

　疾患23の抗精子抗体による免疫学的男性不妊は5

例（0．4％）に認められた．

　以上464例（37．1％）に何らかの病因が認められ，

表6　精巣の組織学的所見

II群 III群 w群 V群 VI群 合計

Normal

Hypospermatogenesis

Spermatogenic　arrest

Germ　cell　aplasia

3

7

1

0

0

4

2

1

5

28

8

2

0

20

22

79

12

8

1

4

20

67

34

86

合 計 11 7 43 121 25 207

表7　各群における病因と考えうる疾患の頻度

1群（％） II群（％） nl群（％） Iv群（％） V群（％） w群（％） Aspermia（％） 合計（％）

1．精索静脈瘤

2．染色体異常

〔59（19．9）〕a） 71（29．3）b｝ 28（37．3） 130（37．9）c）

　1（0．3）

43（17．8）

44（18．2）

〔3（6．8）〕d） 272（21．8）

45（3．6）
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3，停留精襲 〔1（⑪．3）〕a） 2｛0．8） 2（2．7） 1（o．3｝ 6（2．5） 11（0．8）

4．停留精巣手術後 〔1（0．3）〕al 1（1．3） 1（04） 6（2．5） 8（06）

5．内分泌異常 1（0．4） 2（IL6） 2（0．8） 5（〔｝．4）

6，陰嚢水腫 〔4（1．3）〕・tl 3（L2｝ 1（0．3｝ 4（o．3）

7．精巣炎（精巣萎縮） 1（0．3） 2（0．8） 3（O，2）

8．慢性腎不全（HD） 2（0．6｝ 2（⑪．2）

9．相巣捻転症 2（0．81 2（O，2）

10．抗癌化学療法 1（o．4） 1（⑪．4） 2（02）

11．精管欠損 18q〔L9） 18（1．4）

12．精管閉塞 15（34．1｝ 15（1．2）

13．精巣ヒ体閉穴 4（9．D 4（0．3）

14．射精管閉塞・狭窄 1（0．4） 1（2．3） 2（0．2）

15．精管結紮後 5（ll．4） 5〔〔〕．4）

16慢性前棚泉炎 7（2，4） 21（8．7）b｝ 2（2．7） 20（5．8）〔1 50（4．⑪）

17．不完全逆行†’｛射半1翻1 2（（1．7） 6（2．5） 2（0．6｝ 1（23） 11（0．8）

18．インホテンス 3（LO） 1（0．4｝ 3（o．9） 7（0．6＞

19．続発性射半目障’、1、’ 3（49，9） 3（0．2）

2〔〕．特発性射精障’、il’ 1（16，7〕 1（0．1）

21．完全逆行性射半1蔓∫ 1（16，7） 1（0．1）

22．免疫学的不妊 1（0．3） 2（0．8｝ 2（06） 5（0．4）

計 13（4，4） 104（43．0） 33（44，〔D 161（46．9） 1（14（43，〔D 44口0ω 5（83，3〕 464（37．1）

原因イ・明 284（95．6） 138（57．ω 42（56．0＞ 182（53．1） 138（57」）） 0（　ω 1（16．7） 785（62．9）

合　　　計 297（100） 242（1〔〕0） 75（1〔｝0） 343（1（10） 242（100｝ 44（IOO） 6（100） 1249（1〔〕ω

a＞精液所見は止常のため参考とした
b＞精索静脈瘤と↑曼性前、層ll腺炎をM：　Y，Eする症例7例を含む

c）粕索静脈瘤と慢斜前、且’：腺炎を併発する症例5例を含む

d）精管欠損，精管閉塞，射精管閉塞・狭窄に1例ずつ併発

明らかな病因が認められないものは785例（62．9％）

であった．

考　　察

　不妊主訴患者が泌尿器科外来男子患者総数に占め

る割合は，自験例では20．2％と諸家の報告4・5・6・7）での

10％前後に比して高率となっている．これは我々が

週2回男性不妊専門外来を設け活発に診療を行って

いるとともに，最近では妻が不妊を一L訴として産婦

人科を受参した際male　factorの検索のため紹介の

有無にかかわらず同時期に夫も泌尿器科を受診する

傾向にあるためと考えられる．これは配偶者不妊因

fにおいて，精査中という例が高率に見られたこと

からも言えよう．

　患者の初診時年令分布は，自験例では30～34歳に

ピークを認め，諸家の報告4・5・6・7・8・9｝と一致していた．

　不妊期間については，諸家の報告4・5・6・7・8・9）では結婚

期間あるいは不妊期間として結婚から初診時までの

期間と定義し報告している．結婚当初は避妊を行っ

ている夫婦が見られるため，我々は挙児を希望して

から当科を受診するまでの期間を不妊期間と定義し

ており，今後一男子不妊を詳細に検討して行くうえで

はこの方法が望ましいと考えている．諸家の不妊期

間，結婚期間4・5・6・7・8・9）では2～4年にピークが認めら

れるのに対して，自験例における不妊期間のピーク

は1年以上2年未満であった．これは前述した不妊

期間の違いおよび比較的早期に受診するという最近

の傾向を示しているものと思われる．

　既往歴をみると，諸家の報告5・6・7・9＞では流行性耳下

腺炎が最も多いのに対して，臼験例では鼠径ヘルニ

ア手術が最も多かった．これは自験例では流行性耳

下腺炎を，精巣炎を伴った例のみを既往歴として統

計処理したためであると考えている．

　配偶者の不妊因子をみると，何らかの疾患が認め

られたもは15．0％と低率であった．これは桜井ら3）

が指摘したごとく，男性不妊外来を受診する夫婦は，

婦人科受診により配偶者に異常が無い場合や，夫婦

同時に受診するものが多いためと言えよう．

　精液検査方法については，検体採取の方法および

Makler精子計算盤を用いた算定方法等については一

致した見解4・5・6・7，8，9）に至っている．しかし精子濃度お

よび精子運動率の異常値判定基準および分類方法は

諸家の報告4・5・6・7・8・9）によりまちまちである．そのため

各施設問での精液検査所見の比較検討は非常に困難

なものとなっている．しかし最近になって精r一濃度

20×106／ml未満，精子運動率50％未満などのWHO
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による異常値判定基準10川が示され，我々の研究成

績2・3・12）とも大きな矛盾がないため，我々の施設では精

子濃度については20×106／ml，精子運動率について

は50％を異常値判定基準値としている．今後各施設

間での異常値判定基準の統一が望まれる．さらに最

近ではコンピューターを用いた精液自動分析装置が

用いられるようになってきているが，従来の方法と

各種パラメーターの算定値に差があり2・12・13），今後検

討が必要と考えられている．

　今回の精液検査所見の検討では，精子濃度および

精子運動率の少なくとも一方に異常のあるものは946

例（76．1％）であった．しかし実際には1群とされ

た中にも奇形精子症，精液減少症などの異常症例が

何例か認められ，全体として約78％の症例に異常所

見を認めた．一般に不妊夫婦において男性側に不妊

因子が認められるのは約半数とされ，それに比べる

とかなり高率であるが，これは他施設から異常の疑

いありとして紹介され受診する患者が多いためと考

えられる．

　精巣機能に対する下垂体ゴナドトロピン作用は，

FSHがSertoli　cellに作用して産生されたいわゆる

Androgen　binding　protein（ABP）と、　LH刺激に

よりLeydig　cellから分泌されたAndrogenが，ABP・

Androgen結合体を作り，造精機能に関与する14・15）と

考えられている．男性不妊患者におけるこれら下垂

体ゴナドトロピンの血中動態についての報告は数多

くみられる．Azoospermia群のFSHおよびLHは
ともに他群に比して高値6・9・1‘・16）を示している．自験例

のV群Functional　azoospermiaでも同様の結果であ

り，LH，　FSHが高値であることは造精機転障害の

一つの有用な指標と思われた．

　男性不妊の病因は石神17・18）によれば，造精機転障

害，精路通過障害，副性器疾患，機能的異常の4つ

に大別され，中でも造精機転障害が大半を占めるが，

そのほとんどは原因が不明な特発性男性不妊である

と言われている．自験例では精液所見上Oligo－

zoospermia，　Azoospermiaを呈するIII，　IV，　V群の

うち特発性男性不妊は54，8％に見られた．

　病因が明らかにされたもののうちでは精索静脈瘤

が30．2％と最も多く，諸家の報告5・6・7・8・16）に比べて高

率であった．これは立位での十分な触診を行うとと

もに，精索静脈瘤が疑われる症例に対しては，陰嚢

血流シンチグラフィーや陰嚢サーモグラフィーにて

積極的に診断しているためと考えられた。精索静脈

瘤を各群別に比較すると特にIII群，　IV群では他群に

比して高頻度に見られることから，従来より言われ

ている17・18・19・2°｝ように，造精機転障害との関連を示唆

するものと考えている．しかしV群における頻度は

1群と同程度で高くなく，　Azoospermiaの直接的な

原因となりうるかどうかは疑問と思われる．
Kleinefelter’s　syndromeなど染色体異常による造精

機転障害はV群の18．2％を占めており，諸家の報

告3・16）とほぼ一致した頻度であり，Azoospermia症例

における原因検索には染色体検査が重要と考えられ

た．

　停留精巣についても造精機能障害との関連が報

告17・18）されているが，停留精巣手術後例にも異常が認

められることが注目された．

　精路通過障害を認める44例のうち鼠径ヘルニア根

治術に起因するものが11例認められた．これらVI群

Obstructive　azoospermiaは，　V群Functional

azoospermiaが精巣容積が小さくFSHおよびLHが

高いのと異なり，精巣容積，FSH，　LHが1群Normo－

zoospermiaとほぼ同じである．したがってAzoosper－

miaのうちこのような症例では，積極的に精管精嚢

造影や精嚢エコーなど精路通過障害に対する検査を

行うとともに，精巣生検を行うべきであると考えら

れた．しかし精巣生検による造精機能評価には，表

6の結果に示したように，生検法の宿命とも言うべ

き，すなわち，一部をもって全体像を推測するとい

う方法論的な限界（III，　IV群でのGerm　cell　aplasia

症例）があることも事実である．VI群において精液

量が他群に比べて少ないのは，精管欠損例および射

精管閉塞例における精液量の高度低下が影響したも

ので，その他の閉塞例では精液量は正常であり，診

断の根拠となることは少ない．精路通過障害が明ら

かになった症例に対しては，閉塞部位に応じて，

Microsurgeryによる精管精管吻合，精管精巣上体吻

合，人工精液瘤造設，射精管開［部TURなどの手術

療法を積極的に行っている．

　副性器疾患では，慢性前立腺炎が精子運動率に異

常が認められるII群，　IV群に高頻度に認められた．

副性器の炎症性変化による病的分泌物（自血球や炎

症性産物）によって精子の活動i生が低下し，Astheno－

zoo　spermiaを呈しやすい3）と考えられるが，慢性前

立腺炎と不妊との関連についてはなお検討の余地が

ある．しかし精液検査において白血球数が1×106／mI

以上の症例に対しては，前立腺マッサージ等をはじ

めとして副性器炎症性疾患の積極的な検索が必要と

思われた．

　機能的異常のうち，勃起障害，性交不全を訴える

インポテンス症例は，不妊を主訴として来院した今

回の1，269例中27例を認め，このうち大半は，実際

にはインポテンスが主訴であるが董恥心のためか不
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妊を主訴に来院したものである．精液が採取可能で

あったそれら症例のうちの7例の不妊原因がインポ

テンスにあると思われた．逆行性射精では，量は少

ないものの一部は順行性に射精する不完全逆行性射

精が11例に認められたのが注目された．完全逆行性

射精，不完全逆行性射精には，薬物療法や膀胱内に

射出された精液回収によるAIHを行っている．

結　　語

　神戸大学付属病院泌尿器科男性不妊外来における，

1984年1月から1988年12月までの5年間の臨床統

計的観察を行い，以下の結果を得た．

　　（1）不妊主訴患者は1，269人であり，初診患者

総数の14．9％，男性患者数の20．2％を占めていた．

　（2）受診年齢の平均は33．0歳であり，30歳以上

35歳未満が最も多く44．4％を占めていた．

　（3）不妊期間の平均は46ヵ月であり，1年以上

2年未満が最も多く21．1％を占めていた．

　（4）患者の21．1％に男性不妊の原因となり得る

疾患の既往が認められ，15．0％の配偶者に不妊因子

が認められた．

　　（5）精液検査所見上，精子濃度および精子運動

率により，1群Normozoospermia，　II群Astheno－

zoospermia，　III群Oligozoospermia，　IV群

01igoasthenozoospermia，　V群Functional
azoospermia，　VI群Obstructive　azoospermiaの6

群に分類した．精子濃度および精子運動率の少なく

とも一・方に異常を示すものは946例（76．1％）であ

った．またAspermiaは6例に認められた．

　（6）精液量は平均2．9±1．5　ml（mean±SD）で

あり，VI群Obstructive　azoospermiaでは他群に比

して少なかった．

　（7）IV群OligoasthenozoospermiaおよびV群

Functional　azoospermiaの精巣容積は，他群に比し

て小さかった，

　（8）V群Functional　azoospermia群のLH，　FSH

は他群に比して高値で，Testosteroneは低値であっ
た．

　（9）464例（37．1％）に何らかの病因が認めら

れ，精索静脈瘤が最も多くII～V群の902例中272例

（30．2％）を占めていた．原因不明は785例（62．9％）

であった．

　本論文の要旨は第34回日本不妊学会総会において

発表した．
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今西　他

　　From　January　1984　to　December　1988，1，269

patients　visited　our　hospital　with　complaint　of　in－

fertility，　which　corresponded　to　20．2％of　a　total

number　of　outpatients．　The　peak　of　age　distribution

was　from　30　to　35　years　old．　Most　of　them　visited

our　hospital　within　4　years　after　they　wished　a

baby．

　　21．1％of　patients　had　some　causative　past　his・

（289）　47

tories　of　male　infertility．　In　15．0％of　patients，　there

were　some　factors　of　infertility　on　their　wives．

　　A　semen　analysis　was　performed　on　1．243

patients．　There　were　297　cases（23．9％）with　normo－

zoospermia（gorup　I），242　cases（19．5％）with　asth－

enozoospermia（group　II），75　cases（6．0％）with

oligozoospermia（group　III），343　cases（27．6％）with

oligoasthenozoospermia（group　IV），242　cases（19．

5％）with　functional　azoospermia（group　V），　and　44

cases（3．5％）with　obstructive　azoospermia（group

VI）．　There　were　6　cases　with　aspermia．

　　In　group　VI，　the　volume　of　ejaculate　was　signifi・

carltly　lower　than　those　in　other　groups，　In　group　IV

and　V，　the　volume　of　each　testis　was　smaller　than

those　in　other　groups．　In　group　V，　the　levels　of

serum　LH　and　FSH　were　higher　and　the　level　of

serum　testosterone　was　lower　than　those　in　other

9「oups．

　　There　were　464　cases（37．1％）with　some　abnor－

mality　which　caused　male　infertility．　There　were

272cases　with　varicocele，　which　corresponded　to

30．2％of　patients　in　group　II～V．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年6月22日）
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　　　　Abstract：Rabbits　with　their　oviducts　Iigated　at　an　arbitrary　point　were　subjected　to　tubal

　　insemination，　in　which　a　small　amoullt　of　diluted　sellユell　was　injected　into　the　ovidtlct，　and　the

　　fertilization　rate　and　the　length　of　the　remaining　oviduct　were　subjected　to　comparative　study．　ln

　　order　to　induce　ovulation，　the　subjects　were　given　hCG　one　hour　after　the　semen　injection．　Thirty

　　hours　after　the　hCG　injection，　the　oviducts　were　excised　and　the　portions　remaining　on　the　side

　　of　the　tubal　fimbria　were　perfused　for　ova．

　　　　The　total　number　of　ovulation　points　in　the　17　rabbits　were　133，　and　the　ova　recovered　from　the

　　remaining　oviducts　were　84．　Of　these，39　were　cleaved　embryos　at　the　2－or　4－cell　stage。　When　the

　　remailling　oviducts　were　classified　by　the　length，　it　was　revealed　that　the　rate　of　ovum　recovery

　　and　fertilization　was　not　influenced　by　the　lengtb　of　the　remaining　oviduct，　as　each　group　yielded

　　cleaved　ova．　The　shortest　oviduct　of　1．3cm　accounted　for　9．3％of　the　total　length，　and　even　from

、this　a　cleaved　ovum　was　retrieved．　By　incubating　34　cleaved　ova，32　blastocysts　were　obtained；

　　by　transferring　four　cleaved　ova　in　the　4・cell　stage　to　two　recipients，　three　llormal　young　were

　　obtained．

　　　　The　present　study　has　thus　demonstrated　that　with　the　help　of　tubal　insemination　normal

　　fertilization　can　take　place　in　the　small　portion　of　the　oviduct　proximal　to　the　tubal　fimbria，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn，　J．　Ferti1．　SteriL，36（2），290－297，1991）

Introduction

　　ln　order　for　sperms　to　be　capacitated，　they　do

not　necessarily　have　to　pass　the　whole　length　of

the　reproductive　tract．1t　is　known　that　in　vivo

capacitation　of　sperrns　can　be　achieved　even

within　the　tubal　environmentiN2）．

　　The　authors　have　demonstrated　that　tubal

insemination，　in　which　a　small　amount　of　diluted

semen　is　injected　from　the　tubal　fimbria　illto　the

oviduct，　can　lead　to　normal　fertilization　and　deliv一

ery　of　the　Young3“一”｝．　Questions　still　remain，　how－

ever，　as　to　tubal　inseminationi－－B）：How　far　do　the

injected　sperms　descend　in　the　oviduct　to　becorne

capacitated？In　which　part　of　the　oviduct　does

fertilization　take　place？No　study　has　so　far　been

attempted　to　establish　whether　the　whole　oviduct

is　needed　for　the　capacitation　of　sperms

introduced　in　vivo　illto　the　tubal　environment．

　　In　our　previous　paper7），　we　produced　a　rabbit

model　with　its　utero・tubal　junction（UTJ）1igated

and　then　attempted　tubal　insemination．　As　a
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result，　it　was　demonstrated　that，　even　in　those

rabbits　with　obstructed　oviducts，　ovulated　ova

were　taken　up　into　the　oviducts　from　the　tubaI

fimbria　and　fertilized　normally，　lt　remained　un－

clarified，　however，　whether　the　ovulated　ova　were

smoothly　taken　up　into　the　oviduct　when　the

obstruction　existed　above　the　UTJ．

　　When　ovulated，　ova　descend　quickly　through

the　ampulla　of　the　oviduct　to　the　ampullar－

isthmus　junction（AIJ）9’“1°），　where　fertilization

takes　place．1t　is　believed，　on　the　other　hand，　that

sperms　passing　through　the　UTJ　into　the　oviduct

remain　in　the　isthmus　of　oviduct　until　ovulation，

at　which　point　they　move　to　the　ampulla　and

fertilization　resulti’｝．　This　indicates　the　important

role　played　by　the　isthmus　in　capacitation　of

sperms　in　physiological　fertHization．　ln　our

attempt　at　tubal　insemination，　a　great　number　of

sperms　were　found　in　the　ampulla　of　the　oviduct

prior　to　ovulation　due　to　their　direct　injection　into

the　oviduct　from　the　fimbria．　lf　sperms　are

capacitated　in　the　upper　tubal　environment，　it

might　be　possible　for　the　fertilization　in　our

experiment　to　be　performed　in　the　ampulla　of　the

oviduct，　a　higher　site　than　the　ampulla　near　the

AIJ　and　the　normal　site　of　fertilization．

　　When　physiologically　fertilized　in　the　ampulla

near　the　AIJ，　ova　grow　while　repeating　cleavage

and　descending　through　the　isthmus　of　the　ovi－

duct．　lf　the　oviduct　is　narrowed　or　obstructed　and

the　embryos’descent　is　prevented，　whether　or　not

the　cleavage　progresses　is　a　matter　of　significant

lnterest．

　　ln　the　present　investigation，　we　prepared　a

rabbit　model　with　its　oviducts　ligated　at　an　arbi－

trary　point　and　conducted　tubal　insemination　to

see　whether　fertilized　ova　would　be　obtained．　ln

other　words，　the　purpose　of　the　present　study　was

to　know　the　minimun　length　of　the　oviduct　to　be

left　on　the　side　of　the　tubal　fimbria　for　the　suc－

cessful　pickup　of　ovulated　ova　as　well　as　success－

ful　fertilization　and　cleavage　as　the　result　of　tubal

lnSemlnatlOn．

Materials　and　Methods

　　The　subject　animals　were　mature　female

Japanese　white　rabbits；17　were　used　for　the
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oviduct　ligation　experiment　and　two　as　recipients

for　embryo　transfer．　The　animals　had　been　kept

for　more　than　a　month　before　the　experiment．

　　Fig．1shows　the　outline　of　the　experimentaI

method．　ln　the　oviduct　ligation，　the　animals　were

laparotomized　by　abdominal　midline　incision

under　general　anesthesia　with　a　pentobarbital

derivative；both　oviducts　were　ligated　with　suture

and　cut　at　an　arbitrary　point（Fig．2）．　The　incision

was　then　closed　and　the　animals　were　kept　again

for　more　than　a　month　to　serve　as　the　oviduct－

obstructed　mode1．　At　the　end　of　the　preliminary

period，　the　animals　were　laparotomized　as　before

and，　after　the　presence　of　mature　follicles　in　the

ovaries　was　confirmed，0．05ml　of　diluted　semen

was　injected　with　a　capillary　into　the　oviduct

from　the　tubal　fimbria．　Utmost　care　was　taken　to

minimize　the　possible　physical　stimulus　to　the

tubal　fimbria．　The　semen　had　been　obtained　from

mature　males　by　means　of　the　artificial　vagina

method　and　diluted　to　1：100　with　m・Tyrode’s

solution12）kept　at　37°C，　as　prescribed　by　Brackett

and　Oliphant．　With　the　incision　closed　and　one

hour　lapsing　after　the　semen　inj　ection，

hCG　were　injected　into　the　auricular

induce　ovulation．　The　number　of　the
②

50mon　oO■lection　by

artificiel　　vagina

↓

③
ditution　 te　　 1　　：　100

with　medium

75iu　of

veln　to

injected

瓢＼Q
fimbria

①
　　　ligetion　 end

　　　seve「ence

④
i鯛jection　from　tubaI

価mbria　i醜o　oviduct
by　　 gl8鵠　　 oapillary

ovidu6t

hCG　　 administration
to　　induce　 OVUIation

vegena

Fig．1　Procedure　of　the　experiment
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Fig．2　Ligation　and　severance　of　the　oviduct

viable　sperms　was　estimated　by　calculating　their

number　in　an　aliquot　of　the　remaining　semen．

　　Thirty　hours　after　the　hCG　injection　the　ovi－

ducts　were　excised，　and　their　total　length，

together　with　the　length　of　the　remaining　ovi－

ducts，　was　measured．　Then　the　remaining　ovi－

ducts　were　perfused　ascendingly　and　the　recover－

ed　fluid　was　immediately　examined　aseptically

under　a　stereoscopic　microscope　for　cleaved　ova．

The　recovered　ova　were　incubated　at　37℃in　5％

CO2　to　see　whether　they　would　grow　into　blas－

tocysts、

　　　For　the　sake　of　the　embryo　transfer　experi－

ment，　two　recipients　were　mated　with　vasectom・

ized　males　at　the　time　of　the　hCG　injection　to　the

oviduct・obstructed　model　rabbits（donors）so　that

ovulation　would　be　synchronized　between　the　two

groups　of　rabbits．　The　recipients　also　received

75iu　of　hCG　in　their　auricular　vein．　Of　the　cleaved

ova　obtained　from　two　the　experimental　animals，

those　in　the　4－cell　stage　were　transferred　to　the

recipients．　The　animals　were　Iaparotomized

under　general　anesthesia　and，　after　ovulation

points　were　confirmed　in　their　ovaries，　the　em－

bryos　were　transferred　by　means　of　a　glass　capil・

1ary　to　the　oviduct　from　the　fimbria。

Results

　　Table　l　shows　the　results　of　tubal　insemination

in　rabbits　with　their　oviducts　ligated　and　cut　at

various　points，　The　totaI　number　of　ovulation

points　for　l7　animals　were　133，　and　by　perfusing

the　remaining　oviducts，840va　were　obtained．　Of

these，39　were　cleaved：26　at　the　2－cell　stage　and

13at　the　4－cell　stage．　The　number　of　injected

viable　sperms　ranged　from　105　to　106．

　　Table　2　shows　the　individual　results　for　the　34

remaining　oviducts　from　the　17　animals　in　order

of　the　length　of　the　remaining　oviducts．　The

shortest　of　the　total　length　in　the　340viducts　was

8．3cm，　and　the　longest　was　18．7cm．　The　shortest　of

the　oviducts　remaining　on　the　side　of　the　fimbria

was　1．3cm，　and　the　longest　was　14．4cm．　As　seen　in

Table　2，　the　shortest　1．3cm　accounted　for　9．3％of

the　14．Ocm　of　the　total　oviduct　length．　Of　34

0viducts　examined，33　had　ovulation　points　at　the

ovaries　of　the　same　side，　and　19　yielded　cleaved

ova．　From　the　shortest　oviduct　of　1．3cm　was
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Table　l　Recovery　of　ovulated　ova　and　their　devel（）pment　stage
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Number　of　Anim．

　　　examined

　Total　number

of　ruptured　points

　Total　number

of　eggs　recovered

Stage　of　egg　development

1 2 4

17 133 84 45 26 13

Table　2
Fertilizing　rate　as　compared　with　the　length　of　the　remaining　oviduct　and　with　its　proportlon　to

the　total　length

　　　　　　　　　　Length　of

（remain　oviduct）：（whole　oviduct）

％of　remain

　　oviduct

Number　of　ruptured

　　　　　　POInts

Stage　of　egg　development

1 2 4

1．3：14．0（cm）

1．5：11．3

1．8：17．4

2．0：9．3

2．0：10．5

2．3：16．3

2．4：11．2

2．6：13．2

2．8：8．3

3．2：14．2

3．7：13．7

3．8113．3

3．9：12．5

4．5：14．1

4．9：10．9

5．0：11．0

5．1　：13．0

6．2：10．6

6．2：15．5

6．5：10．5

6．6：12．5

6．6：14．1

6．8：10．3

6．9：11．7

7．9：12，1

8．0：12．0

8．0：13．5

8．0：14．0

8．3：11，5

　8．5：13．0

　8．5二16．5

　9．2：15．0

12．8：17．4

14．4：18．7

9．3

13．3

］0．4

21．5

19．1

14．1

21．4

19．7

33．7

22．5

27．0

28．6

31．2

31．9

45．0

45．5

39，2

58．5

40．0

61．9

52．8

46．8

66．0

59．0

65．3

66．7

59．3

57．1

72．2

65．4

51．5

61．3

73．6

77．0

5

5

5

2

2

2

5

3

2

5

4

6

5

5

2

2

4

6

4

2

4

2

5

5

5

0

2

4

5

　4

　6

　5

　4

　6

3

2

1

2

2

1

1

3

4

2

1

1

1

1

2

4

4

3

6

1

1

3

1

2

2

1

ユ

1

2

1

1

1

3

6

1

1

2

1

1

1

3

1

2
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obtained　one　embryo　at　the　2－cell　stage．　From

another　of　l．8cm　were　obtained　three　ova　at　the

2－cell　stage　and　one　at　the　4－cell　stage．　All　these

four　embryos　grew　into　blastocysts　by　incubation．

lt　was　thus　demonstrated　that　ovulated　ova　could

be　fertilized　by　means　of　tubal　insemination　if

some　10％of　the　oviduct　was　left　on　the　side　of

the　tubal　fimbria，

　　Table　3　shows　the　rates〔〕f　ovum　recovery　and

fertilization　according　to　the　length　of　the　remain－

ing　oviduct　as　classified　illto　four　groups．　From

the　seven　oviducts　of　2．5cm　or　below，130va　were

obtained，　of　which　five　were　cleaved．　Neither　the

rate　of　ovum　recovery　nor　that　of　fertilization

statistically　differed　between　this　group　and　the

other　three．　Furthermore，　when　the　oviducts　were

classified　into　four　groups　according　to　the　per－

centage　to　the　total　length，　ranging　from　under

20％　to　over　60％，　there　were　no　differences

among　the　groups　in　the　rate　of　ovum　recovery　or

that　of　fertilization．　lt　was　thus　revealed　that　the

fertilization　rate　for　ova　by　nユeans　of　tubal　insenl一

ination　did　Ilot　depend　on　the　length　or　the　propor－

tion　of　the　remaining　oviduct　into　which　diluted

semen・was　injected．

　　As　the　result　of　incubating　the　recovered

cleaved　ova，230f　the　252℃ell　embryos　and　all　of

nine　4－cell　embryos　developed　into　blastocysts．

When　the　four　4－cell　embryos，　recoverd　from

oviducts　that　were　32cm　and　79cm　long　respec－

tively，　were　transferred　to　two　recipients，　two　to

each，　the　animals　gave　birth　to　one　and　two　young

respectively．　These　were　morphologically　and

functionally　normal　neonates．　The　gestation

period　was　31　days　for　both　of　the　recipients．（The

day　of　Inating　with　vasectomized　male　va・as　coullt－

ed　asDayα）

　　It　was　thus　demonstrated　that　the　whole　length

of　the　oviduct　was　Ilot　necessary　in　tubal　insemi－

natiol1，　in　which　a　small　alnount　of　diluted　semen

is　injected　into　the　oviduct　from　the　tubal　fimbria．

That　is，　normal　fertilization　can　take　place　after

tubaI　insemination　if　a　srnall　portion　of　the　ovi－

duct　is　left　on　the　fil皿brial　side．

Table　3　The　relations．　hip　between　fertilization　and　the　Iength（〕f　the　remainig　oviduct

　Length　of　　N㎜ber　of　　　Total　number

remain　oviduct　eViducts　examined　of　ruptured　points

　Tota1　number　　Total　n㎜ber

of　ova　recovered　　of　ova　fertilized

　　　％

recovered

　　　％

fertilized

2．5＞　　 （Cln）

2．6～・5．0

5．1～7．9

8．0〈

7

9

9

8

26

34

37

36

13

16

24

31

　5

12

11

11

50．0

47．1

64．9

86．1

38．5

75，0

45．8

35．5

Table　4 The　relationship　between　fertilizati（m　and　the　proportion　of　the　remaining　oviduct　to　the　total　length

rernain　oviduct

whole　oviduct

　　Number　of　　　　　Total　number　　　　Total　number　　　　Total　number

oviducts　examined　of　ruptured　points　of　ova　recovered　of　ova　fertilized

　　　％

recovered

　　　％

fertilized

20

21

41

61

〉　（％）

～ 40

～ 60

〈

　6

10

　9

　8

22

42

33

36

14

17

24

29

　6

10

　6

17

63．6

40．5

72．7

80，6

42．9

58．8

25．〔〕

58．6

DiSCIlssion

　　The　oviduct　in　mammals　performs　a　variety‘）f

functions　　in　　the　　process　　of　　reproduction．

Physiologically，　various　parts　of　the　oviduct　take

charge　of　these　functions：the　tubal　fiInbria　takes

up　ovulated　ova；the　alnpulla　of　the　oviduct　offers

the　site　for　fertilization；and　the　isthmus　of　the

oviduct　prepares　the　environment　for　embryonic

cleavage．　Furthermore，　the　isthmus　of　the　ovidしlct

apPears　to　play　an　important　role　in　sperm

capacitation，　as　the　sperms　entering　the　oviduct

from　the　uterus　remain　in　this　place　untill　the　time

of　ovulationli）．

　　In　rabbits，　sperms　physiologically　become

capacitated　after　passing　the　vagina，　uterus　and
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oviduct．　Experirnentally，　however，　they　are　shown

to　aquire　capacitation　within　the　oviduct

aloneト2｝．　Rowlands13）and　Adams14）attempted　to

inseminate　rabbits　by　injecting　semen　into　their

abdominal　cavity．　In　these　experiments，　where　the

sperms　became　capacitated　was　llot　clarified．　It

was　presumed　that　the　site　of　capacitation　was

not　in　the　abdominal　cavity　but　in　the　oviduct14），

as　the　sperms　were　taken　up　into　the　oviduct

within　one　hour　after　the　semen　injection13）．　It

still，　however，　remains　to　be　elucidated　which

part　of　the　oviduct　was　involved　in　sperm

capacitation　in　such　intraperitoneal　insemillation．

　　In　tubal　inserninationl～8），　in　which　a　small

amount　of　semen　is　injected　into　the　oviduct，　it　is

not　clear　whether　the　whole　length　of　the　oviduct

is　needed　to　capacitate　sperms　introduced　from

the　tubal　fimbria．　In　rabbits，　physiological　fertili・

zation　is　achieved　when　sperms　arrive　at　the

ampulla　of　the　oviduct　where　ova　have　already

arrived　and　are　waiting　for　them11）。　In　tubal

insemination，　sperms　inj　ected　directly　into　the

ampulla　are　already　at　the　site　of　fertilization

even　before　ova　arrive．　Under　such　conditions，　it

is　not　known　whether　the　capacitation　takes　place

while　sperms　are　still　in　the　ampulla　or　after　they

have　descended　into　the　isthmus　of　the　oviduct．　It

is　also　impossible　to　locate　the　exact　site　of

fertilization，　In　our　present　study，　we　demonstrat－

ed　that　in　the　sniall　portion　of　the　oviduct，　i．　e．

some　2cm　of　the　ampulla　on　the　fimbrial　side，

sperms　were　capacitated　and　normal　fertilization

achieved．

　　In　rabbits，　fertilization　is　believed　to　take　place

in　the　part　of　the　ampulla　proximal　to　the

AIJlo～11）．　Ovulated　ova　reach　the　AIJ　only　in　some

ten　Minutes9’－1°）and　wait　there　for　sperms　to

arrive　from　the　isthmus　of　the　oviduct．　It　is

known，　on　the　other　hand，　that　sperms　ejaculated

into　the　vagina　through　copulation　mostly　remain

in　the　isthmus　of　the　oviductll｝，　less　than　2cm

away　from　the　UTJ15）．　When　ovulation　occurs，

these　sperms　start　moving　toward　the　ampulla　of

the　oviduct，　the　site　of　fertilization11）．　What　trig－

gers　this　movement　is　not　clear16）．　Unlike　ova，

sperms　spend　some　ten　hours　before　they　reach

the　site　of　fertilization，　and　they　remain　in　the
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isthmus　for　a　substantial　length　of　time．

　　The　rabbiゼs　isthmus　of　the　oviduct　is　shown　to

have　mucus，　which　is　lost　48　hours　after

ovulationl7〕．　It　is　highly　probable　that　this　tubal

mucus　is　involved　in　the　transport　and　capacita－

tion　of　sperms．　The　rabbit’s　sperms　collected　from

the　part　of　the　isthmus　proximal　to　the　AIJ　show

hyperactivationi8），　a　characteristic　of　capacitated

sperms．　Thus，　the　isthmus　of　the　oviduct　appar・

ently　Plays　an　irnportant　role　in　physiological

capacitation　of　the　rabbit’s　sperms．　In　our　study，

however，　we　performed　tubal　insemination　on

oviducts　ligated　at　the　part　of　the　ampulla　from

the　fimbria　and　obtained　normal　embryos．　In　this

case，　the　injected　sperms，　unable　to　descend　to　the

isthmus，　must　have　been　capacitated　in　the　ampul－

1a、　We　thus　delnonstrated　that　the　isthmus　of　the

oviduct　is　not　essential　for　sperm　capacitation．

　　Adams19）has　reported　that，　irl　rabbits　whose

UTJs　are　Iigated　after　copulation，　embryos　grow

into　blastocysts　in　the　oviduct，　but　degenerated

before　long．　We7）tubally　inseminated　rabbits　with

ligated　UTJs　and　obtained　blastocysts　ill　such　a

closed　tubal　environment．　When　fertilization　is

achieved　in　the　part　of　the　ampulla　proximal　to

the　AIJIo・11・20｝，　the　fertilized　ova　remain　there　for

20to　30　hours20～23）and　then　descend　into　the　isth－

Inしls　and　further　into　the　uterus，　repeating　cleav－

age．　As　the　cleavage　takes　place　mostly　in　the

isthmus　of　the　oviduct，　this　site　apparently　is　of

great　significance　as　the　environment　for　the

early　development　of　embryos．　The　ampulla

above　the　AIJ，　on　the　other　hand，　is　merely　a　path

through　which　ovulated　ova　pass　quickly】o｝and

therefore　has　Ilo　significallt　role　in　cleavage．　In

view　of　the　recovery　of　embryos　at　4－cell　stage　in

our　present　experiment，　it　was　indicated　that，　in

the　very　limited　part　of　the　oviduct　on　the　fin｝

brial　end，　ova　could　grow　at　least　to　the　4－cell

stage．

　　As　mentioned　above，　the　results　of　our　study

with　the　oviduct－obstructed　model　showed　that

the　pickup　of　ovulated　ova　into　the　oviduct　was

not　hampered　if　only　a　portion　of　the　ampulla　on

the　fimbrial　end　was　left　intact．　This　part　of　the

ampulla　was　also　shown　to　be　capable　of　achiev－

ing　sperrn　capacitation，　fertilization　and　early
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embryonic　development．　We　suggested　in　our

previous　report7）the　possibility　of　apPlying　tubal

insemination　to　the　treatment　of　sterility　ill

domestic　animals　and　humans　resulting　from

tubal　obstruction．　Our　present　study　further　sug－

gests　that　tubal　insemination　is　apPlicable　to

subjects　with　an　obstruction　at　a　much　higher　part

than　the　AIJ，　if　only　the　tubal　fimbria’s　sperm－

collecting　function　is　preserved，　We　therefore

believe　that　sterility　from　upper　tubal　obstruction

in　domestic　animals　and　humans　can　be　rectified

with　joint　application　of　tubal　insemination　with

surgical　embryo　collection　and　transfer　to　the

uterus，　as　reported　in　our　previous　study7）．
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　　卵管内人工授精を試みた

卵管閉塞モデル家兎における

残存卵管の長さと受精成績
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　卵管を任意の一iケ所で結紮した卵管閉塞モデル家兎

において卵管采から卵管内に少量の稀釈精液を注入す

る卵管内人⊥授精を試み，卵管采側の残存卵管の長さ

と受精成績について検討した．供試家兎は，精液注入

の1時間後に排卵を誘起するためhCGを投与した．
hCG投与後30時問目に卵管を摘出し，卵管采側の残存

卵管を灌流した．

　供試17頭における排卵点の合計は133個で卵管采側

の残存卵管から回収された卵子は84個であった．この

うち39個が分割卵子で2cellまたは4cell　stageを示

していた．残存卵管の長さで供試卯管を4つに区分し

たが卵子の回収成績，受精成績は残存卵答の長さに関

係なく，どの試験区からも分割卵子を得ている．本実

（297）55

験で一最短の1．3cmの残存卵管は卵管全長の9．3％に

相当していたが，このような短い卵管からも分割卵子

が回収された．回収した分割卵子34個を培養に供した

がそのうち32個が胚盤胞発育した．さらに，回収した

4細胞期胚4個を2頭のrecipientに移植して3頭の
正常産子を得た．

　以上のように，卵管采側のごく一部の卵管内で，卵

管内人工授精による正常な受精現象が遂行されること

が本研究によって明らかとなった．

　　　　　　　　　　　　（受付11990年6月61D
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PLASMA　PROGESTERONE
CONCENTRATIONS　IN　GOATS

CARRYING　A　GOAT－SHEEP　HYBRID

Motoaki　KOSUGIYAMA，　Hidenori　MORI，　Yukio　TANAI，

　　　　　　　　　　Akio　KIKKAWA　and　Yoichi　SHODA

Faculty　of　Agriculture，　Ibaraki　University，

　　　　Anli－machi，　Ibaraki　300－03，　Japan

　　Abstract：We　preg．　ent　data　mainly　of　pl噛ogesterone　concentrations　of　goats　carrying　a　goat・

sheep　hybrid　to　use　as　the　basic　data　for　further　analysis　of　the　death　of　hybrid　fetuses．　Six　Shiba

goats　were　inseminated　with　Barbados　Black－belly　ram　semen　or　mated　with　the　ram．　Some　goats

were　mated　more　than　once．　Eight　out　of　ten　matings　resulted　in　conception．

　　Pregnancy　was　detected　by　linear・array　ultrasound　scanning　on　day　280f　pregnancy　as　a

nonechogenic　vesicle　in　the　uterine　horn　of　the　goats．　Embryos　were　clearly　demonstrated　as

echogenic　areas　on　day　360f　pregnancy．　Aborted　fetuses　were　obtained　in　two　cases．　They　were

much　smaller　than　a　goat　fetus　of　about　the　same　age．

　　The　progesterone　concentration　ill　the　goat　carryin990at　fetuses（colltrol）increased　rapidly

after　mating　and　the　high　Ievel　over　10ng／ml　was　maintained　after　about　day　200f　pregnallcy．　But

the　progesterone　profiles　of　goats　carrying　a　hybrid　fetus　were　not　always　equivalent　to　those　of

the　c（mtrol　goat．　Goats　with　a　hybrid　fetus　had　some　Iower　than　lOng／ml　progesterone　concentra・

tions．　A　progesterone　deficiency　was　indicated　at　these　poillts．　The　time　of　progesterone　defi－

ciency　was　directly　related　to　the　time　when　the　fetuses　died　in　these　cases．　Therefore　we　were

able　to　predict　the　tillle　of　death　of　fetuses　by　progesterone　concentrations　in　some　cases．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Fertil．　SteriL，36（2），298－303，1991）

Introduction

　　Numerous　attempts　to　hybridize　sheep　and

goats　have　been　madel－6）．　Although　successful

birth　of　hybrids　have　been　reported3・6｝，　embryos　ill

goats　mated　with　ralns　rarely　survived　more　than

2months（see　Alexarlder　et　al．4））．　A　comprehel1・

s｛ve　review　of　the　literature　through　1968　was

published　by　McGovern7）．

　　Interest　in　the　problem　of　hybridization　of

sheep　and　goats　has　been　maintained　because

failure　of　gestation　of　the　hybrid　ill　goats　provides

areproducible　model　of　embryonic　death（see

McGovern7））、　According　to　the　discussion　of　Al－

exander　et　aL4），　three　possible　explanations　of　the

death　of　hybrid　fetuses　have　been　advanced．

These　are　the　effect　of　maternal　antibodies　to

hybrid　fetuses，　progesterone　deficiency　in　goats

and　some　intrinsic　fetal　factor．

　　In　this　paper　we　present　data　oll　the　pregnant

condition　and　the　progesterone　collcentrations　of

goats　carrying　a　goat－sheep　hybrid　to　use　as　the

basic　data　for　further　analysis　of　the　death　of

hybrid　fetuses．　Moreover　we　wanted　to　obtain

pmgesterone　data　to　estimate　the　time　of　death　of

hybrid　fetuses．
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Materials　and　Methods

　　The　animals　used　were　6　female　goats　l．7－3．8

years　old，　a　Barbados　Black－belly　ram　and　a

Shiba　buck．　The　female　goats　at　estrus　were

mated　with　the　ram　or　the　buck　or　inseminated

with　fresh，　undiluted　ram　semen．　Some　goats　were

used　two　or　three　times，　The　total　number　of

insemnated　goats　was　11．　One　goat　was　mated

with　the　buck　as　a　control．

　　Heat　detection，1inear－array　ultrasound　scan－

ning　with　a　5　MHz　transducer（SSD－245V，　Aloka

Co．　Ltd．，　TQkyo）and　progesterone　assay　of

plasma　were　conducted　for　pregnancy　diagnosis．

The　goat　with　no　estrus　one　week　after　the

expected　estrous　day　was　estimated　as　pregnant．

Ultrasound　scanning　was　done　once　a　month．

Plasma　progesterone　was　measured　once　a　week

to　monitor　the　activity　of　the　corpus　luteum　in

pregnant　goats．

　　Plasma　progesterone　concentrations　were

measured　usirlg　enzyme　immulloassay　kit（Ovu－

check，　Denka　Seiyaku　Co．　Ltd．，　Kawasaki－shi）．

The　plasma　samples　over　10ng／ml　progesterone

concentration　were　reassayed　after　the　reduction

of　sample　quantity．

　　In　solne　pregnant　goats　artificial　abortion　was

induced　by　prostaglandin　F2、（Panaseran　F，　Fuji

Yakuhin　Co．　Ltd．，　Takaoka－shi）to　obtain　a　living

embryo．

RSeSUItS　and】DiSCUSSiOn

Pregnant　condition

　　Table　l　summarizes　the　pregnant　condition　of

the　goats．　Six　Shiba　goats　were　inseminated　with

Barbados　Black－belly　ram　semen　or　mated　with

the　ram．　Eight　out　of　IO　matings　resulted　in　con－

ception　within　27　days（one　week　after　the　next

expected　estrus）．　The　conception　rate　of　80．0％

was　similar　to　those　of　Alexander　et　aL4）and

Hancock　et　aL5）Our　calculations　indicated　that

Alexander　et　al．4）inseminated　a　total　of　32　goats

and　25　coceived（78．1％）．　Hancock　et　aL5）reported

that　50　goats　were　inseminated　and　40（80．0％）

failed　to　return　to　service　within　25　days．

　　Embryos　were　observed　by　linear・array　ultra－

sound　scanning．　By　day　28　0f　pregnancy，　non一

echogenic　vesicle　in　the　uterine　horn　was　clearly

visible，　but　the　embryo　was　not　visualized（Fig．1）．

By　day　36　as　shown　in　Fig．2，　the　embryo　was

clearly　observed　as　an　echogenic　area．　BuckrelB）

explained　that　does　were　diagnosed　as　pregnant

on　day　25－30　using　a　5MHz　transducer　in　the　groin

close　to　the　udder　and　fetal　counts　were　made

from　days　40　to　50．　Our　results　are　in　agreement

with　his．

　　Aborted　fetuses　were　obtained　in　Goat　4（Table

1）．Alexander　et　al．4）reported　that　the　weight　of

the　hybrid　fetus　was　80g　at　an　estimated　age　of　63

days　of　gestation．　Hancock　et　a1．5）reported　that

the　crown・rump　length　of　a　living　hybrid　fetus

was　l．3　and　2、5cm　on　day　28　and　360f　pregnancy，

respective正y．　Therefore，　the　5．Ocm　fetus　of　Goat　4

was　estimated　to　die　between　days　36　and　630f

pregnancy　and　the　1．Ocrn　fetus　was　estimated　to

die　before　day　280f　pregnancy．

　　No　fetuses　were　obtained　in　the　other　goats．

Although　we　could　observe　the　echograph　of　the

fetus　in　the　first　pregrlancy　in　Goat　3　by　ultra一

Fig．　l　Ultrasound　image　of　Goat　4　carrying　a　hybrid

　　　　　fetus　day　280f　pregnancy．　Non－echogenic　area

　　　　　visualized，　but　a　fetus　is　not　seen（arrow）．
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Fig．2Ultrasound　image　of　Goat　6　carrying　a　hybrid

　　　　　fetus　day　36　0f　pregnancy，　which　is　seen

　　　　　（arrOW）．

sound　scanning，　the　aborted　fetus　was　lost．

Change　Of　Progesterone　co　ncentration

　　Fig．3shows　the　pattern　of　progesterone　con・

centrations　of　the　Shiba　goat　carrying　goat

fetuses．　Figs．4－9　show　those　of　the　Shiba　goats

carrying　a　hybrid　fetus．

　　The　concentration　of　progesterone　in　the　goat

carrying　goat　fetuses　increased　rapidly　after

mating　and　the　high　level　over　10ng／ml　was

maintained　after　about　day　200f　pregnancy．　The

progesterone　patterns　of　the　goats　carrying　a

hybrid　fetus　were　not　always　similar　to　the　con－

trol　depicted　in　Fig。3．　The　progesterone　concen－

trations　in　both　of　the　pregnancies　ill　Goat　4（Fig，

6and　7）were　clearly　lower　than　10ng／ml　at　most

corresponding　points　of　Fig．3．

　　Kano　and　Mori9）demonstrated　that　progester－

one　concentrations　in　the　goat　carrying　one　or

two　fetuses　were　similar　to　those　of　the　goat

carrying　three　or　four　fetuses．　Consequently　it　is

unlike　that　the　high　progesterone　level　in　the　goat

carryillg　two　fetuses　was　not　increased　due　to

litter　size．　Therefore，　we　do　not　think　the　proges一
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both　pregnancies　of　Goat　4　because　of　fetal　death．

　　In　the　goat　of　Fig．5，　fetuses　could　not　be　found
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Table　l　Pregnant　conditiorl　in　the　goats

Goat

　no．

Male
Pregnant
condition

　　Progesterone　concentratlon

（Day　of　pregnancy）　（Fig．　no．）＊

Ultrasound

scannlng

Aborted　fetus

BL（cm）BW（g）

1 Barb RS　day　36＊＊

2 Barb RS　day　75

3 Barb
AB　day　67 （31－73） （Fig．4） fetus　observed

RS　day　100 （0　70） （Fig．5）

4 Barb
AB　day　66 （21－70） （Fig．6） fetus　observed 5．0 2．8

AA　day　59 （0　60） （Fig．7） 1．0

NP
5 Barb

RS　day　　35 （0－34） （Fig．8）

NP
6 Barb

AB　day　43 （O－45） （Fig．9） fetus　observed

5 Shiba AA　day　69 （O．－70） （Fig．3） 13．0

13．5

78．8

85．0

Abbreviations；Barb，　Barbados　Black－belly
　　　　　　　　　　　　　RS，　return　of　estrus；AB，　abortion

　　　　　　　　　　　　　AA，　artificial　abortion；NP，　non－pregnant

　　　　　　　　　　　　　BL，　body　length（crown・rump　length）BW，　body　weight

＊，Progesterone　concentrations　were　shown　in　these　Fig．　no．

＊＊ ，Day　of　pregnancy
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by　ultrasound　scanning　and　she　returned　to　estrus

after　100　days　of　pregnancy　with　no　signs　of　fetal

debris．　Consequently　the　high　progesterone　levels

after　about　30　days　of　pregnancy　could　not　be
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　　　　　pregnancy　of　goat　4　carrying　a　hybrid　fetus．

　　　　　AA，　Artificial　abortion；PG，　Prostaglandin　F2、、

explained．

　　The　1．Ocm　fetus　of　Goat　4　was　estimated　to　die

before　day　280f　pregnancy　and　the　5．Ocm　fetus

between　days　36　and　63　0f　pregnancy　as

mentioned，　The　time　of　fetal　death　was　closely

related　to　the　time　progesterone　deficiency　occur・

red．　Therefore，　the　tilne　of　the　death　of　fetuses

could　be　determined　by　progesterone　concentra－

tions　in　some　but　not　all　cases．
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　胎子を受胎した母ヤギの

血漿中プロジェステロン濃度

茨城大学農学部

小杉山基昭　森　英紀　棚井幸雄

’fll田召左佳　　1E田F易一

　バルバドス・ブラックベリー種雄ヒツジを交配して

受胎させた雌のシバヤギの血．漿中プロジェステロン濃

度を，流産の原因究明のために測定した．

　延べ10頭のヤギを用い8頭が妊娠したが，全頭流産，

あるいは次回発情予定日1週間以．ヒ経過後，発情回帰

した．

　超音波診断で妊娠が確認できたのは，妊娠28日で，

胎子は36日に認められた．流産胎子の回収された例に

おいては，雑種胎子は同日齢のヤギ胎子より異常に小

さかった．

　プロジェステロン濃度は，ヤギ胎子を妊娠したもの

では，妊娠初期に急激に濃度が上昇し，その後10ng／m1

以．トを保つのに対して，雑種胎子を妊娠したものでは，

胎子が死亡したと思われるころに，10ng／mI以下に低

ドした．従って，プロジェステロン濃度から雑種胎子

の死亡時期が推定できる可能性が示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年6月25日）
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　従来の標準精液検査は，男性不妊のi凄な検査であった．最近，zona－free　hamster　test（ZSI）T）

や，精子貫通試験（PENETRAKtest）が，受精機i能を客観的に評価する上で，着目されている．そこ

で我々は，凍結保存精J’一の受精機能を評価するため，上記の2検査を施行した．凍結は，保存液にKS－

IIを使用し，　program　freezerをlllいて段階的に行った．［結果］1）凍結前のPENETRAKtestでは，

精子濃度及び運動率との間に有意の相関を認めた（P〈0．Ol）．2）凍結後でも同様に，有意の相関を

認めた．3）凍結洗浄後のPENETRAKtest値は，有意に上昇していた．4）ZSPTでは，凍結前の

精子濃度との間に弱い相関を認めた．5）凍結後でも，精子濃度及び運動率との問に，弱い相関を認

めた．6）PENETRAKとZSPTとの問には，相関関係は得られなかった．正常精液群では精子機i能

の面から判断し，凍結保存が可能であることが，本研究より示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Fertil．　Steril．，36（2），304－310，1991）

緒　　言

　最近精子の凍結保存法は，ほぼ確立されつつあり，

臨床応用されている．しかしその反面，受精機能の

評価については，末だ不十分であると思われる．精

子機能の客観的評価法として，従来の精子濃度，運

動率等の測定に加え，受精成立に重要なfactorであ

る精子運動能やHamster　testが着目されている．

　今回我々は，凍結精子融解後の精了・受精機能を評

価するため，ウシ頸管粘液を用いた精子貫通試験

（PENETRAK　sern（，社）1）及びHamster　test（以ド

ZSPT）2）について凍結前後の成績を比較検討したの

で報告する．

対象及び方法

　研究対象は，正常及び不妊症の患者124例とした．

精液採取は用手的に行い，37℃・30分静置液化後，

半量を一般精液検査，PENETRAK及びHamster
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testに供し残量は凍結保存用とした．

　凍結前の精子濃度によりA）20×106／ml未満（A

群）B）20－40×106／ml（B群）C）40×106／ml以

上（C群）の3群に分類し，各群での凍結融解後の

精子機能を検討した．

1）精子の凍結方法

　精子の凍結保存液としては，KS－II液を使用した．

精液と保存液を1：1に混合し，0．5mlストロー管

（株式会社総研）に注入した．凍結には，program－

freezer（PLANNER社CRYO－10）を用いて段階
的に行い，凍結速度は室温より一5℃までは，0．5℃／

minで凍結し，－5℃で10分間holdした後，10℃／

minで一80℃まで凍結後，更に5分間holdして，液

体窒素中（－196℃）に保存した，融解は37℃の微温

湯により急速融解法を用いた．蘇生率を算出した後

PENETRAKおよびhamster　testを行った．

2）PENETRAK検査
　予め冷凍庫に保存したガラス毛細管を室温にて内

容を溶かし，気泡を取り除く作業を行った．添付の

カップ内に0．2m1の液化精液を注人し，2本のウシ

頸管粘液で充填されたガラスー毛細管のシールの部分

を切断し，カップ内に立て，室温に放置した．凍結

保存した精液を急速融解した後，カップに0．2cc注

入し，以下の方法で測定を行った．〈図1＞30，60，

90分後に，ガラス管をスケールの入ったスライドグ

ラス．Lに胃き，100倍あるいは200倍にて鏡検し，最

高到達距離を測定した．

1）

2）

3）

4）

　　ffiat　capi［lary　tube

⊂＝：：＝＝：＝＝コ＝⊃th・wi・g・t
　　　　　　　　　　　　　room　temperature

　　　　　　　　　snap

90min
at　room　temperature
O．2me　of　semen

Penetrakvalue（mm）

［＝＝e〈19K
　　　　　　　　　　　、西　　、　一

図l　Penetrak　Test

3）hamster　test（ZSPT）

a）卵の採取

　hamster　testは京野2°｝らの方法に準じて行った，

即ち6週以降の成熟したGolden　hamsterを，　PMS

301U，　HCG　301Uで過排卵処理をし，卵管より卵を

採取した，更に0．1％Hyaluronidaseでcumulusを

取り除き，0，1％Trypsinで透明帯を除去した．〈図

2＞
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b）精子の処理

　採取された精液は，精液静竃法によるSwim　upを

30－60ノ〉間施行し2回洗浄後，5－10×106／mlとな

るように調整した．凍結保存精子は，37℃の微温湯

にて急速融解した後，BWWの培養液を加え遠心す

ることにより凍結保存液を洗浄した．更に60分間同

様のswim　upを施行し，2回洗浄後，精子数を調整

した．

c）媒精及び判定

　採卵した卵を精子の3－4時間の前培養後，媒精

に供した．培養は37℃，5％CO2で4－6時間行っ

た．侵入率の判定は，精子頭部の膨化所見と雄性前

核の確認とによって行った．

結　　果

1）凍結後の精子蘇生率

　凍結前，融解後のA）B）C）各群での精子濃度・

運動率・及び蘇生率を比較検討した．A）B）群の

乏精子症では，融解後の蘇生率が各々46．6％，51．1

％と低い傾向を認めた．＜表1＞

2）凍結前後の精子によるPENETRAK　testと精液
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表1　凍結前後の運動率の比較

（x106／1nl）

　　　　　　Fresh

　Coullt　　　　Motility
（×106／ml）　　　　（％〉

　　　　post　thaw

　C〔｝unt　　　　Motility

（×106／mD　　　　（％）

Recovery　Rate n

（A）0～20

（B）20～40

（C）40～

11．6±5．70

35．3±34．7

87．6±37．5

41．9±14．3

48．6±14．5

61．2±17．2

112士9．9
14、7±19．4

39．4土30．0

21．7±21．5

27．8±24．5

40．9±2L7

46．6±45．3

51．1±43．4

63．5±29。4

16

16

63

Total 68．2＋45．7 56．5±18．1 30．5±28．6 35．4±23．2 59．3±35．4 95

表2　PENETRAK　90分値の凍結前後の比較

（×106／ml） 凍　結　前
凍　結　後
（＋KS－II）

凍　結　後
（洗　浄）

0～20

20～40

40～

24．00±16．79

33．54±18．20

46．98±13．36

3．00±5，20

3．00±1．79

17．52±10．59

10．00±6．36

12．22土10．39

26．39±／0．59

TotaI 41．06±17，15

　（n＝82）

13，98±ll．2／

　（11＝37）

19．45土12．26

　（n＝42）

mean±S．D

検査との関係

　凍結前の精子濃度及び運動率とPENETRAKと
の相関関係を検討した．精子濃度は，相関係数R＝

0．517，運動率は，R＝O．432（P〈0．01）で有意の

相関が認められた。〈図3＞
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　凍結後の精f・濃度，運動率とPENETRAKとの相

関関係を検討した．精子濃度は，相関係数R＝O．433，

運動率は，R＝O．606（P＜0，01）で有意の相関を認

めた．〈図4＞
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図4　凍結融解後のPENETRAKと精子濃度，

　　　運動率との相関関係
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　また，凍結後の蘇生率とPENETRAKとは相関係

数R＝O．507（P〈0．01）で有意の相関を認めた．〈図

5＞

3）凍結洗浄後の精子によるPENETRAK　test

　凍結後のPENETRAK　test値の低下を，　Glycer－

ilm等の凍結保存液の影響によるものかどうかを確か

めるため，凍結保存後にこれを洗浄した．更にswim

upを行い，良好精子を集めて再度PENTRAK　test

を施行した．その結果は洗浄前と比較し洗浄後に於

いて，どの群でも有意に上昇していた，＜表2＞

4）凍結前後のZSPTと精液検査との関係

　まず凍結前の精子濃度とZSPTとの相関関係を求

めた．精子濃度は，相関係数R＝0．443（P〈0．01）

で相関を認めたが，運動率では相関を認めなかった．
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図8　ZSPTとPENETRAKとの相関関係

〈図6＞

　同様に凍結後のZSPTと精子濃度，運動率との相

関関係をも検討した．精子濃度は，相関係数R二

〇。499（P〈0．Ol），運動率は，　R＝O．407（P〈0．01）

で相関を認めた．〈図7＞
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　次にZSPTの侵入率をA～C）各群の凍結前と融

解後に於て比較した．個々の症例では，全ての群で

低下する傾向が認められるが，B～C）群の凍結後

の侵入率には，有意差は認められなかった．しかし

凍結後のA）群の侵入率は有意に低下していた．

5）ZSPTとPENETRAK　testとの関係
　ZSPTの結果とPENETRAKの結果との相関を検
討したが，凍結前後に於て有意の相関は認められな

かった．〈図8＞

考　　察

　従来の精液検査項目は・精液量・運動率・精子濃

度・奇形率等であり，これらは男性の妊孕力を診断

する上で決して満足のいくものではなかった．最近，

受精機能を客観的に評価する方法として牛頸管粘液

を使用したsperm　penetration　test（PENETRAK

test）1｝やHamster　test2）gが開発されてきた．これ

らは，男性の妊孕力を判断する上で，今までの精液

検査より，優れた検査法3～5）であるとされている．

PENETRAK6－－io｝についてはZSPT3・n｝と1司様，多数

の報告が成されているが，凍結した精子についての

報告は少なくとも我が国では殆ど無いのが実情であ
る．

　既に述べたようにPENETRAK　testは精∫・濃度と

相関するが，運動率との間に，より強い相関を示し，

凍結前後ともに類似の結果であった．この結果は，

ウシ頸管粘液中の精f・の運動能力が精f’濃度や運動

率等の検査成績と1°・i2，13）相関するという報告と一一致し

ている．更にPENETRAK　testは，凍結後の蘇生率

とも有意の相関を示した．以上の2点より
PENETRAK　testは，凍結後の精ゴー機i能検査として

も有用であることが示唆された．しかしながら，運

動率良好でもPENETRAK　testの成績が不良例もあ

り，形態学的な因子も考慮されなければならないと

考えられる．

　PENETRAK　testの結果をA～C）各群で比較す

ると，A）2000万以ドの乏精子症群では低値であり，

凍結後では更に顕著であった事は既に述べた．即ち

乏精子症では凍結融解時の温度変化に対して脆弱で

あることが推察された．

　また，凍結融解後にswim　up法により得られた運

動性良好精子を用いたPENETRAK検査では，単に

融解した精子と比べると各群とも有意にヒ昇し，凍

結保存液の影響が，精子の運動能にも及んでいるこ

とが確認された．

　妊孕力のある男性と，不妊男性とのPENETRAK

値を比較したUrry14）らの報告では，妊孕力のある群

は38．2±12．2mm，不妊群は26．4±14．2mmとな

り，妊孕群が有意に高いとしている．同様の結果を

karpらも報告5）している．またTakemotoら8）は，妊

孕力のある群においては，PENETRAK値がすべて

201nm以上を示し，20　mm以下を示す症例は，妊」f・

力のある群には認められなかったとしている．この

事実はPENETRAK　testが，不妊の検査として重要

な位置を示している事がわかる．

　今回我々の成績では，正常精子群のPENETRAK

test平均値は，26．4mmであった．　IVF時の受精率

の検討によるPENETRAK　testの妊孕性の判定基

準，20mm以上との報告を考慮すれば8，Il〕，凍結後で

も正常群においては，充分妊孕能が保持されている

と考えてよい．凍結後に於けるPENETRAK値の変

化については，Gehringi2）が検討しており，平均

PENETRAK値が低下すると報告している．これは，

精子尾部の状態及び間接的に細胞膜の機能，イオン

交換，酸素交換，酵素による細胞の機能などに関係

しているためと推測している．

　Roger3｝Ha114）らは，　ZSPTの侵入率と精子濃度，

運動率との相関は得られないとしているが，相関が

あるという報告8｝もあり，ZSPTは従来の精液検査を

必ずしもそのまま反映するとは，限らないようであ

る．本試験は，各施設において侵人率と実際の妊孕

性との間に差を認め3～5）14・2°），その評価・判定を巡っ

て論議が交わされている．これは各研究施設により

検査条件が異なり，妊孕力のある群での検査結果範

囲が広すぎるため，判定基準の設定を困難にしてい

る．このcut　off値に関してはpolanskyil｝等は10％、

Urryi4｝らは20％以上，更に京野は2°），30％等の値を

提示している．我々の成績は既に述べたように凍結

後の侵入率は低下傾向を認めるが，凍結前後におい

て有意の弟は認められなかった．更にCut　off値を30

％としても，正常者の凍結後の値が平均36．5％であ

り、妊孕力は充分保たれていることになる．しかし

ながらA）群の乏精子症では極端に低値を示し，

PENETRAK　testと同様に環境変化に対して，機i能

的な脆弱性を有し，侵入率の低下の一因であること

が推測される．凍結後のZSPTの評価も研究者間で

論議がある．Lauferl5）らは新鮮精子侵入率と比し，

平均68％の侵入率の低下を認めたとしているが，

Binor16｝等は，8％しか減少していないとしている．

この侵入率の違いをUrryi4）等は，凍結保存精fの前

培養時間に着目し，Lauferl5｝やCoheni7）らの様に，

長時間の前培養時間はかえって侵入率を低ドさせる

ので，2時間以上は行うべきではないとしている．

我々の研究でもUrry等14）の報告と同様に，
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PENETRAKとZSPTとの間に相関関係は得られな

かった．これは，PENETRAKは頸管粘液に侵
入する精子の能力，ZSPTは精子のAcrosome　reac－

tionとCapacitationによる精・了・の侵入能という各々

異なった機能を評価しているためと推測される，諸噂

外国においては，凍結精子のAIDやIVFが臨床応用

され，AIDの妊娠率は新鮮なもので60－90％である

一方，凍結精・子でのそれは50－60％18・19）と低い．こ

れは凍結精子では運動率の低下と同様に，形態学的，

生化学的な変化を来す事が原因であると考えられる．

しかし我々の成績では凍結精子のPENETRAK値が

20mm以．－kを示しており，精・子の運動能は充分保持

され，またZSPTにおいても，凍結前後の侵入率に

有意差を認めず，凍結後でも20％以上の侵入率を有

するという成績は，妊孕力を失っていないと推察さ

れる．即ち，精子の形態や生化学的な変化などが妊

娠率の低下となって現れるが，精子の機能面から判

断するならば，生存精・了一は凍結によって直接妊孕力

が低下するのではなく，凍結保存が充分可能である

と推測される．

　今後我々は，凍結精子の妊孕力の向ヒを図ると共

に，他の機能検査とも比較検討してゆきたいと考え

る．
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Pe皿etration　ability　of

　　zona・free　hamster

ova　and　bovine　cervical

　　　　mucus　by　fresh　and

frozen　human　spermatozoa

Hiroaki　Yoshida，　Hiroshi　Hoshiai，

　Takao　Fukaya，　Tsugikazu　Ohi，

　Chieko　Kakuta，　Hideo　Tozawa，

Yasuo　Mandai，　Takashi　Murakami

　　　　　　　and　Akira　Yajima

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

Tohoku　University　School　of　Medicine，

　　　　　　　　　　Nliyagi　981，　Japan

　　Traditional　semell　analysis　has　been　the　main

Inethod　utilized　t（）evaluate　men　with　fertility　prob・

Iems，　Recently，　the　zona－free　hamster　egg　penetra－

tion　test（ZSPT）appears　to　be　effective　in　differen一

tiating　between　fertile　and　infertile　men．　Sperm

function　is　also　tested　by　using　bovine　cervical

mucus（PENETRAK）for　determination　of　the　abil－

ity　of　human　sperm．　The　present　study　was　under－

taken　to　compare　the　penetrating　ability　of　human

spermatozoa　into　PENETRAK　and　zona－free　ham－

ster　eggs．　We　also　compared　the　fresh　and　frozen

sperm　function　abilit｝・．　Comparisons　were　also

made　between　these　tvL・o　tests　and　the　standard

semen　parameters　of　sperm　count　and　motility．

Conclusion　l）PENETRAK　test　is　significantl｝・

cぐ）rrelated　with　spernl　concent．　and　Inotility．2）

Fmzen　PENETRAK　test　was　also　correlated　with

sperm　concent，　Alld　motHity．3）PENETRAK　values

of　after　thawed　and　washed　semen　was　significant

higher　than　that　of　no　washing．4）ZSPT　is　weakIy

correlated　with　spernl　concent．5）　Frozen　sperm

ZSPT　was　also　weakly　colTelated　with　sperm　cQunt

and　motility　6）There　was　Ilo　correlation　between

PENETRAK　and　ZSPT，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年4月12B）
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ウシ頸管粘液による精子運動

機能評価値の信頼性

　　The　Variance　of　Repeated

penetrak　Value　for　the　Estimation

　　of　Sterm　Motility　Function

宇津木利雄
Toshio　UTSUGI

群馬大学医学部産科婦人科学教室

　　中　島　敬　和

Yoshikazu　NAKAJIMA
五十嵐正雄
Masao　IGARASHI

　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Gunma　University　School　of　Medicine，　Gunma　371，　Japan

　精子運動機能評価法として，ウシ頸管粘液中の精子移動距離を測定する方法が開発され臨床応用さ

れており，その値の信頼1生について検討した．当科不妊外来通院中の9症例の精液0．2m1を用いて，

室温にて90分間静置し，顕微鏡下にて精子が移動した距離を測定した．同じサンプルを9回測定し，

9回の平均をその症例の理想平均とした．9症例において，各測定回数までの平均値が測定回数を増

やすにつれて，どの様に理想平均に近づくか理想平均を100％として算出した。1回測定は68．9－142．3

％（－2SD　・一＋2SD），2回測定は83．7－123，5％であった。2倍の標準偏差が10％以内になるには6

回，5％以内になるには8回の測定回数が必要であった．測定回数が多い程正確な精子移動距離が得

られるが物理的，時間的制約を考慮し，臨床の場では2回測定が必要と思われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1．　Steril．，36（2），311　313，1991）

緒　　言

　精子の運重1磯能は，精子妊孕力評価のなかでの重

要な機能とされている．その判定方法には，従来か

ら行われている顕微鏡下での運動率測定が一般的に

用いられているが，客観性に問題があり，誰が測定

しても同じ結果が得られる検査法が望ましい．最近，

コンピューターを用いた精子自動解析システムが開

発され，精子濃度，運動率の他，運動速度の測定が

自動的かつ客観的に行われている．しかしこの装置

は高価であり，どこの施設でも手軽に用いるわけに

はいかない．安価でかつ客観性があるとされ，ヒト

の頸管粘液と性状の似ていると言われている’・5）ウシ

頸管粘液をもちいた精子運動機能評価法であるペネ

トラック⑧（セローノ・ジャパン社〉の測定値の信

頼性について検討したので報告する．

対象及び方法

　当科不妊外来を受診中の男性不妊患者9名を対象

とした．ウシ頸管粘液はセローノ・ジャパン社より

提供されたべネトラック（Rを用いた．9症例の精液

所見は，禁欲H数3－7日，精液量2－5．5ml，精子

濃度800万／ml－2億1600万／m1，直進運動率5－

67％，奇形率6－66％，臼血球数0／F－26／F，

pH　7．5－8．5に分布していた．排精より30分以上経

ち，充分融解した精液をマクラー算定板を用いて従

来の方法にて顕微鏡下で検査し，上記の検査結果を

得た（表1）．残った精液を0．2mlずつ9個のwel1

に分注し，各wellに2本のペネトラック⑪を立てた．

室温にて90分間静置し，顕微鏡下にて精子の移動距

離（mm）を測定し，2本の値の平均を各wel1のペ

ネトラック値とした．さらに8wellのべネトラック
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表1　9症例の精液検査所見

症　例
禁欲
（日）

精液量
（ml）

精子濃度
（x104／ml）

運動率
（％）

奇形率
（％）

白血球
（／F） pH

1．1．T．

2．K。1．

3．H．H．

4　0．M．

5．1．K．

6　S．1．

7．K．　T．

8．K．　S．

9．0．K，

4

3

7

4

5

7

4

4

5

3．0

3．0

4．0

5．5

3．5

2．0

4．0

4．5

2．5

5100

　800

10300

10700

4100

21600

6600

6100

4200

34－6－60

63－13－24

47－6－47

67－10－23

5－17－78

42－15－23

47－24－29

59－20－21

48－19－33

16

38

6

9

66

6

32

13

10

26

20

0

4

4

2

2

2

2

8．5

8．0

8．0

8．0

7．5

8．0

8．0

8．0

8．0

（運動率は直進性運動，非直進性運動，停止の％を示す）

値を同様に求め，9wellの平均をその精液の理想平

均とした．各we11番号までのベネトラック値の平均

を出し，その値を理想平均で除して100を乗じて理

想平均に対するパーセントが測定回数を増やすとど

のように理想平均に近づくか検討した．これを9症

例に行い平均値±2SDにて95％の変動幅を算出し
た．

結　　果

　1回のみの測定は，平均105．6，±2SDは68．9－

142．3（以下平均，－2SD，＋2SDの順に表示する），

2回測定は103．6，83．7－123．5，3回測定は101．1，

82．1－120．1，4回測定は1012，88．8－113．6，5回

測定は100．6，89．5－117．6，6回測定は100．2，

91．3－109．1，7回測定は100．1，93．8－106．4，8回

測定は100．4，96．8－104であった（図1）．

％

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　測定回数

　　　　　　　　　　　Mean±2SD

図1　測定回数とべネトラック値のばらつきの大きさ

考　　案

　客観的な精子運動機能評価法として用いられてい

るペネトラック⑧の信頼1生について検討した．1well

内に2本ずつ立てて9wellの平均値を理想平均とし

たが，9wellよりも多ければ多い程，理想の平均値

を得ることができるけれども，物理的制約により9

wellを用いた．本研究の結果より，例えば1回測定

で，良好精子の基準値とされる30mmの場合，真の

f直は20　．　7　mrnから42．7mmの問にある可能性が

95．5％であることになる．測定回数を増やせば漸次

理想平均に近づき，理想平均との誤差が10％以内に

なるには6回，5％以内になるには8回の測定が必

要になる．現実の臨床の場において，これほど多く

のペネトラックOUを測定することは時間的にも物理

的にも困難と思われる．2回測定と3回測定で誤差

の大きさがあまり変わらず2回測定で83．7％から

123．5％に収まり，1回のみの測定より大きく改善さ

れることより，2回測定（合計4本〉が現実的な測

定回数と推測さる．本検査の手技は精液の中にペネ

トラックを90分間静置するだけでよく，簡単である．

ヒト頸管粘液とウシ頸管粘液の類似性や代用性の報

告1・5）もある．当教室の中島3）が報告したようにペネト

ラックa検査には，精子濃度，精子運動率，ハムス

ターテスト，ヒューナーテストと正の相関が認めら

れている．中島以外にも同様な報告z・3・6・8・9）が散見され

る．また男性の妊孕力をよく反映するとされる精子

運動速度4），hyperactivation2）と相関があるとの報告

もある．妊娠成立群と非成立群の間のペネトラック

値に有意な差がないという報告7），有意な差があると

いう報告がある4）．使用方法が簡単で，男性妊孕力の

指標のひとつとして使用できる可能性が諸氏によっ

てなされているものの，1回のみの測定では変動が
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大きく，測定回数を増やし慎重に用いるこ

されていると思われる．

1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）
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　　Penetrak　is　composed　of　bovine　cervical　mucus

and　utilized　for　the　estimation　of　sperm　motility

function．9semen　samples　are　collected　from　infer－

tile　male　patients，　after　more　than　30　minutes　Ii－

quefation　O．2　ml　of　semen　was　divided　into　g　wells．

2penetraks　were　placed　straightly　for　90　min．　and

measured　the　dintance　sperm　penetrated　into
penetrak　under　microscope（mm）．　Mean　of　the　two

penetraks　was　the　estimated　value　of　each　welL

The　mean　of　g　wells　is　considered　as　the　best　mean

value．　The　mean　to　the　well　No．　was　divided　by　the

best　mean　value（％）from　l　to　8　well．　And　the

mean±2SD　were　calculated．　The　result　of　l　well

was　mean　105．6，2SD　68．9－142．3，2wells　was　103．6，

83．7・123．5，three　wells　was　lOl．1，82．1－120．1．　After

these　the　mean　was　almost　100　arld　2SD　decreased

according　to　the　well　number．

　In　order　to　reduce　the　2SD　of　penetrak　value

within　10％6well　are　needed，　and　within　5％8

wells　are　needed．　Considering　realistic　time　and

physical　limitations，2wells　seems　reasonable　num－

ber　for　the　estimation　of　spermmotility　function　in

the　outpatient　clinic．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年5月1日）
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実験的留水症卵管上皮の形態的，機能的研究
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　卵管留水症における卵管上皮細胞の構造的および機能的解析を目的として，実験的家兎卵管留水症

を作製し，卵管粘膜を光顕的，電顕的に観察するとともに，留水症膨大部組織とマウス前核期胚を共

培養し，以ドの結果を得た．

　1．実験的家兎卵管留水症の最大径と全長は結紮後16週まで増大し，それ以後の変化は軽微であっ
た．

　2．卵管結紮後の期間が長期化するに従い，留水症の粘膜ひだは消失し，上皮細胞の剥脱が著明と

なり，線毛細胞，分泌細胞および線毛は配列が不整で密度も不規則となり，分泌穎粒も著しく減少し
た．

　3．家兎卵管組織は，マウス前核期胚発生に対して促進的効果を与えた．

　4．実験的家兎卯管留水症組織は，マウス前核期胚発生に対して促進的効果を与えなかった．

　以上の結果より，卯管膨大部組織には胚発生促進因子が存在する可能性が示唆された．しかし卵管

留水症膨大部組織には機能低下が認められ，胚発生に対して促進的効果が認められず，その機能低下

は結紮後の期間が長くなるほど著明であり，形態的変化と相関を認めた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil，　Steril．，36（2），314－324，1991）

緒　　言

　女性不妊のうち卵管因子に起因するものが最も多

く，40％前後と言われている．卵管閉塞症の治療は

microsurgeryを応用し形成術が行なわれているが，

術後の妊娠率は，なお不良である．特に卵管留水症

では術後の疎通性が90％近く改善されても，妊娠率

は極めて低いト6｝．卵管留水症は主に卵管内膜炎によ

り惹起され，軽症のものでは卵管周囲の癒着程度で

あるが，期間が長く慢性化すると卵管采は癒着閉塞

し，卵管留膿症や卯管留水症を形成する．しかも病

態発生からの経過が長期に及ぶほど，卵管粘膜の損

傷は高度になり，不可逆性の卵管機能障害を引き起

こすことになる．

　卵管留水症の予後を判定する因子としては，1．

卵管周囲癒着，2．留水症の大きさ，3．卵管壁の

厚さ，4．卵管粘膜損傷の程度等が挙げられている4｝

が，これらの病態が重症化し長期に及ぶほど，卵管

の機能低下が著明となり，受精卵の輸送，分割に大

きな影響を及ぼすことになる．また重症な卵管留水

症に対してmicrosurgeryによる開U術や形成術を行

ない，形態的に疎通性が回復しても，粘膜の機能的

な回復は極めて困難である7・8｝．

　卵管の生理作用はなお不明な点が残されているが，

従来から形態的な面に関しては数々の研究報告がな

されている．しかし，機能面における研究としては

卯管液の組成分析とホルモン定量，卵管内圧測定，

卵管平滑筋の筋収縮運動や線毛運動の測定，あるい
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は種々の負荷試験が行なわれているが，未だ十分に

は解明されていない．臨床的には，子宮卵管造影法

（HSG）にて卵管内腔と腹腔内への造影剤の拡散像を

透視下に，注入圧を測定しながら観察し，卯管の通

過性および卵管周囲癒着を判定し9川，さらに腹腔鏡

にて腹腔内を直接視診し，卵管の状態を総合的に判

定しているが，卵管の機能障害の程度を正確に診断

する方法はほとんどないll）．

　今回，卵管留水症形成過程における卵管機能の解

析および形態的変化との関連を検討するため，実験

的家兎卵管留水症を作製し，肉眼的，光顕的および

電顕的に形態学的観察を行なった．また，留水症卯

管上皮組織とマウス前核期胚との共培養を行ない，

マウス前核期胚発生に及ぼす影響を検討し，卵管留

水症における病態生理の解明と，　microsurgeryによ

る妊娠率の向上およびその手術適応基準を検討する

とともに，受精卵の輸送や分割，発生の場として極

めて重要である卵管粘膜上皮の線毛細胞と分泌細胞

の役割について検討した．

材料および方法

　1．実験的卵管留水症の作製

　卵管留水症の作製には体重2．8－－3．4kgの雌日本白

色家兎を用いた．塩酸ケタミン（ケタラール，三共）

とペントバルビタールナトリウム（ネンブタール，

大日本製薬）麻酔下に，左側腹部切開で開腹した．

左卵管峡部の子宮側および膨大部と采の境界部分を

絹糸で結紮し，その後閉腹した．結紮後2，4，8，

16および48週に塩酸ケタミン麻酔下に開腹し，肉眼

的に卵管の蠕動運動を観察したのちに，両側卵管を

摘出した．右側卵管は処置をせず対照群とした．

　2．卵管留水症の直径と全長の計測

　留水症の最大直径および全長は，tape　measure

（mm）で計測した．

　3．光学顕微鏡的観察

　采に近い部分の留水症膨大部組織の一部を切除し，

10％ホルマリン液で固定してHE染色を施し，光学

顕微鏡で観察した，

　4．卵管粘膜上皮の線毛細胞と分泌細胞の構成率

　留水症膨大部のHE染色標本の上皮細胞を光顕で

500個数えて，線毛細胞と分泌細胞の構成率を算出し

た．

　5．卵管粘膜上皮の線毛細胞，分泌細胞および線

毛の高さの計測

　各々30個の線毛細胞および分泌細胞と30個の線毛

の高さを測微接眼装置（オリンパス，OSM・D4）で計

測した．
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　6．電子顕微鏡的観察

　走査型電子顕微鏡的標本は，2．5％　glutaralde－

hydeと1％　osmium　tetroxideで二重固定し，エ

タノール系列で脱水し，置換，臨界点乾燥，金蒸着

後，走査型電子顕微鏡（日立S－450）を用いて観察

した．

　透過型電子顕微鏡的標本は，2，5％　glutaralde－

hydeで前固定，1％　osmium　tetroxideで後固定，

エタノール系列で脱水し，Epon　812に包埋の上，90nm

の超薄切片を作製した．超薄切片はuranyl　acetate，

1ead　citrate二重染色後，透過型電子顕微鏡（日立

H－7000）を用いて観察した．

　7．採卵

　6週齢のICR雌マウスにPMS（セロトロピン，帝

国臓器）5単位およびhCG（ゴナトロピン，帝国臓

器）5単位を，48時間間隔で腹腔内投与して過排卵

処置をしたのち，同系雄マウスと交配させ，翌朝膣

栓形成の認められた雌より，hCG投与17時間後の前

核期胚を回収した．O．1％　hyaluronidase（Sigma）

添加PBS中で卵丘細胞を除去し，その後PBSで洗

浄を行なって変性卯を除去したのちに前核期胚を培

養実験に供した．

　8．卵管留水症膨大部組織の培養

　留水症の膨大部組織を切除し，PBSで洗浄したの

ち組織を1mm3に細切して，48　well　multiplate（住

友べ一クライト）に500μ1の培地を加え静置し，37℃，

5％CO2in　airの気相下で培養した．培地には10％

FCS（fetal　calf　serum，三菱化成〉添加TCM－199

（Gibco）を用い，培地の交換は3日ごとに行なった．

細胞は24時間ごとに位相差顕微鏡で細胞増殖の程度

を観察した．

　9．マウス前核期胚と卵管膨大部組織との共培養

　膨大部組織の培養細胞がほぼ100％confluentに

なった時点で，培地をO．4％bovine　serum　albumin

（BSA；Sigma）添加BWW液に交換した．培地交換

の24時間後にマウス前核期胚と37℃，5％CO2in

airの気相下で共培養を開始した．対照群としては，

O．4％BSA添加BWWのみで胚を培養したものと，

留水症作製時に処置を行なわなかった対側卵管膨大

部組織と胚と共培養したものを用いた．位相差顕微

鏡を用いて培養24時間ごとに胚の発育状態を観察し

た．

　10．統計処理

　実験の結果はStudent－t検定またはX2検定を用い

て統計処理を行なった．
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1．形態的研究

　1）肉眼的所見

成　　績

実験的留水症卵管上皮の形態的，機能的研究

　日本白色家兎の対照群の卵管は全長が約8～11

cmで，膨大部の最大直径は約4mmであった．卵管

留水症の実験群では約90％に留水症が形成され，全

例に周囲癒着が認められた．留水症の表面は張りつ

め，漿液性で無色透明な液を貯留していた（写真1）．

卵管の蠕動運動は対照群の約80％に認められたが，

写真1　結紮後16週卵管留水症．漿液性で無色透明な液

　　　を貯留している．

鷺

毒纏

讐1・

鴇∴、
　　　　り

写真2　対照群卵管膨大部（光顕×40）．多数の粘膜ひだ

　　　が乳頭状に内腔を占める．

30

卵

管20
の
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長10
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n＝5～7
　　　　　30

　卵
　　管20
　　の
　　最
　　大

10径
　m田

　　　　　　　　　　　　　　　　　0

　　文寸2481648　　照
　　　　　結紮後の週数

図1　卵管留水症の全長と最大径（Mean）

Li不妊会誌　36巻2号

結紮後4週群では約30％に低下し，結紮8週以後の

群では周囲癒着が強く，明らかな蠕動運動は確認で

きなかった．実験的卵管留水症の最大径は結紮後8

週から16週にかけて，全長は結紮後4週から8週に

かけて急速に増大し，その後48週まで徐々に増大し

た（図1）．

　2）光顕的所見

　①卯管膨大部（対照群）

　卵管粘膜には多数の粘膜ひだが認められ，乳頭状

に内腔を占めていた（写真2＞．線毛細胞と分泌細胞

はともに背の高い円柱上皮で1～2層の配列を呈し

ており（写真3），分泌穎粒は豊富に認められ，線毛

も多数で，配列も規則的である．

　②結紮後4週の卯管留水症

　卵管粘膜ひだの数が少なくなり，乳頭状の内腔へ

の増殖もかなり減少している．細胞の高さは各細胞

とも，粘膜ひだの頂点の部分では保たれており，線

毛の数，配列および分泌穎粒も十分であるが，扁平

化した部分の各細胞の高さは対照群の約1／2まで縮

小している（写真4）．

写真3　対照群卵管膨大部（光顕×400）．線毛細胞と分

　　泌細胞はともに背の高い円柱状で線毛の配列も規

　　則的である．

写真4　結紮後4週卵管留水症（光顕×80）．粘膜ひだが

　　減少し内腔への突出もわずかである．
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　③結紮後8週の卵管留水症

　卵管粘膜ひだはさらに減少し，分泌細胞と分泌穎

粒は著明に減少している．粘膜ひだの頂点の部分で

も各細胞は扁平化している．線毛の高さはやや低く

なるものの，密度と配列は十分に保たれている．

　④結紮後16週の卵管留水症

　卵管粘膜ひだは4～5か所しか認められず，内腔

への乳頭状突起の高さも極端に低い．粘膜ひだの頂

点の部分では，細胞の萎縮が認められるものの，線

毛の配列と密度は保たれている（写真5＞，しかし，

粘膜ひだが消失した部分の細胞は扁平化し，分泌穎

粒はほとんど認められない，線毛細胞の数も減少し，

配列と密度も不規則で線毛欠損細胞が多数認められ

る，

　⑤結紮後48週の卵管留水症

　卵管内腔の拡張は著明で，卵管粘膜ひだは1t－t　2

か所しか認められず，細胞は単層で扁平化，核も萎

縮しており，分泌穎粒は確認できない．線毛はわず

かに残っているが，高さは対照群の1／2以下で，配

列もまばらであり，判別困難な細胞が多数認められ

る　（写真6）．

写真5　結紮後16週卵管留水症（光顕×400）．粘膜ひだ

　　　の頂点では細胞の萎縮が認められるものの，線毛

　　　の配列と密度は保たれている．

遭磁かρ，調
写真6　結紮後48週卵管留水症（光顕×400）．各細胞と

　　　もに著しく扁平化し，核も円形を呈する．
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　対照群での各細胞の割合は，線毛細胞74．3％，分

泌細胞24．6％であり，各細胞の判別が可能であった．

しかし結紮後の期間が長くなるほど，線毛細胞と分

泌細胞の割合は減少する．線毛細胞の比率は結紮後

4週群で67．7％，結紮後8週群では54．6％で対照

群に比べて有意（P〈0．01）に減少したが，分泌細

胞の割合は結紮後4週群では22．5％と対照群との間

に有意差を認めなかった．結紮8週以後の線毛細胞

と分泌細胞の割合は，対照群に比べて有意（P＜O．Ol）

に減少し，結紮後48週群ではそれぞれ35．5％，6．5

％であり，判別困難な細胞が多数認められた（表1）．

　分泌細胞，線毛細胞および線毛の高さを，測微接

眼装置（OSM－D4，オリンパス製）で測定した結果（表

2），対照群では線毛細胞25．86±2，06、μm，分泌細

胞26．41±L77μm，線毛4．47±0．43μmであった．

卵管留水症膨大部における各細胞と線毛の高さはい

ずれも結紮後急速に低下し，結紮後2週群では線毛

細胞13．28±0．84μm，分泌細胞13．83±0．90μmと

対照群の約1／2となり，対照群に比べて有意（P〈

O．Ol）に扁平化し，線毛の高さも3．87±0．22μmで，

対照群との間に有意差（P〈0．01）が認められた．

結紮後の週数がたつにつれ細胞の扁平化は著明とな

り，結紮後48週群では線毛細胞の高さは7．18±0．84

μm，分泌細胞の高さは6．94±0．84μmと対照群の約

1／3まで扁平化し，線毛の高さも1．91±0．24μmと

対照群の1／2以下で，高さは著しく減少し，配列も

不規則となった．その変化は粘膜ひだが消失し扁平

化した部分で著明であった．

　3）電顕的所見

　①卵管膨大部（対照群）

　SEMでは卵管の表面に多数の粘膜ひだがあり，厚

　表1　家兎卯管留水症膨大部における線毛細胞と

　　　　分泌細胞の比率

結紮後週数
線毛細胞
　　（％）

分泌細月包

　　（％）

コ ント ロール群
2601／3500
　（74．3）

861／3500
（24，6）

2
1750／2500＊

　（70．0）

602／2500
（24．1）

4
1692／2500＊

　（67．7）

562／2500
（22．5）

8
1365／2500＊

（54．6）

372／2500＊

（14．9）

16
1030／2500＊

（41．2）

237／2500＊

（9．5）

48
887／2500＊

（35．5）

162／2500＊

（6．5）

＊p＜0．01
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写真7　対照群卵管膨大部（SEM　X　120）．多数の粘膜ひ

　　　だが重なり合い，厚みも十分認められる．

写真8　対照群卵管膨大部（SEM×5000）．分泌細胞は部

　　　分的に膨隆し，微絨毛も隆起している．

みも十分認められた（写真7）．各細胞の区別も明瞭

であるが，線毛細胞の割合が多く，線毛の密度は豊

富で配列も整であった．分泌細胞はところどころで

膨隆し，微絨毛も十分隆起していた（写真8）．

日不妊会誌36巻2号
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写真9　対照群卵管膨大部（TEM×2160）．分泌細胞内

　　　には多数の分泌穎粒を認め，線毛の配列も規則的

　　　である．

写真10結紮後4週卵管留水症（TEM　x　4320）．分泌穎

　　　粒は豊冨であるが濃度の低下が認められる．

　TEMでは各細胞ともに高円柱状であり，線毛細胞

では線毛の配列は整で，高さ，太さおよび数ともに

十分であった．分泌細胞では細胞質内および表面に

分泌穎粒が多数認められた（写真9）．

　②結紮後4週の卵管留水症

　SEMでは粘膜のひだの数は保たれているが，厚み

がなくなっている．線毛の数は十分に保たれており，

TEMでも分泌穎粒は多数認められるが，分泌穎粒の

濃度は低下している（写真10）．

　③結紮後8週の卵管留水症

　SEMでは粘膜ひだの数が減少し，厚みがなくなっ

ている．線毛細胞の数は減少しているが，線毛の癒

合などはなく，太さも保たれている．しかし一部の

分泌細胞には構造の破壊，膨化が出現している．

　TEMでは細胞の扁平化が認められ，線毛の配列も

やや不規則で，分泌穎粒も対照群に比べてかなり減

少している．

　④結紮後16週の卵管留水症

　SEMでは粘膜ひだはほとんど消失し，線毛は細く
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写真11結紮後16週卵管留水症（SEM×120）．粘膜ひ

　　　だはほとんど消失している．

写真12　結紮後16週卵管留水症（SEM×1200）．線毛は

　　　萎縮し，配列は不規則で欠損部が認められる．

なってネット状に癒合し，各細胞の区別が不能な部

分もあり，上皮の一部に剥脱も認められる．分泌細

胞の構築は不明瞭で，大小不同，破壊がみられ，微

絨毛の円形も崩れている（写真ll～13）．

　TEMでも明らかな分泌顧粒は認められない（写真

14）．
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写真13　結紮後16週卯管留水症（SEM×3000）．線毛は

　　　細くなりネット状に癒合している．

瀞轡澱1臨薦

擁
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鞠

写真14　結紮後16週卵管留水症（TEM×2160）．細胞質

　　　内に明らかな分泌穎粒は認められない．

　⑤結紮後48週の卵管留水症

　SEMでは卵管表面は扁平化し，粘膜ひだは消滅し，

線毛細胞も広範囲にわたって欠損し，島状に線毛が

わずかに残っている部分もみられるが，各細胞の判

別が不能である．線毛もかなり変形して粗であり，

癒合した部分や消失した細胞も認められる（写真15）．

　TEMでは細胞の萎縮が著明で，分泌穎粒は認めら

れない（写真16）．

II．　機自旨直勺石汗究

　卵管留水症膨大部組織とマウス前核期胚との共培

養（表3）

　①各実験群における2細胞期胚率
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写真15結紮後48週卵管留水症（SEM×1200）．表面は

　　　扁平化し，広範囲にわたって線毛が欠如しており，

　　　各細胞の判別が不能である．

　非共培養群（マウス前核期胚のみ）の2細胞期胚

率は245／283（86．5％）であり，共培養実験群の2

細胞期胚率はコントロール群で364／403（90．3％），

結紮後4週群で140／154（90．9％），結紮後8週群で

131／143（91．6％）結紮後16週群で146／158（92．4

％），結紮後48週群で205／234（87．6％）であり，

結紮群の2細胞期胚率は非共培養群およびコントロ

ー ル群に比べて有意の変化は認められなかった．

　　　　　　　　　’　　　　　＄scpm，

馨

写真16　結紮後48週卵管留水症（TEM×2160）．細胞

　　　の萎縮が著明でわずかに線毛が残っているものの，

　　　分泌穎粒は認められない．

表2　家兎卵管留水症膨大部の各細胞と線毛の高さ（μm）

結紮後週数 線毛細胞 分泌細胞 線　　毛

コントロール群 25．86±2．06 26．41±1．77 4．47±0．43

2 1328±0．84寧 13．83±0．90＊ 3．87±0．22＊

4 ll．92±1．12＊ 11．99±129＊ 3．23±0．33＊

8 1124±1．27＊ 11．18±127＊ 2．49±0．43＊

16 9．53±0．76＊ 9．62±0．76＊ 2．36±O．30＊

48 7．18±0．84＊ 6，94±O．84＊ 1．91±0．24＊

Mean±SD　＊p＜0．01

表3　家兎卯管留水症膨大組織とマウス前核期胚との共培養（　）％

結紮後週数 卵数a） 2－cellb） 4－cell・） 8－celld） Blastocyste）

非共培養 283 245（86．5） 109（38．5） 32（11．3） 6（2．1）

コントロール 403 364（90．3） 301（74，7）※ 223（55．3）蝦 97（24．1） ※

4 154 140（90．9） 118（76．6）巌 84（54．5）※ 23（14．9）
※

☆☆

8 143 131（91．6） 92（64．3）雲、．、 42（29．3）雲 12（8．4） 裳

16 158 146（92．4） 103（65．2）牽 56（35．4）糞 8（5．1） ※娠

☆

48 234 205（87．6） 146（62．4）瓢 64（27．4）糞 6（2。6） 楽蟻

☆

a）hCG投与後17時問目の結果
b）　　　〃　　48　　〃
c）　　　　　　〃　　　　72　　　　〃

d）　　　〃　　96　　〃

e）　　　〃　　120　　〃

　※p〈0．01
※※N．S

　☆p〈0．01

☆☆p＜0．05

（非共培養群との比較）

（　　　　〃　　　　）

（コントロール群との比較）

（　　　　〃　　　　　）
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　②各実験群における4細胞期胚率

　非共培養群の4細胞期胚率は109／283（38．5％）

で2－cell　blockが認められた．共培養コントロール

群では301／403（74．7％），結紮後4週群では118／

154（76．6％）で，4細胞期胚率は非共培養群に比べ

て有意（P＜0．Ol）に上昇し，2－cell　blockは解除さ

れた．しかし結紮後4週群の4細胞期胚率はコント

ロール群に比べて有意の変化は認められなかった．

結紮8週以後の4細胞期胚率はコントロール群およ

び結紮後4週群よりやや低下したが，結紮後48週群

でも146／234（62．4％）と非共培養群と比較し4細

胞期胚率は有意（P＜0．01）に増加した．しかし結

紮8週以後の4細胞期胚率はコントロール群に比べ

て有意（P＜0．05～0．01）に低下した．

　③各実験群における8細胞期胚率

　実験群では各週数群の全てにおいて，非共培養群

に比べて有意（P〈0。01）に8細胞期胚率の上昇を

認めた．しかし結紮後8，16および48週群の8細胞

期胚率は，それぞれ42／143（29．3％），56／158（35．4

％），64／234（27．4％〉で，コントロール群の223／

403（55．3％）に比べて，有意（P〈0．Ol）に低下を

認めた．

　④各実験群における胚盤胞率

　非共培養群の胚盤胞率は6／283（2．1％）と著しく

低率なのに対し，共培養のコントロール群，結紮後

4週群，8週群ではそれぞれ97／403（24，1％），23／

154（14．9％），12／143（8．4％）で，結紮後の週数

が長期に及ぶほど胚盤胞率は低下したが，非共培養

群に比べて有意（P〈O．Ol）に増加した．しかし結

紮後16週群の胚盤胞率は8／158（5．1％）と低一ドし，

結紮後48週群では6／234（2．6％）まで著しく低下

し，非共培養群に比べて有意の変化は認められなか

った．また結紮後4，8，16および48週群における

胚盤胞率はコントロール群と比べて有意に低下し，

その経過が長いほど著明であった．

考　　察

　卵管閉塞症の最も多い原因は，骨盤内感染であり，

家兎卯管内感染モデルを作製することが，より臨床

的卵管留水症の発生環境に近い．しかし実験的な感

染モデルは家兎の免疫学的機構による防御反応のた

めに容易ではなく，野［1ら12）の報告では，大腸菌の標

準株（NIH－JC－2）を用いて28．6％の感染留水症モデ

ルの作製に成功しているが，感染成立後の家兎の死

亡，感染モデルの実験環境整備などから，長期感染

モデルの作製が困難である．

　今回は，卵管留水症における病態生理の解明を目
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的とし，留水症における粘膜上皮細胞の経時的な形

態的変化と機能的変化を検討するため，留水症発生

48週モデルの作製が必要であり，卯管結紮法により

家兎卵管留水症を作製した．さらにマウス前核期胚

と経時的に形態的変化を起こした家兎卵管留水症膨

大部組織と共培養を行なって，受精卯分割に及ぼす

卵管組織の影響を検討した．

　実験的卵管留水症の最大径は結紮後8週まで徐々

に増大し，その後16週まで急激に増大，全長も結紮

後4週から8週にかけて急激に増大したが，以後大

きな変化が認められなかったことにより，肉眼的に

は結紮後約16週で留水症はほぼ完成すると思われ，

森ら13）の報告とも一致した．また光顕および電顕によ

る観察から各細胞の構成率，高さ，線毛の数および

高さは，結紮16週以後も縮小傾向となり，特に粘膜

ひだの消失，上皮細胞の剥離，分泌穎粒の減少と消

失および線毛の減少，配列不整が著明となり，形態

的萎縮は結紮後48週モデル以後も進行していると思

われた．

　マウス前核期胚との共培養で卵管留水症の膨大部

組織を用いた理由は次の3点による．

1．基礎実験14）で，正常卵管峡部，膨大部，采の部位

別組織とマウス前核期胚との共培養を行なったとこ

ろ，胚盤胞率は膨大部組織が最も高率であったこと，

2．留水症が形成されると，肉眼的に卵管の部位を

区別することが困難なため，采の結紮部位に隣接す

る内側組織を使用したこと，3．ヒト未受精卵はAIJ

（ampullary　isthmic　junction）周辺に約72時間滞留

し，その後は峡部を急速に通過して，排卵後約80時

間で子宮腔に到達するという点15｝から，卯の発生には

膨大部が最も関与していると考えられるからである．

　1965年に初めてColeら16）がマウスおよび家兎の胚

とHeLa細胞との共培養実験を報告して以来，初期

胚発生に必要な因子の解析や胚と体細胞との相互作

用解析のため，初期胚と体細胞との共培養実験が哺

乳動物において次々と行なわれるようになり，Gandolfi

ら17）はヒツジの卵管上皮細胞とヒツジ前核期胚との共

培養を行ない，胚発生は良好であったが，卵管上皮

細胞の胚発育促進効果は，胚がcompactionから

blastulationを起こすstageになると不十分となり，

胚が発育異常を起こすと報告し，さらにRexroadら18）

はヒツジの1細胞期胚と卯管細胞との共培養を行な

ったところ胚の発生が促進されたと報告している．

　卵管留水症の細胞機能を検索するため，家兎留水

症膨大部組織とマウス前核期胚との共培養を行なっ

たところ，結紮後の週数に関係なく2細胞期胚への

発育は良好であるが，結紮後の週数が長期になる程
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4細胞期胚，8細胞期胚，および胚盤胞への発育は

不良となり，特に4と8細胞期胚への発生が結紮8

週以後との共培養で不良となり，胚盤胞への発育は，

結紮後4週で対照群の62％，8週で35％，16週で

21％，48週で11％のごとく，留水症の形成が経時

的に長期化するに従い発育は激減した．しかし非共

培養群と共培養群とを比べてみると，4と8細胞期

胚への発生は結紮後の週数が進むに従って低下する

が，非共培養群よりは有意に良好な発育であり，胚

盤胞への発生でも結紮後8週までは非共培養群に比

べて良好であるが，16週以後は非共培養群と比べて

有意の変化はなく，48週での発生は非共培養群と同

様で著しく低率であった．

　また卵管留水症の光顕および電顕的観察から，結

紮後の週数が進むに従って粘膜ひだは減少し，分泌

細胞と線毛細胞の高さは低くなって扁平化し，特に

16週以後では分泌細胞の比率と細胞内の分泌穎粒が

著明に減少したのが特徴的であった．

　これらの結果のように留水症の形態的変化と留水

症組織とマウス前核期胚との共培養による胚の発育

不良，つまり卵管細胞の機能低ドと合致した．

　以ヒの事実から，家兎卵管培養組織にはマウス前

核期胚に対して促進的因fが存在する可能性が示唆

され，さらにこの胚発育促進因i一は種属に特異的で

なく，種を越えて胚発育に必要な共通因子が存在す

ると考えられる．しかし留水症卵管組織は形態的に

各細胞が著しく障害され，胚発育促進因子が著明に

減少，ないしは欠除し，卯管細胞の機能が障害され

てしまうと推測される．胚発育促進因子としては，

卵管細胞から分泌される物質の可能性が強く，さら

に上皮細胞の存在，すなわち胚と細胞のcontactが重

要な意義を有していると推察される．

　卵管液は上皮の分泌細胞からの分泌液や血管から

の滲出液，腹水および卯胞液などから成りウニち，受

精および受精卵の生命維持に重要な因子で19・2°｝，その

組成に関して数々の報告がなされている．すなわち

ビタミン類，ミネラル，アミノ酸，各種酵素等を含

み，ヒトの卵管液量は卵胞初期にはlml／day以ドで

あるが，排卵期には20ml／day前後に著しく増量し，

血中エストラジオールと相関があり，また排卵時に

は総蛋白量が特に増大し，中でもアルブミンとβグ

ロブリンの増加が著しいとLippesら2L22）は幸艮告して

いる．排卯直後には乳酸が憎加することも報告され

ているが，排卵前後における卵管液の量，組成の変

化，またそれらに伴う卵管内のpHの上昇，02分圧

の上昇23）が受精および受精卯の発生に重要な因子とな

っていることが示唆されており，生理的に変動する

卵管紐成液を分泌できなくなった卵管粘膜は機能的

にも障害されるものと考えられる．

　橋本7），金倉8｝は炎症による卵管粘膜L皮の障害の

程度をHYD（hydrosalpinx）1型とII型に分類し，線

毛細胞の消失と無線毛細胞の脱落がみられるHYD　II

型では，卵管形成術により疎通性が回復しても妊娠

の成立は困難であると報告している．今回の実験的

卵管留水症の卯管粘膜で、ヒ皮の剥脱と線毛細胞お

よび線毛の欠損が広範囲で，分泌細胞の構築の破壊

が認められた長期留水症モデルでは，胚発生に促進

的効果が得られなくなった成績とよく一致した．不

妊症，特に卯管留水症における卯管因子では，単に

疎通性の問題だけでなく，卵管の機能的考慮が重要

となってくる．

　岡本24）は卵管粘膜E皮は形態的に性ステロイドの影

響下にあり，ciliogenesisはestrogenにより促進さ

れ，形成術後の線毛上皮細胞の修復にはestrogen投

ワが有効と考えている．またprogesteroneは

estrogenに拮抗的に作用し，線毛細胞の萎縮と

deciliationを起こすが，線毛運動をむしろ充進させ

る25・26）と考えられており，さらにMuechlerら27｝によ

り，ヒト卵管には，エストロゲンレセプターが存在

することも確認されている．Prostaglandin（PG）は

卵管液中および卵管卜皮細胞内に存在し，卵管の収

縮運動に関与しており，PGF2αはestrogen優位で筋

収縮に対して促進的に働き卵の輸送を推進し，逆に

PGE2はprogesterone優位で抑制的に作用すると報

告されている．また卵管液中のPGF2α濃度には周期

性があって排卵前にpeakとなF），PGは線毛細胞内

のCaイオンを放出させcilial　beatをブ〔進させると
し、う28～3°〕．

　このようなことから，卯管粘膜における性周期変

化は卵管液を増減させ，線毛運動をノ〔進あるいは抑

制させることにより，卵子および精子に受精の場を

提供し，受精卵の生命維持に関与している．卵管留

水症が発生し長期に及べば，卵管粘膜に不可逆性の

病態が形成され，たとえ形成術により疎通性が改善

しても，妊娠成ウ1は困難と思われるが，実験的モデ

ルでは病態発生16週で既に不可逆性変化を起こして

いた．

　卵管の機能障害の程度を的確に診断することは現

在のところ困難であり，子宮卵管造影法や腹腔鏡に

より，卵管の状態，骨盤内癒着の程度，卵管留水症

の大きさを観察し，さらに腹腔鏡施行時に色素通水

により卵管壁の肥厚や透過性などを検討しているに

すぎない．しかし病態発生の時期と卵管粘膜の不可

逆性変化の判定は非常に困難である．卵管は輸送機
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構と環境形成機能を司っているが，詳細な点は現在

もなお不明である．

　卯管留水症におけるmicrosurgeryによる卵管開口

術の報告では1～6），疎通性は90％以上回復しても妊娠

率は30％前後と低率であり，留水症における卵管損

傷の程度，不可逆的な機能障害の有無および診断が

問題となっている，臨床的に分類されているHYD　I

型では，留水症発生経過が短く卵管上皮の構築が保

たれており，形成術後の卵管機能の回復が期待でき

る．しかし卵管全長にわたり形態的障害を起こして

いるHYD　II型では，形成術後の形態的および機能的

回復は非常に難しく，microsurgeryの適応外とな

る7・B）が，現在のところ卯管機能が形成術により回復

しうるか否かを，術前または術中に判定することは

不可能である．したがって今後は術前に手術の適応

を判定する卵管機能検査法の開発が重要になってく
る．

　HSGや腹腔鏡により卵管留水症の大きさ，壁の厚

さや卵管周囲癒着の程度を把握し，さらに卵管鏡に

より卵管粘膜の損傷を直視下に観察したり，腹腔鏡

下に卵管内膜のbiopsyを的確に行なえれば，術前に

形態的変化の状態を詳細に検討することができ31β2），

microsurgeryの適応をより厳密にすることが・∫能で

あろうが，まだ技術的に問題が残っている．

　今回の研究成績のごとく、留水症の経過が長期で

卵管粘膜の損傷が高度な場合は，卵管機能の低一ドが

著しく，すでに不可逆的な変化が生じていると考え

られ，microsurgeryの適応外となり，体外受精を選

択した方が賢明と言える，Microsurgeryは卵管の

端々吻合術に対しては非常に有効であり，各施設で

良好な術後成績が得られているが，卵管留水症にお

ける術後の成績はなお不良であり，今後，妊娠率の

向上のためには，卵管機能障害の程度を十分に把握

し，手術適応を厳密にしなければならない．また予

後不良と思われる留水症の症例に対しては，むしろ

積極的に体外受精をfirst　choiceとする必要があると

思われる．
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Morphological　and

Functional　Studies

　　　on　the　Epithelium　of

Experimental　Hydrosalpinx

Hirolnitsu　Matsushima

Ist　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　Toho　University　School　of　Medicine，

　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　Japan

　　　　　（Director：Prof．　Kazuo　Momose）

　　For　the　purpose　of　analizing　the　morphology　and

fu！lctiol／　of　fallopian　tube　orl　the　hydrosalpinx，

experimentaI　hydrosalpinx　were　prepared　for　the

time　lapse　of｛〕，4，8，16　alld　48　weeks　in　nユature

Japanese　white　female　rabbit，　and　were　studied

morphological　change　by　the　microscope，　sequen－

tial　e】ectron　microscope　and　transmission　electron

MIC「oscope・

The　epithelium　of　the　experimentaI　hydrosalpinx

was　co－cultured　with　one　cell　ICR　mouse　embryos，

and　the　results　of　embryo　culture　were　studied　with

5groups．

　　1．Size　of　hydrosalpinx：The　maximum　diameter

and　length　of　the　hydrosalpinx　became　wider　until

l6　weeks　after　treatInent．

Tubal　peristalsis　were　observed　unti18weeks　after

the　operation　but　not　thereafter．

　　2．Microscope，　TEM　and　SEM　findings：Over　16

weeks　groups　after　treatment　were　observed　excor・

iations　of　epithelium．　decreases　in　the　number　of

the　ciliary　cells，　secretory　cells，　cilia　and　secretory

granules．

　　3．In　co－culture，　the　rate　of　blastocysts　was　de・

creased　in　the　hydrosalpinx　groups　compared　with

control　group　and　the　l〔mger　the　time　elapsed，　the

more　it　was　evident．

　　4．It　was　recognized　that　ill　the　epithelium　of

normal　ampulIar　portion　some　factors　were　present

which　stirmllate　the　development　of　one　cell　mouse

embryos．

No　stilnulatory　effect　on　the　development　of　the

m（，use　embryo　was　1－ecぐ）gnized　in　the　hydrosalpinx

and　thus　suggested　the　decreased　function　of　these

damaged　fallopian　tube．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年5月30日）
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卵管由来胚発育促進活性の解析

　　　Analysis　of　Oviduct－derived

Embryonic　Growth　Stimulator　Activity

野　田　洋　一

Yoichi　NODA

夏　山　　　知

京都大学医学部婦人科学産科学教室
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　卵管由来の胚発生促進因子の解析を行う事を目的として，ハムスター卵管組織の初代培養系を用い

て共培養実験を行った．

　マウス前核期胚を用いて共培養を行うと，48時間後には4－cell率（53．2％，109／205）が，96時間

後にはBlastocyst率（22．4％，46／205）が基本培養条件群（4－cell率：41．8％，76／182，　Blastocyst

率：4．4％，8／182）に比して有意に高率を示し胚発生促進効果が認められた．共培養に供する胚をhCG

後40時間および48時間に回収した2細胞期胚，或は64時問後に回収した桑実期胚に変えた場合も，

同様の効果が認められたが，一方ハムスター胚を用いた場合は無効であった．

　ハムスター卯管組織をBWW液にて培養し，上澄を回収して得た条件づけ培地を用いてマウス胚を

培養した場合には，共培養で認められた促進効果は得られなかった．さらに，24時間共培養を行った

あと得られた条件づけ培地を用いて胚培養を行っても促進効果は得られなかった．

　この結果から発育促進因子は不安定なものか，或は濃度依存性の著しいものであろうと考えられ一

般的手法で解析する事が困難である事が示唆されると同時に，ハムスター胚に対して促進効果が認め

られなかったことからin　vitro胚発生停止の現象にも種差の存在する事が示された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，36（2），325－333，1991）

緒　　言

　卵管および子宮内で進行する胚発生が極めて高い

効率で進行するのに比してin　vitroでの胚発生は一

般に遅延1する事が知られており，同じ時刻のin　vivo

胚に比して細胞数が少ない2，あるいは蛋白合成能が

低い3，あるいは蛋白の分解速度が速い4，さらには移

植後の胚発生能が低い5，ことなどがすでに知られて

いる．この現象が招来される基本的な理由はin　vitro

における胚培養条件が卵管内あるいは子宮内での環

境条件に比して不十分である事によるものと理解さ

れ，その典型例が種々の哺乳類で知られているin　vitro

胚発生停止の現象6～Ilである．マウスでは11in　vitro

2－cell　blockとして知られている．この現象は卵管内

では生じないことから，逆に卵管の機能あるいは卯

管が胚に与える微小環境の本質を知るkでの都合の

良いモデルと考える事ができる．試験管内での発育

停止の解除をもたらす要因の解析はひいては卵管機

能の解除の解明につながるものと期待される．これ

までに卵管機能の解明を目的として多くの解析が試
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みられて来ているが，近年いくつかの種の動物にお

いて胚一体細胞の共培養が試みられる様になってき

ており，卵管組egki2－i4あるいは他の組織由来15’“’17の細

胞を用いて行った共培養の報告が見られる．本研究

では卵管組織の持つ生物作用を明らかにする目的で，

ハムスター卵管組織とマウス胚あるいはハムスター

胚との共培養を行い，その胚発生に与える影響を観

察するとともにその胚発生促進因子に関する解析を

試みた．

実験材料および方法

1　実験動物および試薬

　Golden　hamster（4－6w），およびマウス
（TUCK：♀4－6w，，♂10－12　w）を実験に供し

た．飼育条件は24℃の恒温室内で明14時間，暗10

時間とした．研究に用いた化学薬品はすべて試薬特

級を用いた．PMSGおよびhCGは半井化学より購入

し，ウシ血清アルブミン（BSA）はSigma朴製，

Fraction　Vを用いた．　Ham’s　F・10はFlow　Labora－

tories社製をウシ胎仔血清（FCS）はGIBCO社製を

用いた．

II　ハムスター卯管組織の培養

　ゴールデンハムスターを頚椎脱臼にて屠殺し開腹

したあと周囲の結合組織および卵管問膜を可及的に

除去して卵管を切除した．Dulbecco’s　phosphate

buffered　saline（d－PBS）中にて切除卵管をよく洗

浄・したあと，Ham’s　F－10に10％FCSを加えた培養

液200μ1を含む96穴microtiter　plateへ移し，その

後眼科用ピンセットを用いて卵管を細切し，5％CO2

in　airの気相および37℃で培養を行った。培養液は

4811寺間毎に半量を交換した．それぞれのwellにはハ

ムスター卵管一本相当の細切卵管組織を播種し，底

面に生着した組織片から細胞が増生し，well底面を

覆って100％confluentに達するのを待って共培養に

供した．なお，同様の手順でマウス卵管組織を処理

したが，同じ条件下では卵管紺織由来細胞の生育が

悪く実験に共することはlh来なかった．

IIIマウスおよびハムスター胚の回収

1．マウス（4－6w）にPMSG（7．5単位）およ
びhCG（7．5単位〉を48時闇間隔で腹腔内投与した．

その後雄と同居させ翌朝腔栓を認めたもの（day　1）

よりhCG投’ゴー後17時間（前核期），40時間48時間

（2細胞期）および64時間（桑実期）に卵管潅流法

により胚を回収し0．1％ピアルロニダーゼ添加d－PBS

中にて穎粒膜細胞を除去しd－PBSによる洗浄を行っ

たのち培養に供した．マウス胚培養液はBWW＋0．3％

BSA18を用い，基本培養条件は37℃，5％CO、　in　air

とした．

2．ハムスター胚の回収

ハムスター（4－6w）に25単位のPMSGを投与
し48時間後に成熟雄と同居させ翌朝膣栓の認められ

たもの（D1）から’「後2－4時に前核期胚をマウ

スにおける同様の方法でd－PBS中に回収した．これ

を直ちに0．3％BSAを含むTALP液19中に移したの

ち37℃，5％CO2ill　airにて培養した（基本培養条
件）．

IV　共培養と胚発育促進効果の判定

　ハムスター卯管組織の初代培養が100％confluent

に達したあと，それまでの培養液（Ham’s　F－10＋10％

FCS）を胚発生に好適なBWW＋0．3％BSA（マウス

胚）あるいはTALP＋O．3％BSA（ハムスター胚）に

変換し，その直後に回収したそれぞれの発生段階の

胚を10－15個導人し共培養を開始した．共培養開始

後は培養液の交換は行わなかった．

　共培養による胚発生促進効果の判定は毎24時間に

光学顕微鏡ド（01ympus　IMT－2＞に観察し，形態学

的基準によって行った．なお，胞胚腔形成の始まっ

たものをBlastocysts，囲卯腔が消失したものを

Expanded　blastocysts，透明帯が破れたもので透明

帯に囲まれているものをHatching　blastocyg．　ts，そ

して透明帯の外へ脱出したものをHatched　blas－

tocystsと分類した．

V　条件づけ培地の作成と胚培養

　卵管組織培養が100％confluentに達した後培養

液をBWW＋O．3％BSAに交換し，胚を導人せずに培

養を継続し，培養液交換後24，48および120時闇の

時点で培養上澄を回収した（粂件づけ培地）．この条

件づけ培地を同じmicrotiter　plateの別のwel1に移

し，これにhCG後17時間で回収した前核期培養胚

を10～15個導入し基本培養条件で培養を行った，対

照としては1司時期に作製し同じplate上の別のwell

で同じ時間基本培養条件下で経過させたBWW＋O．

3％BSA中に前核期胚を10～15個導入し毎24時岡

に形態観察を行い胚発育効率を判定した．また共培

養を行った場合にのみ産生される発生促進因子の存

在を検出するため24時間共培養を行ったあとの上澄

のみを同じplateの別のwellに移し，そこへ回収し

た17時間胚を10～15個導入し培養を続け形態観察

を行った．さらに共培養の効果が最初の24時間以後

も継続するかどうか，さらに生存している体細胞の

存在が必要かどうかをみるために共培養24時間で胚

および培養液を1司じplateの別のwellに移し，培養

を継続し体細胞が除去されたあとの効果を毎24時間

に形態学的に観察した．
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VI培養細胞の形態学的検討

　confluentに達したハムスター卯管組織由来培養細

胞は以下の手順にしたがって電顕試料を作製し，透

過型電子顕微鏡にて増生している細胞の形態を観察

した．

　培養液を捨て，2％paraformaldehydeと2．5％

glutaraldehydeの混液で30分間で，4℃で浸漬固定

を行った，0．1Mphosphate　buffer（pH　7．4）にて洗

浄した後，1％osmiurn　tetroxideで10分間の後固

定を行い，ethanol系列で脱水を行った後，　Spurr’s

eponに包埋した．　LKB　ultramicrotomeにて作製し

た超薄切片をカーボン蒸着支持膜にのせ，uranyI

acetateとlead　citrateの二重染色を行って，　JEM・

100CXにて電顕観察をした．

結　　果

1．培養細胞の増生とその形態

　ハムスター卵管組織の初代培養は開始後24時間で

細胞組織片が底面に付着し周辺に向かって細胞が増

生し始め5日～71」後にconfluentに達した．増生し

た細胞は一見単層を呈しているが，各所で種々の形

態を示す部分が混在していた（写真1）．細胞増生部

を1巳顕的に観察すると（写真2a，　b＞，光顕的に一

見単層を呈した細胞増生部は2～5層の細胞からな

り，細胞外に培養細胞が産生したと考えられるcol・

lagen　debris（CD）が認められた．細胞内にはcellular

activityを示す豊富なmitochondria　（M），　Golgi

apparatus（G），　ribosoine（R），　rough　endoplasmic

reticulum（rER）などが観察されたが，　L皮細胞に特

徴的なmicrovilli及びjunctional　complexは認めら

れず，細胞外に存在するcollagen　debrisの所見と合

わせ考えると，本共培養実験に供した培養増生細胞

は卵管由来のfibroblastが主たる構成細胞であった

：騰

：薪　　　蜜

　”：、触

　紋　　瓢
　　‘樽　；
　u津　‘　一

写真1　ハムスター卵管組織初代培養

　　　　培養5日目の光顕像（x100）

写真2　ハムスター卵管組織初代培養

　　　　培養5日目の透過電顕像（2a

　　　　22000）

×14000，2b：×

と考えられる．

2．共培養

　ハムスター卵管由来細胞とマウス前核期胚との共

培養の結果4－cell率，　Blastocyst率およびExpanded

blastocyst率において共培養群が有意に高い値を示し

た（表1，写真3）．hCG後40時間に回収した2－cel1

胚を用いて共培養を行った場合はDay　5，　Day　6お

よびDay　7においてHatching　blastocyst率および

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　華

写真3　共培養胚の形態

　　　共培養開始72時間後　Day4の胚を示す。
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Hatched　blastocyst率がそれぞれ共培養群において

有意に高率に認められた（表2）．hCG　48時間後に

回収した2細胞期胚を用いて共培養を行った場合は

Day　4，　Day　5，　Day　6においてExpanded　blastocyst

の率がそれぞれ対照群に比して有意に高い率であっ

た（表3）．同様にhCG　64時間後に回収した桑実期

胚を用いて共培養を行った場合も培養開始後の毎24

時間の観察ではDay　4およびDay　5のExpanded
blastocystおよびHatching　blastocyst率において有

意弟が認められた（表4）．一方ハムスター前核期胚

と，ハムスター卵管組織との共培養では発育促進効

　　　　　　　　　　　　　　表1

果は全く認められなかったく表5）．

3．条件づけ培地による胚培養

　条件づけ培地を用いてhCG後17時間の前核期胚

の培養を行うと共培養で認められた胚発育促進効果

は消失し，条件づけ培地を作製するのに要した時間

が長くなるに従って胚発生率が低下する結果が得ら

れ，時間の経過と共に基本培養条件下に麗かれてい

た培地が劣化していく様子が明かとなった．24時間

共培養を行った後の上澄と新しく採卵した前核期胚

との培養および24時間共培養を行った胚と上澄を別

のwellに移して培養を継続した場合の両者を比較検

ハムスター卵管組織マウス前核期胚共培養成績

No．　of

experiment
Embryos“）

D2
4－cell

　　D4　　　　　　　D5
Blastocyst　　Expanded　blastocyst

Standard

culture

　　（％）

Co．culture

　　（％〉

7

7

182

205

　76
（41．8）

109＊

（53．2）

　8
（4．4）

　46＊＊

（22．4）

　2
（1．1）

13＊

（6．3）

＊：P＜0．05，＊＊：P＜O．01
a）Prolmclear　stage　ernbryos　recovered　l7h　after　hCG　admillistration．

D2：48h，　D4：96h，　D5：120h　after　hCG．

表2　ハムスター卵管組織マウス2細胞期（40h）胚jlξ培養成績

No，　of

experlment
Embryosa，

　　D4
Expanded
blastocyst

　b5
Hatching
blastocyst

　　D6
Hatched
blastocyst

　　D7
Hatched
blastocyst

Standard

culture

　　（％）

Co－culture

　　（％）

9

9

199

197

18
（9．〔〕）

17

（8．6）

　24
（12．1）

　50＊＊

（25．4）

　54
（27．工）

　72＊

（36．5）

　96
（48．2）

ll4
（57．9）

＊：P＜0．05，＊＊：P〈0．Ol
a）Two－cell　stage　embryos　recovered　40h　after　hCG　administration．

D4：96h，　D5：120h，　D6：144h，　D7：168h，　after　hCG．

表3　ハムスター卵管組織マウス2細胞期（48h）胚共培養成績

No．　of

experlment
Embryosa｝

　　D4

Expanded
blastocyst

　　D5
Hatching
blastocyst

　　D6
Hatched
blastocyst

　　D7
11atched

blastocyst

Standard

culture

　　（％）

Co－culture

　　（％）

8

8

182

195

　9
（4．9）

　34＊＊

（17．4）

　61
（33．5）

　85＊
（43．6）

　85
（46．7）

　125＊＊

（64．1）

　143
（78．6）

　153
〔78．5）

＊：P＜O．05，＊＊：P〈O．Ol
a）Two－cell　stage　embryos　recovered　48h　after　hCG　administration．

D4：96h，　D5：120h，　D6：144h，　D7：168h　after　hCG．
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表4 ハムスター卵管組織マウス桑実期胚共培養成績

No．　of

experlment
Embryosa）

　　　D4

Expanded
blastocyst

　　　D5

Hatching
blastocyst

　　　D5

Hatched
blastocyst

　　　D6

Hatched
blastocyst

Standard

culture

　　　　（％）

Co・culture
　　　　（％）

5

5

115

124

　40
（37．8）

　66＊＊

（53．2）

　52
（45．2）

　73＊

（58．9）

　　5

（4．3）

　20＊＊

（16．1）

　72
（62．6）

　83
（66．9）

＊：P〈0．05，＊＊：P〈0．01
a）8－cell　recovered　64h　after　hCG　administration．

D4：96h，　D5：120h，　D6：144h　after　hCG．

表5 ハムスター卵管組織ハムスター前核期胚共培養成績

No．　of

experlment
Embryosa｝

D2
2－cell

D3
4－cell

　　　D5

Blastocyst

Standard

cultureb）

　　　　　（％）

Co－cultureb〕

　　　　　（％）

3

3

74

68

　　45

（60．8％）

　　39

（57．3％）

0

0

0

0

Dl：The　first　day　after　copulation．

a）Embryos　were　examined　at　2：00p．m．　each　day．

b）TALP　medium　containing　O．3％BSA，

表6 調整培地を用いたマウス前核期胚培養成績

No．　of

experIment
Embryost画）

　　　D3

4－cell（％）

　　　　　D5

Blastocyst（％）

24h－standard　cultureb）

24・conditioned　mediumc）

4

4

97

91

47（48．5）

31（34．1）＊

3（3．1）

1（1．1）

48h－standard　culture

48・conditioned　medium

3

3

70

89

28（40．O）

21（23．6）＊

0

0

120h－standard　culture

120h－conditioned　medium

4

4

81

81

8（9．9）

15（18．5）

0

0

Co－cultured　mediumd）＋embryo

Co－cultured　mediume）＋co－cultured　embryo

4

4

169

178

59（34．9）

68（38．2）

1（0．6）

1（0．6）

＊：P＜0．05
a）Pronuclear　stage　embryos　recovered　at　l7h　after　hCG　administration．

b）Standard　culture　medium　was　kept　in　each　well　for　24h－120h　before　starting　culture．

c）Conditioned　medium　was　prepard　by　cultureing　the　hamster　oviduct　tissues　for　24・120h．

d）24h　after　co－culture，　the　medium　was　removed　and　subfected　for　the　culture　with　pronuclear　stage

　　embryos．

e）24h　after　co－culture，　embryos　and　the　medium　were　transferred　to　the　next　well　and　the　culture

　　was　continued．

討したが，4－cell率及びblastocyst率ともに促進効

果は認められなかった（表6）．
考 察

卵管の持つ生物作用は多彩である．精子の輸送，
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排卵卵一f・の卵管采による捕獲，受精の場の提供，受

精から始まり胚が最初の数1口1の細胞周期（4回程度）

を乗り切るまでの胚発生環境条件の提供，そして胚

の子宮内への輸送などが挙げられる2°．しかしそれぞ

れの詳細な機序については未知の点が少なくない．

　卵管液組成の分析は以前から多くの研究者によっ

て試みられており，　lritaniら21（1971）Bishop22（1956）

およびCarlsonら23（1970）はウサギ，ヒツジおよび

ウシの卵管液の生化学的性状と性周期による変化を

報告している．近年ではOliphantら24（1982）をは

じめとして卵管に特異的な蛋臼の検嚢がなされ，ウ

サギでは分子量20万以ヒの三種の硫酸化糖蛋臼24，

マウスでは分∫景21．5万25，ヒツジでは分イ量8万

～ 9万26，ヒトでは分ゴ量13万27の糖蛋臼の存在が示

されている．しかし，これら卵管由来蛋白の胚発生

に対する効果についてはなお不明である．

　卵管液組成からのアプローチとは別に，共培養に

より胚発生促進因子を明らかにしようという試みも

すでに多く行われている．Kuzan＆Wrighti7（1982）

はブタ胚とウシfibroblast，　Camousら16はウシ胚と

ウシtrophoblastic　vesicleの共培養を行い，さらに

Gandolfi＆Moorl3・14（1987，1988）はヒツジ胚とヒ

ツジリ「」管．ヒ皮，Bongsoら12はヒト胚とヒト卵管采細

胞との共培養を行い，いずれも促進効果を報告して

いる．しかし，trophoblastic　vesicle28を除けば，い

まだ卵管液や共培養系から胚発生促進因子を単離し

たという報告はなく，共培養でみられる胚発生促進

活性の解析が一般に困難である事をうかがわせる．

broblastから成り，これと共培養を行った結果

hCG　17，40，48および64時間後にllli収したいずれ

の発生段階の胚に対しても対照群に比して胚発生促

進効果があった（表1，2，3および4）．促進効果

の現れ方は前核期胚の場合により明らかで，培養48

時間後の4cell率においてすでに有意差が認められて

いる（表1）．この様に共培養の発生促進効果は初期

の胚に対しより明らかで，hCG後40時間に回収した

胚はDay　7まで培養した場合Hatching　blastocyst

へ達する率においても有意差が認められた俵2）．

ところがhCG後48時間および64時間に回収した胚

はDay　7，　Day　6ではそれまで認められていた有意

差が認められなくなっている（表3，4）．これは共

培養群では発育速度く細胞胤期）が速くなったため

Day　4またはDay　5では有意差を生ずるものの，最

終的にはHatching　blastocyst｝率に差がなくなるこ

とを示している．一方この様な発育促進効果は条件

づけ培地を川いた場合は全く認められず，むしろ条

f牛づけ培地作製に時間をかける程成績は低Fしてお

り，これは培養液中の不安定な成分の変化，例えば

pyruvate，　lactateあるいはBSA結合性の不飽和脂

肪酸等のautc）xidation等による可能性が考えられる．

また共培養後のヒ澄にも促進効果はなく，共培養後

24時間で胚を培養液と共に別のwellに移した場合も

以後の胚発生は4－cell率，blastocyst率ともに対照群

に比し低値で何等促進効果は認められなかったく表
7）．

　これらの結果をもとに胚発生促進因子の性質を考

表7　共培養後の調整培地を川いたマウス前核期胚培養

No．　c）f　experiment　Embryosa｝
D3　　　　　　　D5

4－cell　　Expanded　blastocyst

Co。Culturedh）

medium＋eml〕ryo
　　　　　　（％）

Co－cultured・）

medium十co－cultured　embryo
　　　　　　（％）

4

4

169

178

　59
（34．9）

　68
（38．2）

　1
（0．6）

　1

（0．6）

a）Pronuclear　stage　erT〕bryos　recovered　at　l7h　after　hCG　administration．

b）24h　after　co・culture，　the　rnedium　was　removed　and　subfected　for　the　culture　with　pr（）nuclear　stage

　elγlbrvOS，

c）24h　after　co－culture，　elnbryos　and　the　medium　were　transferred　to　the　next　well　and　the　culture　was

　continued．

D3：72h，　D5：120h，　after　hCG

　本研究ではマウス胚およびハムスター胚とハムス

ター卵管組織由来細胞による共培養系を用いて胚発

生促進効果を判定し，卵管の胚発生促進因子の解析

を試みた．ハムスター卵管組織由来細胞は，主にfi一

えると，最も重要な点は，生きた卵管由来細胞が存

在した場合にのみ促進効果が発現したことである．

糖蛋白の様に比較的安定で一つの系から他の培養系

へ簡単に移すことが出来るものではなく，生きた細
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胞がある時のみ培養液中に存在できるような寿命の

短い分子種が想定される．あるいは胚と卵管由来細

胞は極めて近い位置関係で培養されることから，促

進因子が産生されるfeeder　layer近傍でないと効果

が発現しないような濃度依存性の高い分予種も考え

られる．

　最近我々はSuperoxide　dismutase（SOD）添加培

養系によるマウス2－cell　block解除効果28～38を明かに

したが，共培養でも体細胞からSOD活性物が培養液

へ放出される事は充分に有りうる．我々はすでにin

vivoのウサギ卵管液にもsOD活性を検出している．

しかし培養液中へ広く放出されたSODの酵素として

の高い安定性を考えると，条件づけ培地が無効であ

る実，験結果に矛盾する．だがSaito39，　Shibanuma

ら4°，の報告したH、0、が関与する細胞増殖促進効果

が胚にも働くとすれば，卵管由来細胞の近傍で，培

養液中に極めてわずかに座生される02（一）から卵管細

胞由来SODによりH、0、が産生され，これにより胚

発生促進が招米される機序が現実味をおびて考えら

れる．

　促進因子に特定の分・子量を想定しない場合，体細

胞が形成する微小環境が胚発生に良好な条件となる

可能性もある．たとえば培養液中の重金属等の有害

物質や胚が産生した老廃物をfeeder　layerが無害化

することも考えられる．また最近我々が示した低酸

素下培養33のマウス2・cell　block解除効果を考えると，

feeder　layerの酸素消費により近傍の胚が相対的に

低酸素状態となり，発育が促進される機序も考えら

れる．しかしそのような環境が形成されているのか

実証する必要があろう．

　また本研究ではマウス胚に促進効果がr忍められた

が，ハムスター胚には何等促進効果が認められなか

った．この事はハムスターとマウスのjn　vitro胚発

生停止の成立機序が異なる可能性を示しており，注

目すべき点と考えられる．

　本研究では因子特定には至らなかったが，胚発生

促進因子の重要な特性の一．一端を示すことができたと

考えている．これらを踏まえて，さらに胚発生に及

ぼす直接作用を指標として因子の解析を続けたい．

　稿を終わるにあたり，研究遂行に協力して頂いた

大前ゆかり，矢島知子両氏に感謝の意を表する．ま

た本研究は文部省科学研究補助金一般研究B（NO．

01480391），および重点領域研究「生殖系列」（NO．

Ol640004）により補助をうけた．記して謝す．
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野旧　他

　　Aco－culture　study　was　performed　using　a　pri－

mary　culture　of　hanlster　oviduct　tissue　to　charac－

terize　the　oviduct－derived　embryo　development

promoting　factor，

　　In　co－cultures　of　mouse　pronuclear　embryos　with

hamster　oviductal　tissue，　the　4－cell　rate　after　48

hours（53．2％，109／205）and　blastocyst　rate　after　96

hours（22．4％，46／205）were　significantly　higher　than

those　under　standard　culture　conditions（4・cell　rate

41．8％，76／182；blastocyst　rate　4．4％，8／182），　indicat一
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ing　a　promoting　effect　of　co－culture　on　mouse

embryo　development．　Similar　effects　can　be　seen　in

co－cultures　with　2－cell　embryos　recovered　40　and　48

hours　after　hCG　treatment　and　morし11ae　recovered

after　64　hours　but　not　on　hamster　embryos．

　　This　prolnotilユg　effect　was　not　observed　when　the

embryos　were　cultured　in　the　c（）nditioned　medium

prepared　from　the　oviduct　tissue　cultし1re　ill　BWW

solution，　or　froln　the　supernatant　of　24－hour　co－

culture．

　　These　results　suggest　that　the　elnbryo　develop－

ment　promoting　factor　is　either　very　labile　or

extremely　dose－dependent，　and　that　its　analysis　by

conventional　metllods　is　difficult．　Also，　the　inef－

fectiveness　of　co－culture　oll　the　hamster　embryo

developnユent　suggests　species　variations　in　the

mechanisln　of　the　block　to　development　of　the

embryos　in　vitro．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年4月20日）
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　　Abstract：Changes　in　the　secretion　of　progesterone　and　prostaglandins（PGs）by　rabbit　ovaries

during　the　process　of　ovulation　were　assessed　usillg　an　in　vitro　perfused　ovary　preparation．　Both

the　ovarian　artery　and　vein　were　calmulated　in　situ，　and　then　each　ovary，　with　its　vascular　pedicle

and　supportil“lg　adipose　tissue，　was　perfused　with　Inedium　199　alone　or　with　medium　199　contain－

ing　l％bovine　serum　albunlin（BSA）．　Cannulation　of　the　ovarian　artery　and　vein　allowed　the

determination　of　actual　ovarian　secretion　rates　of　progesterone　and　PGs．　Thirty　minutes　after　the

onset　of　perfusion，501U　of　hCG　was　added　to　the　perfusate　of　one　ovary．　Ovulation　failed　to　occur

in　any　of　the　control　ovaries　in　the　absence　of　hCG．　Ovulatory　efficiency　was　82．3±5．2％in

hCG－treated　ovaries，　and　the　addition　of　hCG　significantly　increased　progesterone　and　PG

production．　The　progesterone　secretion　rate　reached　its　maximum　2　hours　after　hCG　administra．

tion　and　then　declined　abruptly．　The　secretion　of　progesterone　was　significantly　greater　ill　the

presence　of　BSA　than　in　its　absence　at　1，2，　and　4　hours　after　exposure　to　hCG．　Prostacyclin　was

the　major　PG　produced，　as　reflected　by　the　concentration　of　6－keto－PGF、αin　the　perfusate；

smaller　quantities　of　PGE2　and　PGF2αalso　were　present　in　the　perfusate．　The　production　of　PGE、

and　6－keto－PGFIαcontinued　to　rise　throughout　the　12　hours　of　perfusion．　However，　the　PGF2α

concentration　rose　within　30　minutes　following　hCG　administration　and　reached　its　maximum

level　at　the　time　of　ovulation（1．08±0．37　ng／min／ovary）．　The　present　results　indicate　that　the　ill

vitro　perfused　rabbit　ovary　model　using　the　dual　cannula　method　is　appropriate　for　the　examina－

tion　of　actual　ovarian　secretion　rates　for　pr（）gesterone　and　PGs．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．，36（2），334－－342，1991）

Introduction

The　ovulatory　surge　of　gonadotropins　initiates

a　　series　of　morphological　and　　biochemical

changes　within　the　Graffian　follicle’・2・3・4｝．　The

concentration　of　ovarian　steroids　and　prostaglan・
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dins（PGs）has　been　reported　to　fluctuate　during

the　process　of　ovulation　in　several　species　follow－

ing　treatment　with　luteinizing　hormone（LH）or

mating5・6・7・8・9），　The　initial　rise　ill　steroid　secretion

is　followed　by　a　decline　in　hormone　production　to

nadir　levels　prior　to　ovulation7・8〕．　These　changes

in　ovarian　steroid　secretion　are　thought　to　be

involved　in　the　cytoplasmic　maturation　of　the

oocyte，　but　not　ill　the　process　of　follicular

rupture9・10｝，

　　The　isolated　perfused　rabbit　ovary　is　an　effec・

tive　model　for　studying　local　factors　irlvolved　ill

the　ovulatory　process　and　for　evaluating　the

effects　of　specific　agents　on　phenomena　associat－

ed　with　oocyte　maturation4・11・12・13｝，　In　the　previous

experiments，　however，　precise　information　on

steroid　output　by　the　ovary　could　not　be　derived

from　the　data　obtained　by　the　measurement　of

steroid　levels　in　the　perfusate9・12・13・14）．　Higuchi　and

Espeyl5）raise　the　question　that　the　steroid　concen－

tration　in　the　fluid　of　perfusion　systems　may　not

accurately　reflect　the　steroidogenic　activity　in

perfused　rat　ovaries，　since　very　large　differences

in　the　measurable　amounts　of　testosterone　and

estrogen　existed　in　the　fluid　samples　and　ovarian

homogenates．　The　modifications　we　have　made　in

this　technique　procedure，　cannulating　both　the

ovarian　artery　and　veilユ，　have　allowed　us　to　calcu－

late　the　actual　secretion　rates　for　both　steroids

and　PGs．　The　present　study　was　undertaken　to

determine　whether　this　new　in　vitro　perfusion

model　is　useful　for　exploring　ovarian　ster－

oidogenesis　and　PG　production　in　addition　to

ovulatory　phenomena．

Materials　and　Methods

Animals

　　Sexually　mature　Japanese　white　rabbits　were

isolated　for　a　minimum　of　three　weeks　under

controlled　light　and　temperature　conditions　and

were　given　free　access　to　Purina　rabbit　chow

（Clea　Japan　Inc．，　Tokyo）and　water．　Rabbits

weighing　3．5－4．O　kg　were　anesthetized　with　intra－

venous　sodium　pentobarbita1（32　mg／kg）（Abbott

Laboratories，　Chicago，　IL），　givell　heparin　sulfate

（120units／kg）for　anticoagulation　and　subjected

to　laparotomy．　Only　mature，　normal　apPearing

ovaries　were　utilized　in　the　experiments，　and

ovaries　were　excluded　lf　they　appeared　immature

or　if　50％or　more　of　the　surface　follicles　were

helnorrhagic．

Perfusion　Procedure

　　Although　the　details　of　the　perfusion　system

have　been　modified　over　the　years，　the　basic

components　have　remained　constantl6・17）．　The

ovarian　artery　and　vein　were　separated　for　a

distance　of　2cm　from　the　ovary　and　each　was

dissected　free　fronl　the　surrounding　adipose　tis－

sue，　the　peritoneum，　and　the　adventitia，　In　the

original　method，　a　fine　glass　canllula　was　inserted

5mm　into　the　lumen　of　the　ovarian　artery，　and　the

vein　was　transsected．　In　the　modified　method，　the

ovarian　artery　was　canulated　in　situ　as　in　the

original　method，　but　the　vein　was　then　cannulated

using　Teflon　tubing（IL　O．01”，　OD　O．028”）bevelled

at　45°．　This　cannula　was　inserted　for　a　distance　of

lcm　and　secured　in　position．　During　this　proce－

dure，　perfusate　was　administered　steadily　through

the　arterial　cannula　to　confirrn　the　free　of　fluid

through　the　cannulated　vien．　Each　ovary　was　then

removed　en　bloc　with　the　vascular　pedicle　and

supPortive　adipose　tissue，　and　imniediately　placed

into　a　perfusion　chamber．　The　perfusion　medium

（150ml）was　circulated　at　a　rate　of　1．5ml／1ninute，

which　is　approximately　the　normal　ovarian　blood

flow　in　the　rabbit7｝．　The　basic　perfusion　fluid

consisted　of　tissue　culture　medium　199（GIBCO，

Grand，　Island，　NY，　USA）supplemented　with　he－

parin　sulfate（200　u／1），　insulin（20　u／1），　streptomy－

cin（50　mg／1），　and　penicillin　G（75　mg／1）．

　　The　ovaries　were　observed　every　15　rninutes　for

evidence　of　follicular　growth　and　rupture．　The

ovum，　surrounded　by　cumulus　mass，　was　recover．

ed　carefully　from　the　ovarian　surface　at　the　time

of　follicle　rupture．　Twelve　hours　after　exposure　to

hCG，　follicular　oocytes　were　recovered　by　aspira－

tion　from　mature　follicles（＞1．5　mm　in　diameter），

and　the　experime飢was　concluded．　Both　the

ovulated　ova　and　the　follicular　oocytes　were

assessed　for　maturity　and　signs　of　degeneration．

Cumulus　cells　were　removed　from　oocytes　by

gentle　agitation　using　a　narrowbore　pipette，　in　a

solution　of　hyaluronidase　O．5mg／rn1（Sigma　Chem一
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ical　Co．，　St　Luis，　Mo）．　Oocytes　were　placed　on

slides，　fixed　in　2．5％　glutaraldehide　and　then

stained　with　O．25％1acnioid　in　45％acetic　acid　for

microscopic　evaluation．　Oocytes　were　classified

on　the　basis　of　nuclear　or　chromosomal　status　and

the　presence　of　a　first　polar　body．　Dictyate

oocytes　were　identified　by　the　presence　of　an

lntact　nucleus，　germinal　vesicle（GV）．　Oocytes　in

which　the　nuclear　envelope　had　disappeared　and

the　chromosomes　condensed　were　classified　as

geminal　vesicle　breakdown（GVBD）．　Oocytes　at

metaphase　I　contained　chromosomes　aligned　on　a

metaphase　spindle，　but　no　polar　body．　Oocytes

with　a　first　polar　body　were　classified　as　meta－

phase　II．　The　degree　of　oocyte　maturity　was

expressed　as　the　percentage　of　oocytes　which　had

achieved　germinal　vesicle　breakdown（GVBD）．

Oocytes　als〔〕　were　assessed　for　degenerative

changes，　including　vacuolation，　cytoplasmic　floc・

culation，　necrosis，　fragmentation，　karyorrhexis，

and　disintegration．

Experimental　Design

　　The　first　series　of　experiments　was　designed　to

determine　whether　the　modified　method　of　rabbit

ovarian　perfusion　was　apPropriate　for　examina－

tion　of　the　ovulatory　response　as　well　as　for

investigatillg　ovariaエi　secretion　of　hormones。　Both

ovaries　of　each　rabbit　were　perfused　with　medium

alone，　and　the　parameters（，f　ovulation，　such　as

ovulatory　efficiency，　ovum　maturity　and　degener－

ation，　and　ovulation　time，　were　compared　to　those

obtained　using　the　origillal　Inethod．

　　The　second　series　of　experiments　was　designed

to　deterlnine　whether　a　macromolecular　prepara－

tion　could　affect　progesterone　and　PGs　produc－

tion　by　the　perfused　rabbit　ovaries　during　ovula－

tion．　Both　ovaries　from　a　rabbit　were　perfused

with　medium　l99　containing　1％bovine　serum

albumin（BSA；Fraction　powder，　Sigma　Chemical

Co．，　St．　Louis，　MO，　USA）adjusted　to　pH　7．4　by

sodium　bicarbonate．　In　each　experiment，30　min－

utes　after　the　start　of　perfusion，〔〕．1ml　of　human

chorionic　gonadotropin　（50　1U）（hCG；CH－446，

0rganon－OSS，　Holland，　biological　activity　3β30

1U／mg）was　added　to　the　perfusate　of　one　ovary．

The　contralateral　ovary　of　each　rabbit　served　as

the　control　and　was　treated　simultaneously　with

Oユml　saline」n　the　original　method，　samples　were

aspirated　from　the　perfusion　effluent．　In　the

modified　method，　both　arterial　and　venous　sam－

ples　were　obtained　at　the　start　of　perfusion　and　O．

5，1，2，4，6，8and　12　hours　thereafter．　Samples　were

stored　at－70℃until　determinations　of　the　proges－

terone　and　PGs　concentrations　were　performed．

Ovarian　Secretion　Rates

　　Assays　were　performed　on　samples　of　the　per－

fusate　taken，　frorn　the　apParatus　at　a　site　just

before　the　perfusate　entered　the　cannulated　ovar－

ian　artery　and　on　samples　of　ovarian　vein

effluent18）。

The　secretion　rates　of　the　horrnones（Sh）were

then　calculated　as　follows：

Sh（11g／min）＝［Vh（ng／ml）－Ah（ng／m1）］×Flow

Rate（m1／min）

Vh＝hormone　concentration　in　ovarian　venous

effluent

Ah＝hormone　concentration　in　the　perfusate

immediately　before　it　ente18s　the　ovary

Radioimmunoassay

　　The　levels　of　progesterone（P）in　the　medium

were　measured　by　radioimmunoassay（RIA）using

the　method　described　previously19）．　Samples　were

assayed　in　duplicate，　and　antiserum　against　P－11－

succiny1－bovine　serum　albumin　was　used．　The

intraassay　and　interassay　coefficients　of　variation

were　9，1％and　9．4％，　respectively．

　　The　extraction　of　PGs　was　performed　as　de－

scribed　by　Salmon　and　Flower20）with　minor

modifications．　After　the　addition　of　tritiated

amounts　of　PGF2αand　PGE2　to　estimate　of　recov－

ery，　the　perfusion　medium　salnples（O．05－0．2ml）

were　dissolved　in　5ml　of　ethyl　acetone－methanol

solution（2：1）to　precipitate　protein．　The　mixtures

were　centrifuged　at　400g　for　10min　and　300μl　of

distilled　water　was　added　to　the　supernatants．

Four　milliliters　of　petroleum　ether　was　added　to

the　organic　phase　to　separateしmsubstituted　fatty

acids．　The　aqueous　extract　was　acidified　to　pH　3

and　extracted　by　ethyl　acetate．　The　PGs　content

of　the　organic　phase　was　evaporated　under　a

stream　of　nitrogen．　The　extraction　of　6－keto一
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PGF皇αfrom　the　medium　also　was　performed

without　chrornatography。　Two　milliliters　of

acetone　was　added　to　an　aliquot　of　the　sample，

followed　by　centrifugation　at　400g　for　10min，　and

2ml　of　hexane　added　to　the　acetone　layer．　Neutral

lipids　in　the　aqueous－acetone　phase　were　then

extracted　by　n／ixillg　with　hexane，　and　the　super－

natant　was　discarded．　The　remaining　aqueous．

acetone　phase　was　acidified　to　pH　3　with　1　M

citric　acid，　acidified　samples　were　extracted　twice

with　2ml　of　chloroform，　and　the　combined　organic

layers　were　dried　under　nitrogen　gas．　The　resi－

dues　containing　PGF2α，　PGE2，0r　6－keto－PGFIα

were　reconstituted　in　500μl　of　phosphate　buffer

concentrate（0．05　M　phosphate　buffer，　pH　7。3）

containing　Oユ％gelatin　and　O．01％merthiolate．

PGE2　was　converted　to　ll－deoxy－13，14－dihydro－

15－keto－11β，16－cyclo－PGE2　（bicyclic　PGE2）by

incubation　with　l　IM　sodiurn　carbonate　at　37°C　for

24hours．　Aliquots　of　these　extracts　were　used　for

radioimmurloassay（RIA）of　PGs　and　the　determi－

nation　of　recovery　rates．　The　average　rec（，very

rates　of　PGF2α，　bicyclic　PGE2，　and　6－keto－PGFIα

were　79．4％，84．4％，　and　69．6％，　respectively．　The

concentrations　of　PGF2α，　bicyclic　PGE2　and　6・

keto－PGFlαwere　measured　by　RIA　kits　supplied

by　Amersham　International　Plc（Amersham，　UK）．

PGF2αand　bicyclic　PGE，　antibodies　showed　less

than　2％　　cross　reactivity　with　other　closely－，

related　PGs．　The　cross　reactivities　of　6－keto－PGFl

αwith　PGE2　and　PGF2αwere　5．1％and　O，3％，

respectively．　The　intraassay　and　the　interassay

coefficients　of　variation　were　less　than　15％　and

20％，respectively．　The　sensitivities　of　the　assays

for　PGF2α，　bicyclic　PGE2　and　6・keto・PGF1αwere

3pg／tube，43　pg／tube，　and　l4　pg／tube，　respective－

ly．

Statistical　Analysis

　　Data　concerning　the　ovulatory　efficiency，　time

of　ovulation，％　GVBD，％　degeneration　and

progesterone　and　PG　concentrations　are　present－

ed　as　the　mean±SE．　Statistical　analysis　was

performed　usillg　Student’s　t　test．　The　Ievel　of

significance　was　defined　as　P＜0．05．

Results

　　The　first　experiment　was　designed　to　determine

whether　the　modified　rabbit　ovarian　perfusion

system　was　appropriate　for　the　exalnination　of

ovulatory　processes，　including　follicle　rupture　and

oocyte　maturation．　All　ovaries　exposed　to　hCG

ovulated　in　vitro　in　both　systems（Table　1），　and

the　ovulatory　efficiency　of　ovaries　in　the　modified

model　was　similar　to　that　seen　in　the　origillal

model．　The　modifications　did　not　affect　the　inter・

val　between　initial　ovarian　exposure　to　hCG　and

follicular　rupture，　and　no　significant　difference　in

the　percentage　of　ovtllated　ova　demonstrating

GVBD　was　observed　between　the　methods．　The

percentage　of　ovulated　ova　showing　evidence　of

degeneration　　also　　was　conlparable　for　both

groups（Fig．1）．

　　The　progesterone　secretion　rates　in　the　pres－

ence　or　absence　of　l％BSA　are　illustrated　m　Fig．

2．The　secretion　rate　averaged　approximately　lO

119／nユin　per　ovary　throughout　the　elltire　perfusion

period．　In　hCG－treated　ovaries，　a　significant

increase　　ill　progesterone　　secretion　　occurred

withhl　l　hour　of　exposure　to　hCG．　The　secretion

rate　reached　its　maxinユum　2　hours　after　hCG

adnlinistration　and　then　declined　abruptly，　but

retumed　to　the　basal　level　within　8　hours　after

exposure　to　hCG．　The　addition　of　1％BSA　to　the

perfusate　significantly　（P＜0．05）　increased　the

progesterone　secretion　rates　l，2　and　4　hours　after

hCG　administration　compared　to　ovaries　perfused

without　BSA．

　　The　PGs　secretion　rates　by　perfused　rabbit

ovaries　in　the　modified　model，　both　with　and

without　hCG　treatment，　are　illustrated　in　Fig．3．

The　addition　of　hCG　to　the　perfusate　significantly

increased　PGF2α，　PGE2　and　6－keto－PGFIαpro－

duction　by　the　ovaries．　Prostacyclin　was　the

major　PG　produced，　as　showrl　by　the　differerlt

concentrations　of　6－keto－PGF1αin　the　perfusate

before　it　entered　the　ovary　and　ill　the　venous

effluent．　In　addition，　smaller　quantities　of　PGE2

and　PGF2αwere　present　in　the　perfusate．　During

the　first　2　to　4　hours　following　hCG　exposure，　the

PGs　concentrations　in　the　perfusate　did　not

change　in　either　the　hCG－treated　or　the　control
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Table　l　Ovulatory　efficiency　and　tilne　of　ovし11ation　in　the　perfused　rabbit　ovaries．

Original　method Modified　method

No．　of　ovaries　perfused

N〔〕．of〔〕varies　ovulating

Total　number　of　ovulated　ova

Ovulatory　efficiency（％）＊

Tinie　of　ovulation（hrs）＊

　　　　6

　　　　6

　　　34

84．8±4．4

8．08±0．36

　　　　6

　　　　6

　　　34

82．3±5．20／r6

7，92±O．33
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　　　　　and　lnodified　nlethods　of　ill　vitl℃rabbit　ovarv

　　　　　perfusion．

　　　　　Data　are　the　mean±SE　for　60varies　from　6

　　　　　differellt　rabbits．
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ovaries．　However，　a　significant　increase　in　PGF2

αsecretion　was　seen　for　hCG－treated〔〕varies　6

hours　after　hCG　administration．　PGF2αproduc－

tion　reached　its　maximum　at　8　hours，　and　there－

after　declined．　In　contrast，　the　ovarian　secretion

of　6－keto－PGF1α　and　PGE2　increased　steadily

throughout　the　entire　experimental　period、　Maxi－

mal　production　of　both　PGE2　and　6－keto・PGF1α，

as　ascertained　by　the　arterio－verlous　difference　in

their　concentrations，　was　attained　after　12　hours

of　perfusion　following　exposure　to　hCG．

　　Although　the　addition　of　BSA　to　the　perfusate

lncreased　production（）f　PGs，　the　difference　was

llot　significant　at　arly　poillt　during　the　experi－

ment．　Futhermore，　the　pattem　of　secretion　of　PGs

by　rabbit　ovaries　perfused　with　medium　contai1｝

ing　BSA　was　comparable　to　that　of　ovaries　per－

fused　with　medium　alone（Fig．4）．
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Fig．2．　Progesterone　secretion　rates　of　rabbit　ovaries

　　　　　perfused　with　or　withQut　1％　BSA．　Thirty

　　　　　millutes　after　the　onset（，f　perfusion，501U　of

　　　　　hCG　was　added　to　the　perfusate（，f　ovary．　Data

　　　　　are　the　rnean±SE　for　60varies　from　6　differ－

　　　　　ellt　rabbits．　Asterisks　shぐ）w　significant　differ・

　　　　　ences　frorn　the　control　ovaries　not　treated

　　　　　with　hCG．
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Fig．3．　Prostaglandin　secretion　rates　of　rabbit　ovaries

　　　　　perfused　without　BSA．　Thirty　minutes　after

　　　　　the　onset　of　perfusion，501U　of　hCG　was　added

　　　　　to　the　perfusate　of　ovary．　Data　are　the

　　　　　mean　±SE　for　60varies　from　6　different

　　　　　rabbits．　Asterisks　show　significant　differences

　　　　　from　control　ovaries　not　treated　with　hCG．
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Discussion

　　The　in　vitro　perfused　rabbit　ovary　preparation

is　ideally　suited　for　hormone　determinations，

since　the　ovary　is　isolated　from　systelnlc　influ－

ences　and　sequential　collection　of　perfusion　fluid

for　horlnone　measurement　can　be　performed

under　carefully　controlled　conditions　wihtotlt

disturbing　the　ovulatory　process9・21）．　However，　in

the　previously　used　method，　ovaries　were　per－

fused　by　a　closed　perfusion　system，　in　which

ovarian　products　secreted　into　the　medium　recir－

culated　through　the　ovary　for　the　duration　of　the

perfusion　period．　Thus，　the　disadvantage　of　the

closed　perfusion　system　makes　interpretation　of

the　steroid　prodし1ction　complicated．　Recellt　study

has　delnonstrated　that　steroid　determination　of

samples　from　the　perfusate　nlay　not　provide　an

accurate　assessment　of　the　steroidogeinc　activity

ill　the　ovary15）．　Therefore，　we　adapted　and　subse・

quelltly　modified　a　perfusion　Inethod　developed

by　Lambertson　et　al．16）for　studies　of　ovulation．

The　modifications　did　Ilot　affect　the　parameters

used　to　assess　the　process　of　ovulation，　including

time　of　ovulation，　ovulatory　efficellcy，　and　the

degree　of　oocyte　maturatiol1．

　　It　has　been　noted　previously　that　steroid　Ievels

in　the　perfusate　declined　apProxirnately　8　hours

after　hCG　admillistration　despite　the　recirculating

system9・21｝．　A　substantial　portion　of　this　decline

may　have　been　due　to　adsorption　of　steroids　to　the

glassware　and　tubing，　as　well　as　their　metabolism

during　the　period　of　perfusion．　A　greater　percent・

age（95％）of　progesterone　has　been　shown　to　be

adsorbed　by　the　inner　wall　of　the　perfusion　system

in　the　preserlce　of　BSA　during　the　initia18hours

of　perfusionl5）．　In　the　present　study，　samples　to

determine　steroid　and　PG　concentratiolls　were

taken　directly　from　the　ovarian　vein，　as　well　as

from　the　perfusate　just　before　it　entered　the

ovary．　This　enabled　assessment　of　the　actuaI

ovarian　secretion　rates　for　the　hormones　inves．

tigated．　Recent　data　derived　froln　rabbit　ovaries

bearing　corpora　lutea　dernonstrated　that　proges－

terone　secertion　rates　obtailled　with　a　closed

system　were　identical　to　those　obtained　using　all

opell　system18）．　The　pattern　of　hCG－stimulated

日不妊会誌　36巻2号

progesterone　secretion　in　the　present　study　close－

ly　mimicked　the　ovarian　secretion　of　progester・

one　following　in　vivo　administration　of　hCG7・8）．

This　modification　of　the　original　in　vitro　rabbit

ovary　perfusion　system　should　serve　as　an　effec－

tive　model　for　exploring　ovarian　steroid　and　PG

production　during　ovulation　and　for　evaluating

the　effects　of　specific　agents　oll　steroidogenesis．

　　Several　previous　reports　have　demonstrated　the

successful　preservation　of　the　structure　and　func・

tion　of　in　vitro　perfused　ovaries　with　follicles　and

corpora　lutea　utilizing　macromolecular
preparations22・23）．　The　addition　of　BSA　to　the

perfusate　has　been　shown　to　increase　the　colloidal

osmotic　pressure　and　prevent　edema　and　distor－

tion　of　the　interstitial　space　in　the　ovaries，　thus

resulting　in　increased　secretion　of　progesteronei8）．

It　also　Inay　be　that　steroid－binding　characteristics

change　in　the　presellce　of　BSA．　We　found　signifi－

cant　differences　in　the　secretion　of　progesterone

but　not　of　PGs　between　ovaries　perfused　with　or

without　BSA．

　　We　have　shown　that　the　maximal　secretion　of

PGF2αoccurred　8　hours　following　hCG　exposure，

which　corresponded　to　the　time　of　the　first　ovula－

tion　in　vitro．　Differences　of　the　secret〔｝ry　pattern

between　PGF2αand　PGE2　in　the　process　of　ovula－

tion　are　consistent　with　previous　data　showing

that　follicular　PGF　concentrations　reach　a　Inaxi－

mum　at　the　time　of　ovulation　and　then　abruptly

decline，　whereas　PGE　levels　continue　to　rise　for

several　hours24），　These　data　suggest　that　PGF2α

may　play　an　important　role　in　the　biochemical

sequence　of　events　leading　to　ovulation．　Persist・

ent　high　concentrations　of　PGE2　and　6－keto－PGF1

α，but　not　of　PGF2α，　may　be　required　in　rabbit

ovaries　for　the　postovulatory　processes，　including

ovuln　transport　and　forlllatioll　of　the　corpus

luteum．　The　major　PG　produced　by　the　rabbit

ovary　is　PGE2，　as　reflceted　by　the　presence　of　its

metabolite，6－keto　PGFIα．　The　secretion　rates　of

PGE2　and　PGF2αare　lower　than　that　of　6・keto－

PGF且α．　PGI2　is　a　more　potent　vasodilator　than

the　other　PGs，　and　also　acts　as　a　chemical　media・

tor，　as　does　PGE225｝．　Follicle　rupture　has　been

shown　to　occur　through　vasodilatioll　and　in・

creased　vascular　permeability　within　the　wall　of
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the　preovulatory　follicle，　regardless　of　stimulus

causing　these　events26・27〕．　These　data　suggest　that

PGI2　also　may　serve　as　a　mediator　of　preovulator－

yovarian　function、

　　In　conclusion，　our　results　indicate　that　this　in

vitro　perfusion　system　enables　precise　determina－

tion　of　the　rates　of　progesterone　and　PGs　secte－

tion　in　the　rabbit　ovary　during　the　process　of

ovulation，　allowing　evaluation　of　the　effects　of

specific　agents　on　ovarian　steroidogenesis　and

PGs　production．
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家兎排卵過程におけるProgesteroneと

　　　Prostaglandins生合成量の

　　　　　変化：卵巣動静脈同時

　　カニュレーションによる直接測定

杏林－大学医学部産科婦人科学教室

山田春彦　中村幸雄　吉村泰典

生方良延　安藤　索　南野智徳

吉田圭子　高橋昌俊　高橋康一

鈴木正彦

　家兎卵巣の排卵過程におけるProgesteroneとPros－

taglandins（PGs）分泌量の変動を，　in　vitroでの卵巣

灌流装置を用いて評価した．両側の卵巣動静脈にカニ

ューレを挿入し，各々の卵巣をmediuml99単独または

1％bovine　serum　albumin（BSA）添加medium199
によって灌流した．卵巣動静脈のカニュレーションは

ProgesteroneとPGsの分時卵巣分泌f9：を測定するた

めに用いられた．灌流開始30分後に一一側卵巣に
hCG501Uを投’ノ・した．対側のhCG非添加卵巣において

は排卵は惹起されなかったが，hCG添加卵巣の
ovulatory　efficiencyは82．3±5．2％であった．またin

vitroでのhCG投与は家兎卵巣よりのprogesterolleと

PG産生を有意に増加させた．　progesterone分泌量は

hCG投与2時間後に頂値に達し．その後急激に減少し

たが，BSAの存在はBSA非添加時に比し有意に高い
progesterone分泌を呈していた．動静脈」血中の6・keto・

PGF1α濃度差によって算出されたprostacyclinは，排

卵過程における主要生成PGであった．　PGE2と6・keto・

PGF、α産生はhCG投与後時間的推移と共に灌流12
時間まで上昇した．しかし，PGF2αはin　vitroで排卵

が惹起される8時・間前後に頂値（LO8±O．37　ng／min／

ovary）に達し．その後漸減した．この結果より動動脈

カニュレーション手技を用いた家兎卵巣対外灌流モデ

ルは，卵巣よりのprogesterone及びPG分泌量を測定

するのに有用であると考えられた．

　　　　　　　　　　　　（’受付：1990年6月26日）
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ラットの成熟過程での下垂体

ゴナドトロピン含量の性差について一

特に，ラジオイムノアッセイと

免疫染色の相関について

　　ACorrelative　Radioimmunoassay

　　and　Immunohistochemical　Study

　　on　the　Sex　Difference　in　Pituitary

Gonadotropin　Storage　in　Maturing　Rats
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　成熟前後のラットの，ド垂体のGonadotropin（Gn）含量と，免疫染色により得られたGn細胞の形

態測定データの閲の相関について検討した．成熟前（3週齢）と成熟後（8週齢）の，オスとメスの

ラットについて，下垂体のGn含量をRadiommunoassay（RIA）で測定した．また，　LHおよびFSH

細胞をモノクロナール抗体を用いてPAP法で染色し，その反応面積を画像解析装置を用いて集計し，

形態測定データとした．

　成熟前ラットのド垂体にはメスの方がオスよりも有意に多量のGnが含まれていた．画像解析では，

RIAと同様の傾向は認められたが，有意差はなかった．成熟後ラットでは逆に，ド垂体のGn含量は，

メスの方が少なかった．特に下垂体FSH含量は，メスではオスの8．9％であり，反応陽性面積はメス

ではオスの5％であった．

　このように，成熟前後でメスラット下垂体のFSH含量の者しい低ドは免疫染色でのFSH細胞の減

少と結びついていることが示された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，36（2），343－349，1991）

緒　　言

　ラットでは視床下部がGn分泌における性差の原発

部位ではあるが，下垂体それ自体も出生直後にはオ

スとメスの間で明かな差を示している，例えば，新

生児ラットではメスの下垂体にはオスよりもLHが

多く含まれて，この傾向は生後約1か月まで続く1－4）．

しかし，その後下垂体のLH含量はメスでは急速に

減少する．この減少のため，下垂体に貯蔵されてい

るLHの量はメスの方がオスよりも少なくなる1・2・5）．

FSHに関してもLHと同様の減少が，　LHよりも著

明に認められる6）．
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　下垂体ホルモン含量と免疫組織学的なGn産正細

胞の数との関係を検討した研究としてWatanabe‘），

Matsumura　and　Daikoku7）らの報告がある．生後0

から4日目のラットで，　Watanabe‘）はメスの方が免

疫陽性LH細胞（LH細胞）の数でも，下垂体LH含

量でも有意にオスよりも多いと報告し，Matsumra　and

Daikoku7）もまた，生後4日目ではメスの下垂体はオ

スよりも多数のLH細胞を含んでいると報告してい
る．

　一方，成熟後のラットについてGn含有細胞の免疫

組織学的データと一ド垂体ホルモン含量を関係づけた

研究は見あたらない．そこで我々は，成熟前後ラッ

トでの下垂体の性差についてRIAによるGn含量と

免疫組織的研究との比較検討を行った．

　最近の免疫組織的な研究ではGnのβ一subunitに

対するポリクロナール血清が用いられている8A－17）．し

かし，Soos　and　Siddlel7｝が示しているようにポリク

ロナール抗体ではLHとFSHの完全な区別はできな

い．この欠点を克服するために我々はGnのβ一

subunitに対するモノクローナル抗体を用いて免疫組

織学的研究を行なった．

実験動物および方法

1）動物

　成熟前として3週齢の，成熟後として8週齢の

Spraque・Dawley系のラットを用いた．性周期におけ

るLH　surgeの影響を避けるために，ラットからの

血液とド垂体の採取はすべて午後1時から午後3時

の間に行なった．ペントバルビタールで麻酔後，頸

動脈を露出，切断し躯幹の1血液を採取した．血液か

ら分離した血清はRIAによりLHおよびFSHを測
定するまで一70℃に保存した．その後断頭し，ド垂

体を注意深く取り出し，PBS中で実体顕微鏡ドで眼

科用ハサミを用いて縦に2等分した．半分はRIAで

下垂体組織中のLHおよびFSHの含量を測定するた

めに一70℃で凍結保存した．残り半分は免疫組織染

色に用いるために，飽和ピクリン酸：ホルマリン：

飽和昇禾＝15：5：1の混合液で固定した．1晩固

定した後，脱水，包埋した．正確に等間隔でブロッ

クを切るために，ガラスナイフを装着したSorval　JB・4

ミクロトームを用い，前頭面で厚さ3μmで連続切

片を作り，107枚毎（約320μm）に，スライドにマ

ウントした．

2）RIA

　半切された下垂体を解凍後，PolvtorOn
（Kinematica，　Switzerland）を用いて4℃の定温下

で生理食塩水を5mlを加えてホモゲナイズした．こ

れを遠沈し，上清を生理食塩水で希釈しLHおよび

FSHを測定した，血清および下垂体のGn量は
NIAMDDのRat　LH－RP－2またはFSH－RP－1を用
いて表した．

3）免疫組織染色

　免疫組織染色はPAP法18）を用い以下の方法で行な

った．

　①モノクロナール抗ヒトLHまたは抗ヒトFSH抗

体）〈Immunotech，　Marseilles，　France）5時間．

　②抗マウスIgG（Dako）　2時間．

　③PAP　30分間．

　④最終反応物は，3．3Ldiaminobenzidine　tetra－

hydrochloride（DAB）でnf視化した．

4）抗体の特異性の検定

　①吸収試験

　抗体の特異性を検定するために，O．Olから10．Oμg／

mlの濃度のNIAMDDのLH　1－5およびFSH　1－

5で1晩吸収したモノクロナール抗ヒトLH抗体およ

びモノクロナール抗ヒトFSH抗体を用いPAP染色

を行ない．染色性の程度を比較した．

　②Mirror　sections

　Mirror　sectionsi9）をf’Fり，一方の切片は抗ヒトLH

抗体を用いて，他方は抗ヒトFSH抗体を用いてPAP

染色し，染色される細胞の違いから，抗体の特異性

を検討した．

5）　1thl　f象角皐黍斤

　半切されたト垂体から採取した107枚毎の全ての

切片について，切片の全領域を50倍の倍率で写真撮

影した．さらに印画紙に7倍に引き伸ばした後，画

像解析装置（PIASII，　PIAS　Co．，　Osaka，　Japan）を

用いて，画像解析した．各々の写真で，免疫陽性細

胞の面積を測定し，それらの値を各個体毎に集計し

た．2値化のための閾値は，ごく弱く染まった細胞

以外の免疫反応陽性の細胞が全て黒くなり，back

groundは臼くなるように決めた．

成　　績

1）RIA
　成熟前および成熟後ラットの血L清LH濃度を図1

に示した．成熟前ではオスの方が，また成熟後では

メスの方が，濃度が高い傾向を示したが有意な差は

なかった．血清FSH濃度は，図2に示すように成熟

前でも成熟後でもオスの方がメスより有意に高f直を

示した．

　図3は下垂体LH含量を示している．成熟前では

メスラットのド乖体はオスよりも有意（P〈0．01）

に多量のLHを含んでいる．しかし成熟過程でオス
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の下垂体に含まれるLHの量は9．3倍に有意（P〈

0．01＞に増加する．これに対しメスでは12倍にし

か増加しない．このため，成熟後ではオスの方がメ

スよりも有意（P＜0．01）に多量のLHを’ド垂体に

含有した．

　下垂体のFSH含量については図4に示した．成熟

前では，LHと同様，メスの方がオスよりも有意（P〈

0．Ol）に多量のFSHを下垂体に含有していた．成熟

過程でオスラット下垂体のFSH含量は13．4倍に有

意に増加するが，メスではオスとは逆に2分の1に

減少する．このため，成熟後では，メスはオスの9

％と有意（P〈0．01）に低値を示した．

2）1次抗体の特異性の検定

　①吸収試験

　表1に吸収試験の結果を示した．抗ヒトLH抗体

に0．1μg／m1または1μg／mlのラットLHを加えて

1晩吸収させるとコントロールと比べて染色性がわ

ずかに減少した．10μg／mlのラットLHで吸収させ

ると染色性は完全に消失した．

　抗ヒトFSH抗体は，10μg／mlのラットFSHと
preincubationした場合のみ染色性が消失した1pt　g／

ml以下のラットFSHでは染色性には影響がなかっ
た。

　抗ヒトLH抗体や抗ヒトFSH抗体を異種の抗原で

吸収させても（つまり抗ヒトLH抗体＋ラットFSH，

抗ヒトFSH抗体＋ラットLH），染色性に変化は認

めなかった．

　②Mirror　section

　使用されたモノクロナール抗体の特異性は“mirror

section”を染色することによっても検定した（写真

1）．免疫陽性LH細胞（写真1a）はFSH細胞（写

真lb）より明らかに数が多く，また写真laと写

真1bの対応する細胞を比較すると，大部分のFSH

細胞はLHも同様に含んでいることが認められた．

矢印はLH，　FSHの両方を含んでいる細胞の幾つか

の例を示した．

3）免疫染色の画像解析

　図5，6に画像解析の結果を示した．一般的に言

って，画像解析の値とRIAの値には同じような傾向

が認められた，抗LH抗体で染色された陽性面積は

成熟前ラットではオスよりメスの方が多い傾向にあ

った．しかし，この性差はRIAと異なり有意な差は

なかった．

　成熟後ラットでは，成熟前ラットとは逆にLH細

胞の面積はメスの方がオスより少なかった．特にFSH

細胞では，メスではオスのわずか5％でしかなかっ
た．

考　　察

　成熟メスラットの性周期により下垂体のGn細胞に

免疫組織的な変化が起こるかどうかが論争されてい

る．childsら2°）は，排卵期のLH細胞とFsH細胞の

割合は変化すると報告しているが，Dadaら21）は両方

の細胞の数に有意な変化を認めていない．今回我々

はラットからの血液および下垂体の採取はゴナドト

ロピンサージの起きない2D・22），午後の早い時間に行な

い，性周期での変化があったとしても，その影響を

避けるようにした．

　これまで，免疫染色された切片の特定のホルモン

産生細胞を定量的に測定しようとする多くの試みが

なされてきた．そして，下垂体前葉のGn細胞につい

ては，その性差や，視床下部のLHRHに対する分泌

能の差異について調べられている．

　この定量的な測定法の一つは，免疫反応陽性細胞

の数を数えることである4・7・12・2°・21・23～2η．しかし，ただ

単に数だけでは，細胞の分泌能を評価する重要な因

子である細胞の大きさについての情報は含まれてこ

ない．それ故に細胞の断面積2°・21）や，染色された細胞

の数と大きさを同時に評価するために“Volume
density26・2s｝”が測定されてきた．今までの定量的研

究，特に，電顕レベルの研究では，画像解析にかか

る手間のために下垂体の切片のごとく一部のみが測
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表1　　rl及J】又訂騨験

免疫染色によるGn細胞の染色性

抗体の濃度
（／t9／ml）

抗体 抗ヒトLH 抗ヒトFSH
抗原 ラットLH ラットFSH ラットLH ラットFSH

0．01

0．1

1

10

十

±

±

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

＋　コントロールと1司程度の染色性を示した

±　染色はされたがコントロールよりも薄かった

　　Gn細胞は染色されなかった

写真1　Mirror　sections

　　　成熟前オスラットのト垂体を，モノクローナル

　　　抗LH抗体（1a），モノクローナル抗FSH抗体

　　　　（1b）を用いて免疫染色した．

　　　種々の矢印はそれぞれ同一の細胞を示している．

　　　x400

定されてきた．しかし，Gn細胞は非常に不均一に分

布7・26・29）しているので，測定部位の選択には充分な注

意が必要であった．コンピューターを用いた画像解

析装置が出現したことにより測定及び解析が今まで

と比較して短時間に行なえるようになり測定範囲の

増大が可能になった．本研究では我々は半切した下

垂体組織から等間隔で数枚から10枚の切片を作成し，

その切片の前面積を計算した．

　下電体のGn細胞の染色1生の変化と分泌能の相関

を調べる幾つかの免疫組織学的な研究が行なわれて

いる．たとえはMendozaら23）は去勢されたメスのラ

ットのLH細胞はLHRH投与後にその免疫染色に染

まる物質がほぼ完全に失われることを報告した．

ラットまたはマウスを用いたin　vitroの研究ではド

垂体前葉組織に合成LHRHを作用させるとLH細胞

が明かに減少する事が報告されている3・15・3°）．これら

の報告では下垂体ホルモンの消失は免疫陽性細胞の

数の減少として表されている．また，新生児期では，

下垂体でのGnの貯蔵の増加と免疫で染まる細胞の数

の増加は相関している16）と言われている．

　我々の成績では成熟前ラットでは，ド垂体Gn含量

とホルモンの免疫陽性面積はともにメスの方が大き

かった（図3～6）が，免疫陽性面積には有意な差

はなかった（図5，6）．ド垂体のLH含量は成熟後

には成熟前と比較して，オスでは9．3倍に増加する

がメスでは1．2倍にしか増加しなかった（図3）．面

積についても，オスでは2。2倍に増加したが，メス

では1．2倍にしか増加しなかった（図5）．またこの

ときの血清LH濃反はド垂体含量とは逆にオスでは

0．63倍に減少したがメスでは1．7倍に増加していた
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（図1），このことは，成熟後メスラットではオスラ

ットよりも放出率が高いことを示している．FSHに

ついては，オスはLHと同様の変化を示しているが，

メスではLHと異なり下・垂体ホルモン含量は同じ時

期に急速に減少していた（図6）．下垂体FSH含量

の性比が0．09と低く，また，面積の性比はさらに低

く0．05であるにもかかわらず，．血清濃度の性比は0．49

であることからメスのFSH細胞はオスよりも高ホル

モン分泌能を持つと考えられた．我々の画像解析で

はLH細胞とFSH細胞の免疫染色陽性．面積は成熟

後メスラットがオスよりも有意に低く，下垂体のGn

含量と同じ結果を示した．特に，FSH細胞の面積は，

メスではたった0．25％である（図6）．このような

メスラットでのFSHの枯渇を暗示する免疫組織的な

特徴はいままで報告されてはいない．

　Dadaら31）は成熟メスラットでのFSH細胞の割合

は5．46±o．73％と報・告している．Childsら23）による

と成熟後メスー．ド垂体でのFSH細胞の割合は少なくて

も7．7％である．FSH細胞の画像解析データに関し

ての差異の主な原因は，我々の実験ではモノクロナ

ール抗体を用いたことにあると思われた．Soos　and

Siddlel7）やKofler32）は，たとえ，Gnのβ一subunitに

対するものでもポリクロナール抗体はLH細胞とFSH

細胞を識別するのに十分ではないと報告している．

メスにおいてもオスにおいても成熟前ラットド垂体

で強く染まった細胞が存在している点から，我々が

本研究で採用したモノクローナル抗体はラットのGn

に対して十分な親和性を持っていると考えられた．

さらに，これらの抗体は吸収試験（表1）および“Mirror

section”の観察（写真1）の結果からおのおのLH

およびFSHに対して充分に特異的であると考えられ
た．

　成熟後のメスラット下垂体では染色性が非常に低

下したためにFSH細胞の数は極端に減少した．　FSH

細胞と異なり，LH細胞は成熟後のメスラットの下垂

体に多数観察された．Dadaら21）は成熟ラットでLH
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細胞の数に性差はないがLH細胞の断．面積には明か

な性差があると報告している．我々の研究でも成熟

後メスラットのLH細胞はオスより弱く染まり，性

差を認めた．
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A．correlative

　　radioimmunoassay　and

immunohistochemical　study

　　　on　the　sex　difference

in　pituitary　gonadotropin

StOrage　in　matUring　ratS

　　　　　　Hiroshi　Hata，　Hiromi　Fukue，

Shoichi　Tanaka　and　Masayoshi　Hashimoto

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　　Sapporo　Medical　College，

　　　　　　　　　SapPoro　O60，　Japan

　The　objective　of　the　present　study　was　to　corre－

late　pituitary　LH　and　FSH　contents　with　the

morphometric　data　on　lmmunoreactlve
gonadotropin・producing　cells　in　maturing　rats・

Pituitary　gonadotropin　contents　in　immature（3－

week－old）and　mature　（8－week－old）male　and
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female　rats　were，　measured　by　radioimmunoassay．

LH　and　FSH　cells　were　immunohistochemicaUy

stained　with　monoclonal　antibodies　and　their

reactive　areas　were　measured　by　the　use　of　an

image　analyzer．　In　immature　rats，　the　female　pitui－

taries　contained　a　significantrly　highel－amount　of

LH　and　FSH　than　the　male　glands．　Morphometric

analysis　has　shown　that　areas　immunoreactive　for

LH　and　FSH　in　females　were　slightly　larger　than

those　ill　Inales，　though　the　differences　were　not

statistically　significant，　In　mature　rats，　on　the　other

hand，　pituitary　LH　and　FSH　contents　were　lower　in

females．　Especially　the　pituitary　FSH　Ievels　in

females　were　reduced　by　about　50％between　3　and

8weeks　despite　a　notable　growth　of　the　gland　as　a

whole　the　area　immunoreactive　for　FSH　but　not　for

LH　was　markedly　smaller　in　females　attaining　only

5％of　that　in　males．　Our　resuts　thus　demonstrate

that　in　pubertal　rats　a　pronounced　fall　in　the　pitui・

tary　FSH　content　is　accompanied　by　a　decrease　in

the　immunostaining　of　FSH　cells．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’受付：1990年3月30日）
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ヒト穎粒膜細胞のステロイド分泌に対する

　　　　　　　プロラクチンの直接作用

Direct　Action　of　Prolactin

　on　the　Steroidogenesis

in　Human　Granulosa　Cells

　　　　　　　秋田組合総合病院産婦人科

　　　　　　　　太　田・博　孝

　　　　　　　　Hirotaka　OTA

　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Akita　Kumiai　General　Hospital，　Akita　O11，　Japan

　　　　　　　　秋田大学産科婦人科学教室

　　　　　　　　　真　木　正　博

　　　　　　　　　Masahiro　MAKI

　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Akita　University　School　of　Medicine，　Akita　OlO，　Japan

　　　　　　　　　秋IH大学医療技術簸期大学部

　　　　　　　　　　　福　島　峰　子

　　　　　　　　　Mineko　FUKUSHIMA

Akita　University　School　of　Allied　Medicine，　Akita　OlO，　Japan

　ヒト穎粒膜細胞を用い，プロラクチンの黄体機能への直接作用についてin　vitroで検討した．穎粒

膜細胞はandrostenedione（10’7M），　hCG（101U）存在一ドで0－12日間前培養後，羊プロラクチン（oPRL；

100，1000ng＞を加え，さらに2日間培養した．培養終了後培養液中のestradiol（E，），　progesterone

（P）濃度を測定した．

　穎粒膜細胞にhCG，　oFSHを添加するとE，分泌は経日的に増加し，それぞれ6－8，8－10日目に

0－2日目の4．O，3．3倍と最高となった．　P分泌はhCG添加により経日的に増加し，6－8日目に

対照群の18．0倍と最高となり，以後再び低下した．一方，oPRL添加群では0－2，4－6日目のE2

分泌に変動はなく，8－10日目でE2値は対照群の76％まで低下した．また，　P分泌は0－2，4－

6日目のoPRL添加で対照群の71，85％まで有意に低ドした．

　プロラクチンはヒトで黄体化した頼粒膜細胞に直接作用する．しかしこの作用はプロラクチンの濃

度や黄体の各時期により異なることを明らかにした．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．，36（2），350－－355，1991）
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　ヒト卵巣にはプロラクチン（PRL）に対する特異

的受容体がある1）．従ってPRLは卵巣レベルではそ

の受容体を介し，生理作用を発揮していると考えら

れる．ヒトで血中PRLが15ng／mlを越えると，基礎

体温上卵胞期の延長や黄体期の短縮がみられる．ま

たプロゲステロン分泌が低下し，黄体機能不全症と

なる，

　100ng／ml以上の高度の高PRL血症では無排卵，

無月経となり，血中エストロゲンの分泌も低下する．

PRL値が高値のまま排卵誘発剤による卵巣刺激を試

みても，不成功に終わり易い．

　PRLは内分泌中枢への作用のみならず，卵巣レベ

ルで直接作用を及ぼしている可能性が強い．すでに

PRLはin　vitroでヒトやラット穎粒膜細胞などでエ

ストロゲン，プロゲステロンなどのステロイドホル

モン分泌，ゴナドトロピン受容体2－4），アロマターゼ

活性5｝，あるいはsecond　messengerであるcyclic

AMP分泌6｝などに影響を与えることが知られている．

本研究ではヒト穎粒膜細胞を用い，PRLのステロイ

ド分泌に及ぼす影響を検討した．

材料と方法

1．糸田胞採取法

　対象は27歳より36歳までの内分泌学的異常のな

い不妊婦人で，配偶子卵管内移植を受けた症例であ

る．各症例は月経周期5日目よりclomiphene　citrate

100mgを5日間内服し，服用最終目よりhuman
menopausal　gonadotropin（hMG；日本オルガノン）

150単位を連日注射された．経腹的超音波検査で連日

卵胞径を計測し，最大卵胞径が18mmに達した時，

human　chorionic　gonadotropin（hCG；帝国臓器）

10，000　IUに切り換え，35－36時間後腹腔鏡下に卵胞

を穿刺した．各症例で穿刺した卵胞は最大卵胞径が

少なくとも15mm以上あるものとした．卵子を分離

後，穎粒膜細胞を含む卯胞液は200×9で15分間遠

沈後上清を捨て，その沈渣に0．1％hyaluronidaseを

含む2inlのHam’s　F－10を加え，軽く混和後50％

の単層Percoll液（5mD上に層積した．直ちに200×

9で10分間遠沈後，上層（水層）下部に集積した穎

粒膜細胞をパスツールピペットで吸引した．これに

適当量のHam’sF－10液を加え細胞浮遊液を作製し

た．用いた症例のhCG切り換えLlの血中プロゲステ

ロン値はいずれも1ng／ml未満のf列で，卵胞内に成熟

卵子を認めた例とした．なお，各症例からは平均192

万個（150－282万個）の穎粒膜細胞が得られた．
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2．　糸田月包圷｝養2去

　浮遊細胞の一部はO．5％trypan　blueにて染色し，

その細胞数，細胞生存率を算定した．細胞生存率は

50－65％であった．用いた培養液はMcCoy’s　5aで，

10％fetal　calf　serum（GIBCO），　Lglutamine（20

mM；GIBCO），　penicillin－streptomycin溶液

（GIBCO；100U／ml，100μg／ml）を添加した．細胞浮

遊液（3－5×104／inl）は全量で1m1となるように

multi．well　tissue　culture　plate（Falcon；3047）」二に

分配した．各plateは5％CO，，95％air，37℃の条

件下で静置培養した．培養液は48時間毎に交換し，

ホルモン測定まで一20℃で保存した．

3．添加ホルモン

　ホルモン添加によるステロイド産生への影響を知

る目的で，androstenedione（A；Sigma），　ovine　FSH

（oFSH；　NIADDK－oFSH－16），　ovine　prolactin

（oPRL；NIADDK－oPRL－17；PRL　potency，　equal　to

31．O　IU／mg），　hCG（NIH・CR・123；12，7801U／mg）を

それぞれ使用した．Aは100％ethanolで溶解し10－2

Mの溶液を作成後，培養液で希釈し，10－7Mの濃度で

使用した．oFSH，　hCGはそれぞれ培養液で希釈後

50ng／ml，101U／mlの濃度で使用した．　oPRLは0．5

％BSA加O．01　M　NaHCO3（pH，　8．4）で1mg／mlの

濃度に溶解後，培養液で希釈し，100，1，000ng／m1

の濃度で使用した．

4．ホルモン測定法

　培養液巾のE2，　P濃度はそれぞれ2抗体法による

radioimmunoassay（RIA）キットを用いて測定した．

E、用キットはミドリf一字（東京）より，P用キット

は第一ラジオアイソトープ社（東京）より購入した．

測定値の平均はmean±SEMで示した．有意差検定

はnew　multiple　range　test（Duncan＞を用い，　P＜

O．05を有意差ありとした，

結　　果

1．ゴナドトロピンによるステロイド産生の経日的

変動

　図ユは穎粒膜細胞にAと共にhCGあるいはoFSH

を加え0－14日間培養し，2日毎に培養液中に分泌

されたE2量を示している．O－2日間の培養系でE2

量は対照群で8，22±1．41ng／mlであった．　E　2は2－

4日目にも同程度に分泌されたが，4－6日以後徐々

に減少した．一方，hCG添加によりE2分泌は0－2

口目で対照群の2．2倍に増加した．E，分泌は6－8

日1－1に0－2日目の4．0倍と最高となり，以後漸減

した．また，oFSH添加群でE，分泌は0－2日目で

対照群の1．9倍となった．以後hCG添加群と同様に
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図1　ゴナドトロピン添加によるエストラジオール産生

　　　の経日的変動．細胞（5×10‘／we］1）はhCG（10

　　　1U），あるいはoFSH（5011g）を添加し，0－14

　　　日間培養した．
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図2　ゴナドトロピン添加によるプロゲステロン産生の

　　　経日的変動．細胞は　（5×104／wel1）はhCG（10

　　　1U），あるいはoFSH（50　ng）を添加し，0－14

　　　日問培養した．

表1　ホルモン添加によるエストラジオールとプロゲステロン産生の変動

No． Group Estradiol（ng／mD Progesterone（ng／ml）

1 medium　alone 1．10±0．14（6） 78土11　（5）

II oPRL（100ng） 0．87±0．03（6） 64±6　（6＞
III oPRL（100011g） 0．99±0．16（6） 68±10　（6）

w Aalone 8．97±O．47（6） 105±6　（8）

V A十〇PRL（100ng） 8．30±0．49〔5） 101±7　（8）
VI A＋oPRL（1（IOOng） 8．25±0．3016） 109土8　（8）
V皿 hCG　alOne 1．71±O．21（8） ll9±9＊（6）

皿 A＋hCG（101U） 18．98±0．47（8） 6〔〕1±45　（8）

IX A＋hCG＋oPRL（100ng） 18．98±O．53（8） 428±22＊＊（8）

X A＋hCG＋oPRL（1000ng） 19．85±0．60（8） 433±17＊寧（8）

細胞（3×104／wel1）の培養期問は0－2日間で，　A（androstenedione；10－7M），　hCG（101U）あるいは

oPRL（100，1，000ng）を単独，あるいは1司ll寺に添加した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊p＜0．05vs．　grouP　I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊p＜0．01vs．　grouP　I

経日的に増加し，6－8，8－10日目で対照群の

14．3，15．2倍となり，その後漸減した，

　P分泌はホルモン非添加の対照群で464±30ng／ml

と低く，2－4日目にも同程度分泌されたが，4－

6日目以後その分泌量は急減した（図2＞．hCG添加

によりP分泌は増加し，0－2日目で対照群の1．8倍

に増加した．以後漸増し，6－8日目に対照群の18．0

倍となった．しかし8－10日］以後P分泌は著減し

た．oFSH群でP分泌は0－2日目で対照群と変わ
らず，以後漸減した。

2．プロラクチンによるステロイド産生の経日的変

動

　表1では0－2口目の培養系におけるA，hCGあ

るいはoPRL（100，1，000　ng）同時添加の影響につ

いて，図3，4ではAとhCGを加え細胞を0，4，
8，12日間前培養後さらにoPRLを添加し，ステロ

イド分泌量の変動を検討した．

　ホルモン非添加時培養液中に分泌されるE，量は

1．10±0．14　ng／mlと極めて少ない．しかし，　Aの添

加によりE2分泌量は8．2倍に増加した．特にA，　hCG

同時添加群でE，分泌量は対照群の17．3倍となった．

これにoPRL各100，1，000　ng添加し，　E　2分泌量の

変動を見たが，0－2H目で総分泌量に変動はなか

った．しかし8－10日目にoPRLを添加した群では

対照群の76％と，E2分泌は有意に（P＜0．Ol）減少

した．

　P分泌については〔〕－2日培養系でホルモン非添

加時，あるいはA，oPRL添加による影響は見られな

かった．しかし，hCG添加により対照群の1．5倍に

増加した．AとhCGを1司時添加するとP分泌量は

601±45ng／m1とホルモン非添加時の7．7倍に著増し

た．oPRLの同時添加はP分泌を対照群の71％まで
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図3　プロラクチン添加によるエストラジオール産生の

　　経日的変動．細胞（3×10‘fwell）はandros－

　　tenedione（10－7M）およびhCG（101U）を添加

　　　し，O，4，＆12日間前培養後，　oPRL（100，

　　1，⑪00ng）を各wellに添加した．’P＜0．01　vs．

　　control

減少させた．さらにAとhCGを加え細胞を4，8，

12日間前培養後oPRLを添加した実験系では，4－

6日目100ng　oPRL添加によりP分泌は15％減少

し，1，000　ng添加では有意の差（P〈O．Ol）となっ

た．しかし8－10，12－14日日の添加ではP分泌に

影響を与えなかった．

考　　察

　本研究で同一症例から得られた細胞群を0－141」

間にわたり長期間培養し，そのステロイド分泌動態

を明らかにした，各時期の穎粒膜細胞や黄体細胞を

培養した報告は今まで幾つか見られるll・5，7，8）．しかし，

同じ細胞群を14日間にわたり培養し，そのステロイ

ド分泌能を検討した報告はあまり見られない．

　今回の結果によりヒト穎粒膜細胞ではoFSH，hCG

の両ゴナドトロピンに対するE、，Pの両ステロイド

の反応に差を認めた．hCG添加ではE2，　Pともよく

増加し，培養6－8日目にほぼ最高となった．一方，

oFSH添加群ではE2分泌はよく認められたが，P

分泌の増加は認められず，経日的に減少した．この

理由として黄体期では卯胞期よりFSH受容体数が減

少していることにもよるが9），細胞の機能的変化とと

もにステロイド代謝も変わってきたためと考えられ

る．もちろん，本研究に用いた細胞はclomiphene，

hMG，　hCGによる卵巣刺激の前処置がなされており，

こうした影響も考えられる．一方，培養初期でこれ

ら細胞はト分なアロマターゼ活性を有するようであ

る．これは表1でも示されるようにAの添加により

E2産生が非添加群の2．6倍となったことからも明ら

かである．

　培養系へのoPRL添加によるE、分泌への影響はホ
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アロラクチン添加によるプロゲステロン産生の経

日的変動．細胞（3×104／well）はandros－

tenedione（10’7M＞およびhCG（101U）を添加

し0，4．8，12日間前培養後，oPRL（100，1，000

ng）を各wellに添加した．＊P〈0．01　vs．　control

ルモン非添加，あるいはA添加群では全く差が見ら

れず，AとhCG添加群で8日目にoPRLを加えた時

のみ，E2分泌は有意に抑制された．この結果は一部

TanらII】やAlilaら7）の報告と一致する．しかし，そ

の抑制率はホルモン非添加群の76％までにすぎず，

Alilaら7）にみられたような強い抑制作用は見られな

かった．一方，Hunteri2）はヒト黄体を短時間培養し

たところ，PRL単独ではE，分泌に影響しなかったが，

PRLとhCGの同時添加によりE2は逆に増加したと

述べている．従ってゴナドトロピン存在ドでヒト黄

体細胞はプロラクチンによる強いE2抑制作用は発現

しにくいのかもしれない．

　PRLはhCG非添加時少最でP分泌を促進させる
という報告がある13）．しかし，今回の成績ではP分泌

に変化はなかった．一方，O－4日間hCG添加の培

養細胞にさらにPRLを添加するとP分泌は有意に抑

制された．これは諸家の報告7・11・14）と一致する．しか

し，8日間以上の長期培養系でoPRLの添加はP分

泌に影響を与えなかった．この事は細胞の機能的，

形態学的変化と考え合わせると極めて興味深い．

Hunterl2）の研究ではヒト黄体後期でもPRLによりP

分泌が促進されている，これらの事実から卵巣はそ

の性周期の中でPRLに対する感受性やその反応の仕

方に差がある可能性もある．

　最近の報告によるとヒト黄体細胞には2種類あり，

頼粒膜細胞由来の大細胞はLHにあまり反応せず，

爽膜細胞由来の小細胞群はよくLHに反応する15・16｝と

いう．したがって，穎粒膜細胞の機能変化と共に黄

体機能を表現する細胞群を2群に分け，検討する必

要があるのかも知れない．

　本研究では明らかにできなかったが，少量のPRL

が黄体機能を維持している可能性はある．例えば，
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を投与した時，PRLが5ng／m1以下に低ドした例に

ついて血中P値をみてみると，すべて10ng／ml未満

となっていた．また．’∫一宮内膜口付診でも2－4日の

発育遅延が認められた17）．

　　以上より，PRLは高濃度で黄体化した穎粒膜細胞

からのステロイド分泌を抑制することが明らかとな

った，しかし，PRLの作用は単一なものではなく，

黄体の各時期やホルモンの有無とともに変動する可

能性のあることを明らかにした．

文 献

　1）Saito，　T．　and　Saxena．　B．：Specific　receptors　for

　　　　prolactin　in　the　ovary，　Acta　Endocrinol．，80：

　　　　126，1975

2）太田博孝：卵巣ゴナドトロピン受容体を調節する

　　　　ホルモン，産婦の実際，36：563，1987

3＞Holt，　J．　A．，　Richards，　J　S．，　Midgley，　A．　R．　Jr．

　　　and　Reichert，　L　E．　Jr，：Effect　of　prolactin　on

　　　　LH　receptor　in　rat　luteal　cells，　EndocrinoL，98：

　　　　1〔〕〔〕5，】976

4）Ota，　H．，　Wakizaka，　A．　and　Fukushima，　M．：

　　　Modulation　of〔〕varian　LII　receptor　and　serum

　　　hor　ni　（）　ne　　levels　　in　　rats　　with　　hyper・

　　　prolactinemia，　Tohoku　J．　Exp．　Med．，148：213，

　　　1986

5）Dorrington，　J．　H．　and　Gere・Langton，　R、　E：

　　　Antigonadal　action　of　prolactin：further　studies

　　　on　the　mechanisms　of　follicle　stimulating

　　　horlnone－induced　arc）matase　activity　in　rat

　　　granulosa　cell　cultしlres，　EndocrirloL，110：1701，

　　　1982

6）太田博孝，福島峰了・：性腺系におけるプロラクチ

　　　ンの作用機庁：，とくに卵巣直接作用，産と婦，541

　　　1477，　1987

7）Alila，　H．　W．，　Rogo，　K．0．　and　Gombe，　S．：Effects

　　　of　prolactin　on　steroidogenesis　by　human　luteaI

　　　cells　in　culture，　FertiL　Steril．，47：947，1987

8）　Cutie，　R．　E．　and　Audino，　N．　A．l　Prolactin

　　　inhibits　the　steroidogenesis　in　midfollicular

　　　phase　human　granulosa　cells　cultured　in　a

　　　chernically　defined　medium，　Fertil．　SteriL，49：

　　　632，1988

9）Ota，　H．，　Fukushima，　M．，　Murata，　J．，　Wakizaka，

　　　A．and　Maki，　M．：Ovarian　membrane　receptors

　　　for　LH，　FSH　and　prolactin　during　the　men－

　　　strual　cycle　and　in　polycystic　ovary　syndrく）me，

　　　Tohoku　J．　Exp．　Med．，／49：231，1986

10）岡．本純英：ヒト培養黄体細胞のsteroidogenesis

　　　に及ぼすluteinizing　hormone・releasing　hor・

　　　moneの直接抑制作用に関する研究，11産婦誌，

　　　37　：2107，　1985

11）Tan，　G．　J．　S．　and　Biggs，　J．　S．　G．：Effects　of

12）

13）

14）

15）

16）

17）

口不妊会誌　36．巻2号

oidogenesis　by　humarl　luteal　tissue　in　vitro，　J．

Endocrinol．，103：107，1984

McNatty，　K．　P．，　Sawel4s，　R．　S．　and　McNeilly，　A．

S．：Apossible　role　for　prolactin　in　control　of

steroid　secretion　by　the　human　Graaflan　folli－

cle，　Nature（Lond．），250：653，1975

Lee，　M．　S．，　Ben－Rafael，　Z．，　Meloni，　F．，　Mas－

troianni，　L，　Jr．　and　Flickinger，　G．　L：Effects　of

prolactin　oll　steroidogenesis　by　hunユan　Iutein－

ized　granulosa　cells，　Fertil。　SteriL，46：32，1986

Alila，　H．　W．　and　Hanse1，　W．：Origin　of　different

cell　tyPes　in　the　bovilユe　corpus　luteuni　as　char－

acterized　by　specific　monoclonal　antibodies，

Biol．　Reprod．，31：1015，1984

Ursely，　J．　and　Leyrnarie，　p．：Val－ying　response

to　luteinizing　hormone　of　two　Iuteal　cell　types

isolated　from　bovine　corpus　luteしlm，　J．　Endo－

crinol．，83：303，1979

福島峰チ，児玉英也，太田博孝：受精・着：床とプ

ロラクチン，ホと臨床，36：521，1988

prolactin　on　steroid　production　by　hulnan
luteal　ce11s　ill　vitro，　J．　Endocrino1．，96：499，1983

Hunter，　M．　G．：　　　　　　stimulates　ster一

Direct　action　of

prolactin　on　the　steroido－

　　　　geneSiS　in　hUman

　　　　　granulosa　cellS

Hirotaka　Ota

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　Akita　Kumiai　General　Hospital，

　　　　　　　　　Akita　O11，　Japan

Masahiro　Maki

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　Akita　University　School　of　Medicine，

　　　　　　　　　　Akita　O工O，　Japan

Mineko　Fukushilna

Akita　University　School　of　AIIied　Medicine，

　　　　　　　　　　Akita　O1〔〕、　Japalコ

　The　present　study　was　plaImed　to　elucidate　direct

acti（，n　of　prolactin　ollL　hunian　ovary　at　vari（、us

stages　of　the】uteal　phase．

　Granulosa　cells　were　obtained　from　patiellts

performed　GIFT　program．　The　cells　were　separaし

ed　by　5〔｝％Percoll　solutior1．　The　cells　were　jncubat－

ed　in　McCoy’s　5a　medium　supplemented　with　10％

fetal　bovine　serul11，　and　cultured　froln　O　to　14　davs．
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The　media　were　measured　for　estradiol（E2）and

progesterone（P）．

　　Addition　of　hCG　ill　the　presence　of　andros－

tenedione（A；10－7M）increased　E21evels　ill　a　time

dependent　malmer，　maximally　during　6－8　day　cul－

ture　and　decreased　thereafter．　During　O－2　and　4・6

day　culture，　addition　of　ovine　prolactin（oPRL；100，

1，00011g）with　or　without　A　did　not　vary　the　E2

1evels．　While　the　addition　of　the　agent　with　hCG

and　A　during　8・IO　day　culture　significantly　reduced

the　level　to　76％　of　the　control　level．　On　the　other

hand，　P　secretion　showed　a　different　mode．　During

O・2and　4・6　day　culture　oPRL　reduced　P　secretion

significantly　to　71％　of　the　control　level。　But　no

effect　was　observed　on　the　P　levels　during　the

Ionger　period　of　culture．

　　Prolactin　acts　directly　on　the　human　granulosa

cells．　The　mode　of　action　by　prolactin　appears

different　accordirlg　to　the　concentrations　or　the

stages　of　the　Iuteal　phase．　Key　w（’）rds：Prolactin，

Human，　Granuk〕sa　cell，　Luteal　cell，　Ovary．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受f寸：1990年7月9日）
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CA－1251N　THE　MENSTRUAL

BLOOD　IS　AN　EFFECTIVE　MARKER

FOR　DIAGNOSING　EARLY　STAGE

ENDOMETRIOSIS：APRELIMINARY　REPORT

Kentaro　TAKAHASHI，　Hiroko　NAGATA　and　Manabu　KITAO

　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Shimane　Medical　University，　Izumo　693，　Japan

　　Abstract：To　assess　the　usefulness　of　the　measurement　of　CA・125　in　the　menstrual　blood　for

diagnosing　endometriosis，　we　simultaneously　measured　CA－125　in　the　menstrual　blood　and　sera　in

30women　with　normal　ovulatory　cycles　and　in　33　patients　with　endometriosis．　CA・1251evels　in

patients　with　endometriosis　were　significantly　higher　than　those　in　nornial　ovulatory　wome11．　V㌧「e

determined　the　cut－〔〕ff　value　of　CA－125　ill　the　serum　and　menstrual　blood　tc）be　85　U／ml　and　IOO，

000U／ml，　respectively，　The　specificity　and　sensitivity　of　serum　CA－125　were　96．7％a．nd　57．6％，

respectively，　with　the　sensitivity　ill　mild　external　endometriosis　beil1916．7％．　Oll　the　other　hand，

the　specificity　and　sensitivity　of　CA－125　in　the　menstrual　blood　were　90．O％and　57．6％，respective－

ly，　with　the　sellsitivity　in　mjld　external　endometriosis　being　much　higher　at　66．7％．　Therefore，　the

measurement　of　CA－125　i　1’1　the　menstrual　blood　nlay　serve　as　an　auxiliary　method　for　the

diagnosis　of　early　stage　non－progessive　external　endometriosis．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，36（2），356－－359，1991）

Introduction

　　We　have　previously　reported　that　serum　CA－125

is　an　effective　marker　for　the　diagnosis　of

endometriosisl・2）that　high　serum　CA－1251evels

are　seen　during　the　menstrual　phase3），　and　that

the　high　levels　of　serunl　CA－125　are　immunohisto－

chemically　related　to　the　endometrium　of　uterus4｝．

In　the　present　study，　we　have　measured　CA・125　in

the　menstrual　blood，　which　is　thought　to　reflect

directly　the　CA－125　concentrations　in　endometrial

tissue　of　the　uterus．「～Ve　propose　that　the　nユeasure・

ment　of　CA－125　in　menstrual　blood　is　useful　for

diagnosing　elldometriosis，

Materials　and　Methods

　　Thirty－three　Japanese　women　with　en－

dometriosis（21　with　external　endometriosis，7

with　adenomyosis　only　and　5　with　both

adenomyosis　and　external　endometriosis）and　30

with　normal　ovulatory　cycles　were　studied．

Laparoscopy　and／or　laparotomy　were　performed

in　patients　with　exterllal　endometriosis　and　his－

tological　examination　were　made　in　patients　with

adenomyosis．　The　Revised　American　Fertility

Society　Classification　of　Endometriosis5｝was

used　for　determining　clinical　stage．　Among　the　21

cases　of　external　endonletriosis，　there　were　6　ill

stage　II，3in　stage　III　and　12　in　stage　IV．　Am（mg

the　5　cases　of　external　endolnetriosis　with

adenonlyosis，　there　was　one　in　stage　III　and　4　ill

stage　IV。　Thirty　women（the　control　group）were

clinically　healthy；uterine　and　ovarian　tum〔〕r　were

ruled　out　by　manual　examination　and　by　ultra－

sound．　Normal　ovulation　was　determined　by　basaI

body　tenユperature　and　seruln　progesterone≧　15
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ng／ml　at　rnid・luteal　phase．　Ultrasonographical

examination　was　done　subsequently　and　the

ovulatory　day　was　confirmed　by　ultrasonography．

Samples　from　sera　and　the　menstrual　blood　from

33patients　with　endometriosis　and　30　women　with

normal　ovulatory　cycIes　were　obtained　simultane－

ously　during　the　3rd　or　4th　day　of　the　menstrual

cycle　and　kept　at－30℃．CA－1251evels　in　the　serum

and　the　menstrual　blood　were　measured　using　a

CA－125　Radioimmunoassay（RIA）kit，（Centocor，

Inc．，　Malvern，　PA，　USA）in　all　samples．　Student’s

t。test　was　used　for　statistical　analysis．

Results

　　CA－1251evels　in　the　serum　and　the　rnenstruaI

blood　are　shown　in　Table　I．In　the　control　group，

the　rrlean　CA－1251eve1（±S．　D、）in　the　mensLrual

blood　was　48，800±34，500　U／ml　and　about　l，000

times　higher　than　in　serum（average　value　46．2±

25．3U／ml）．　The　mean　serum　CA－1251evel（±S．　D．）

in　patients　with　endometriosis　was　202．4±363．1

U／ml，　significantly　higher　than　that　in　the　control

group（P＜0．Ol）．　Similarly，　the　mean　CA－1251evel

（±S．D．）in　the　menstrual　blood　ill　patients　with

endornetriosis　was　131，600±96，500　U／ml，　higher
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than　that　in　the　control　group（p＜0．01）．　The　ratios

of　the　CA・1251evel　in　the　menstrual　blood　to　that

in　the　serum（M／S　ratio）were　1449．6±1662．9　and

l959．0±2214．4，　respectively，　in　the　control　group

and　irl　patients　with　endometriosis．　These　values

were　not　significantly　different、

　　The　relationship　between　CA・1251evels　and　the

clinical　stage　of　the　patients　with　external　en－

dometriosis　is　shown　in　Figure　1．　The　serum

CA－1251evel　in　patients　with　progressive　stage

（R－AFS　stage　III　and　IV）external　endometriosis

was　statistically（p〈0．Ol）higher　than　that　in　the

control　group，　but　no　significant　difference　was

found　between　stage　II　and　the　control　goup．　On

the　other　hand，　CA－1251evels　in　the　menstrual

blood　in　patients　with　endometriosis，　regardless

of　clinical　stage，　was　always　higher　tharl　that　in

the　control　group．　CA－1251evels　in　the　serum　and

menstrual　blood　in　adenomyosis　are　shown　in

Table　II．Both　showed　a　non－significant　tendency

to　be　higher　than　in　the　control　group．

　　The　correlation　between　serum　CA－125　and

CA－125　in　the　menstrual　blood　is　shown　in　Figure

2．Irl　both　control　group　and　patients　with　en－

dometriosis，　there　was　no　statistical　correlation

between　these　two　rneasures．　However，　in　the

control　group，　CA－1251evels　in　serum　and　the

menstrual　blood　appeared　to　be　at　a　Iow　value．

The　mean　CA－1251evels（±S．　D．）王n　the　serum　and
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Table！　CA　1251evels　in　the　serum　and　the　menstrual　blood

日不妊会誌36巻2号

（Mean±S．D．）

n
CA　1251evels（U／ml）

S M（×103）
M／Sratio

　　　Control

Endometrlosls

30

33

　46．2：ヒ25．3

202．4±363．1＊＊

　48．8±34．5

131．6±96．5＊＊

1449．6±1662．9

1959．0±2214，4

S：serunユ

M：menstrual　blood

Table　2　CA　1251evels　ill　the　serum　and　the

　　　　　　　rnenstrual　blood　in　patients　with

　　　　　　　adenomyosls　　　　（Mean土S．D．）

＊＊　p〈0．01

Table　3　Positive　rate　of　CA　125　in　endometriosis

n
Positive〈％）

CA　1251evels（U／ml）
S M

n
S M（×IO3）

Control 30 3．3 10．0

ControI 30 46．2±25．3 48．8±34．5
Endonユetriosis 33 57．6 57．6

Adenomyosis
　　Ad　only

Ad　with　Ex

12

　7

　5

389．8±547．4　　115．5±109．1

236．9±229．2　　130．9±109．6

604．0：ヒ752．9　　　94．0±104．7

Ex 21 47．6 71．4

　　　　　　　　　　Slserum

　　　　　　　　　M：menstrual　blood

　　　　　　　　Ad：adenomyosis

　　　　　　　　　Ex：external　endometriosis

the　menstrual　blood　in　normaユovulatory　wome1ユ

were　46，2±25．3　U／ml　and　48，800±34，500　U／ml，

respectively．　The　CA－1251evels（rneall十3／2　S．　D．）

in　serum　and　the　menstrualblood　in　normal

ovulatory　women　were　84．2　U／ml　and　100，600　U／

m1，　respectively．　Thus　we　determined　the　cut－off

value　at　the　menstrual　phase　ill　serum　to　be　85　U／

ml　and　in　the　menstrual　blood　to　be　100，000　U／ml，

respectively．　Using　the　serum　cut－off　value，　posi－

tive　findings　in　the　control　group　and　the　en－

dometriosis　group　were　obtained　in　3．3％and　57．

6％，respectively．　The　specificity　and　sensitivity

were　96．7％and　57．6％，　respectively．　On　the　other

hand，　using　the　menstrual　cutっff　value，　the

specificity　and　sensitivity　were　90．0％and　57．6％，

respectively．　Using　the　serurn　cut－off　value，　posi・

tive　findings　in　adenomyosis　and　external　en－

dometriosis　showed　high　and　low　trends，　respec－

tively．　Contrarily，　using　the　menstrual　cut－off

value，　positive　findings　were　more　frequent　in

external　endometriosis　than　ill　adellomyosis．

Notably，　the　frequency　of　positive　findings　in　mild

external　endometriosis　increased　from　16．7％in

serum　to　66．7％in　the　menstrual　blood．　Usillg　the

serum　and／or　menstrual　cut－off　value，　the

specificity　became　86．7％and　the　sensitivity　of

stage II

III

III十IV

　6

　3

／2

15

16．7

33．3

66．7

60．O

667
667
750
733

Adenolny〔〕sis 12 75．0 33．3

Ad　only

Ad　with　Ex

7

5

57．1

100

42．8

20．0

　　　　S二serum

　　　　M：menstrual　blood

　　　Ex：external　endometriosis

　　　Ad：adenomyosis

Positive　value：S≧85U／ml
　　　　　　　　　　　　　M≧100×103U／1nl

endometriosis，　adenornyosis　and　external　en－

dometriosis　increased　to　87，9％，83．3％and　gO．5％，

respectively（Table　III）．

　　　　　　　　　　　　　　　　Discussion

　　Endometriosis　is　a　common　cause　of　infertility．

Early　diagnosis　of　the　disease　is　necessary．　Lapar－

oscopy　is　the　rnost　useful　rnethod　available，　but

since　the　procedure　is　surgica1，　a　silnple　IT［arker

would　be　desirable．　We6）have　previously　reported

on　the　use　of　serum　CA－125　as　a　marker，　where　we

found　that　it　can　be　used　to　diagnose　en－

dometriosis．　However，　several　investigat（）rs7－9）

have　reported　that　serum　concelltrations　of　CA－

125　are　elevated　in　patients　with　advanced　en－

dometriosis，　Though　the　measurement　of　serum

CA－125　is　a　useful　aid　for　the　diagnosis　of　progres－

sive　endometriosis，　serum　CA－1251evels　may　not

be　suitable　for　the　screening　　of　mild　　en一
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dometriosis　since　the　sensitivity　is　low．

　　It　is　irnportant　that，　like　many　other　diseases，

endometriosis　is　diagnosed　in　an　early　stage　and

be　treated　early．　In　this　study，　we　have　conse－

quently　measured　the　serum　CA－125　in　the　men・

strual　phase　and　attemped　to　use　it　for　diagnosing

mild　endometriosis．

　　However，　the　results　of　this　new　attempt　were

similar　to　the　results　of　serum　CA・125　at　the

follicular　phase，　as　we　have　previously　reported6｝，

i．e．　the　sensitivity　of　external　endometriosis　was

low（47．6％），　especially　the　sensitivity　of　mild

external　endometriosis（16．7％）．　On　the　other

hand，　the　sensitivity　of　adenomyosis　was　compar－

atively　high（75．0％），　but　the　sensitivity　was　lower

than　when　serum　CA－125　in　the　follicular　phase　is

used（94．1％）1｝．　As　we　have　previously　reported，　a

relatively　high　level　of　CA－125　was　observed　in

the　menstrual　phase3）and　the　high　serum　CA－125

1evels　seen　in　the　menstrual　phase　nユay　prove　to

be　histologically　related　to　the　endometrium　of

the　uterus4｝．　This　may　explain　the　decreased　sensi－

tivity　of　serum　CA－125　for　diagnosing

adenomyosis　in　the　menstrual　phase．　When　the

CA－1251evels　in　the　menstrual　blood　are　used，

although　the　sensitivity　of　adenomyosis　was　low

（33，3％）the　sensitivity　of　external　endometriosis

increased　to　71．4％；particularly　noteworthy　was

the　sensitivity　of　mild　external　endometriosis（66．

7％）．

　　In　summary，　we　found　that　the　measurement　of

CA－125　in　the　menstrual・blood　in　addition　to

serum　CA－125　increased　its　sensitivity　as　a

marker　for　diagnosing　endornetriosis．　Especially，

the　measurement　of　CA－125　in　the　menstrual

blood　may　serve　as　an　auxiliary　method　for　the

diagnosis　of　early　stage　non－progressive　en・

dometriosis．
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軽症子宮内膜症における

　　月経血中CA・125の

　　　　有用性について

島根医科大学医学部産科婦人科学教室

高橋健太郎　永出裕了一北尾　学

　　月経血中CA・125が子冨内膜症の診断に．有用である

か否かを検討するために，33名のイー冨内膜症患者と30

名の正常月経周期を有する健常婦人を対象とし，月経

期に血清及び月経血CA－125を同時に測定した．その結

果，子宮内膜症患者の血清及び月経血CA－125はともに

健常婦人より有意に高値であった．そこで，健常婦人

の平均値より，血t清及び月経．血CA－125のcut－off値を

85U／mlと100，000U／mlに設定すると．血清CA－125を

用いるとspecificityは96，7％であり，　sensitivityは

57．6％であったが，軽症一二f一宮内膜症例は16．7％と低値

であった．一方，月経血CA－125を用いるとspecificity

は90．0％，sensitivityは57．6％と」［血清CA－125とほぼ

同じ値であったが，軽症子宮内膜症例のsensitivityは

66．7％と上昇を示した．故に，月経血CA－125の1則定

は軽症子宮内膜症の発見の補助診断になりうると推察

された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年7月20日）
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　　Abstract：To　examine　the　direct　effects　of　growth　hormone（GH）on　ovarian　cell　differentia－

tion，　ovaries　from　pregnant　mare’s　serum　gonadotropin（PMS）－treated　immature　rats　were

incubated加vitro　with　GH　in　the　presence　or　absence　of　FSH，　LH　and　prolactil1．　Ovine　GH

significantly　increased　Inedium　progestagen　production　by　ovaries　at　24－48，72，84　and　144　h　after

injection　of　81U　of　PMS　and　androgen　production　at　48　and　72－96　h，　while　estradio1－17β（E2）

production　was　increased　only　at　48　and　72　h．　Concomitant　treatment　with　GH　increased　FSH－or

LH－stimulated　progesterone　production　by　ovaries　at　l2・48，72－84　and　l44　h，　androgen　production

at　48　and　72－96　h　and　E2　productioll　at　48　and　72　h　with　a　limited　stage．

　　In　colltrast，　concomitant　GH　treatment　tended　to　suppress　prolactin－stimulated　progesterone，

androgen　and　E2　production．　Similar　to　tissue　cyclic　AMP　accumulation　induced　by　GH　alolle，

concomitant　GH　treatment　enhanced　FSH－or　LH－induced　cyclic　AMP　production　in　case　that

ovarian　steroidogenesis　was　stimulated．

　　The　immunocytochemical　study　showed　no　distinct　differellce　in　localization　of　the　steroid

between　GH－treated　cells　and　untreated　cells．

　　These　results　suggest　that　GH　may　play　an　important　regulatory　role　in　ovarian　cytodiffer－

erltiation　at　a　certain　process　of　ovarian　growth　with　divergent　biosynthesis　for　steroidogenesis．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　SteriL，36（2），360－－371，1991）

Introduction

　　While　many　extensive　studies　on　the　hormonal

regulation　of　ovarian　development，　the　role　of　GH

as　the　primary　regulation　of　ovarian　cytodiffer－

entiation　and　growth　is　less　understood．　In　GH－

deficient　female　rats　due　to　plerocercoid－

infection，　which　stimulates　growth　while　depress－

ing　endogenous　GH1｝，　or　an　intrahypothalamic

GH　implant　which　decreases　ovarian　receptor

content　and　steroidogenic　response　to　hCG2），　or

dwarf　mice3〕，　GH　administration　can　stimulate

directly　ovarian　function　to　the　stimulatory

action　of　gonadotropins2・3）as　well　as　normalizes

the　delay　of　puberty　onset．

　　Cultured　rat　granulosa　ce11s　from　hypo－

physectomized，　estrogen－treated　rats　also　respond

well　to　GH　by　augmenting　FSH－stimulated　cyclic

AMP　and　enhanced　action　of　cyclic　AMP，　LH

receptor　formation　and　progestagen
biosynthesis4），　being　Partially　mediated　through

the　　Iocal　production　　or　　accumulation　　of

somatQmedin　C／insulil｝like　growth　factor　l

（IGF－1）5）．

　　Our　recent　studies　have　also　demostrated　that

GH　causes　the　induction　of　DNA　polymeraseα，　a

replicating　enzyme　ill　eukaryotic　cells6｝，　activity

in　conjunction　with　DNA　synthesis　during　rat

follicle　growth　in　vitro7）and　in　vivo8・9〕．

　　These　results　indicate　GH　to　be　closely
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involved　in　ovarian　cell　differentiation　and　cell

proliferation．

　　The　present　study　was　performed　to　determine

whether　GH　can　directly　participate　in　ovarian

steroidogenesis．

Materials　and　Methods

Animals

　　Immature，　female　Wistar－Imamichi　rats　pur－

chased　from　the　Imamichi　Institute　for　Animal

Reproduction（Saitama，　Japan），　were　maintained

in　air－conditioned　quarters　with　12　L／12　D，　L：8

～ 20h．　The　animals　were　injected　subcutaneously

with　81U　of　PMS（Teikokuzoki　Co．，　Ltd．，　Tokyo，

Japan）on　day　270f　age　and　killed　by　dec且pitation

under　mild　ether　anesthesia　12，24，48，60，72，84，96

and　144　h　later．　The　ovaries　were　quickly　trim－

med，　weighed　on　a　torsion　balance　and　subjected

to　a　2　h　incubation　at　the　organ　level．

InCt‘伽競吻め

　　The　synthetic　medium　199（Chiba　Serum　Insti・

tute，　Chiba，　Japan）containing　l％glucose　and　O．

2％NaHCO3，　pH7．4，　was　continually　saturated

with　a　mixture　of　O2（95％）and　CO2（5％）．　Ovaries

after　12－72　h（1／chamber）or　sliced　ovaries　after

84－144h（10vary／chamber）were　placed　in　a

chamber　and　then　incubated　at　37℃under　120

0scillations／min　for　2　h　in　2　ml　of　medium　l99

containing　test　agents　following　a　l　h　preincuba－

tion　in　2　ml　of　medium　l99　without　stimulating

substance．

GH，　FSH，　LHαnd　Pi’olactin　PreParations

　　Ovine　GH（NIADDK－oGH－12，　AFP－4015A，　bio－

10gical　potency，1．51U／mg；having　a　prolactin

potency　less　than　2％by　weight，　an　LH　potency

less　than　2％by　weight，　an　FSH　potency　less　than

1％by　weight　and　a　TSH　potency　less　than　2％by

weight），　ovine　FSH　（NIADDK－oFSH－15，　AFP・

5529C；having　an　FSH　potency　20　times　that　of

NIH－FSH－SI，　an　LH　potency　O．04　times　that　of

NIH－LH－SI，　a　GH　potency　less　than　O．1％by

weight，　a　prolactin　potency　less　than　O．1％and　a

TSH　potency　less　than　Oユ％by　weight），　ovine　LH

（NIADDK－oLH－24），　AFP－0754；having　an　LH

potency　2．3　times　that　of　NIH－LH・SI，　an　FSH

potency　Iess　than　O．5％by　weigh，　a　GH　potency

less　than　O．1％by　weigh，　a　prolactin　potency　less

than　O．1％by　weight，　and　a　TSH　poterlcy　less　than

O．5％by　weight），　and　ovine　prolactin（NIAMDD・

oPRL・15，　AFP－4585，　biological　potency，30．51U／

mg；having　a　GH　potency　less　than　O．5％by

weight，　an　LH　potency　less　than　O．5％by　weight，

an　FSH　potency　less　than　O．5％by　weight，　a　TSH

potency　Iess　than　O．5％weight　and　a　vasopressirl

potency　less　than　O．5％on　a　molar　basis）were

provided　by　the　National　Pituitary　and　Hormone

Distribution　Program，　NIADDK．　Human　chor・

ionic　gonadotropin（hCG）was　purchased　from

Mochidaseiyaku　Co．，　Ltd．，　Tokyo，　Japan．

Steroid伽ゴ解1ガ6んVP　1～五4

　　After　a　2　h　incubation，　aliquots　of　the　medium

were　extracted　and　measured　for　progesterone，

17α・hydroxy－progesterone（17α一〇HP），　testoster－

one，△4・androstenedione，　dehydroepiandrosterone

（DHEA）and　E2　using　specific　antisera三〇・11）．　As　for

determination　Qf　cyclic　AMP，　ovarian　tissues

were　minced　with　scissors，　placed　in　a　Teflon－

glass　homogenizer　containing　O．5　ml　of　a　O．1　N

HCI・10　mM　ethylenediaminetetraacetic　acid　solu－

tion（which　was　preboiled　beforehand　for　l　min），

followed　by　3－min　heating　in　a　boiling　water　bath

to　provide　an　acid　extract　of　the　tissue　suitable

for　the　assay　of　cyclic　AMP，　and　homogenized　at

　o　　　　　ロ

4Cman　ice－cold　water　bath，　and　then　centrifuged

at　3，000　rpm　for　10　min　at　4℃．

was　subjected　to　assaying　for

described　previously12．

lmmunocytochemical　study

　　Ovaries　fo

and　fixed　at　4℃for　24　h　in

Zamboni’s　solution　（2，1　gm

The　supernatant

cyclic　AMP，　as

　　　　　　　　　　110wing　a　2　h　incubation　were　excised

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fixatives　as　follows：（1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　picric　acid。20％

paraformaldehyde・a　few　drops　of　2．5％NaOH－1，

000ml　of　distilled．water），（2）2．5％glutaldehyde，

and（3）2to　10％buffered　paraformaldehyde．

ThreeμM　digitonin　was　added　to　all　fixatives．

Furthermore，　in　the　case　of　glutaldehyde，　ovaries

were　washed　in　phosphate　buffer　saline（PBS），　pH

7，2，containing　10％sucrose　for　l　h，　then　O．05　M

PBS　containing　20％sucrose　for　l　h　and　O．05　M

PBS　containing　30％sucrose　and　1％gum　arabic

for　24　h．　After　fixation，　ovaries　were　washed　in

PBS　and　three　manners　prior　to　sectioning　were

used　as　follows：（1）the　ovaries　were　embedded　in

aparaffin（Paraplast　Tissue　Embedding　Medium，
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the　ovaries　were　embedded　in　Ames　O．　C．　T．

（Lab－Tek　Products，　Miles　Laboratories，　Naper－

ville，　IL，　U．　S．　A．）and　quickly　frozen　in　99％ethyl

alcohol　or　isopentane　dry　ice，　and（3）the　ovaries

were　dehydrated　and　ernbedded　in　a　paraffin　as

described　above．　All　ovaries　with　or　without　fixa－

tives　were　sectioned　at　6μm　and　the　sections

were　mounted　on　albumin－coated　microscope

glass　slides．　All　ovaries　except　for　non－fixed　fro・

zen　sections　were　deparaffinized　and　dehydrated

thrice　in　absolute　chloroform　for　5　mill　ill　each

and　subsequently　dehydrated　in　decreasing　con－

centrations　of　ethyl　alcoho1（absolute，　absolute，

95％，90％，80％，70％and　50％）for　5　min　in　each，

and　finally　washed　thrice　in　PBS　for　5　min　in

each．　Antiserum　and　normal　rabbit　serum（NRS）

were　incubated　with　rat　liver　powder（Miles

Laboratories）　to　eliminate　possible　cross－

reactions　with　rat　tissue　components．　Each　sec－

tion　was　incubated　with　polyamine　or　l％110rmal

sheep　serum　for　30　min　in　a　moist　chamber　to

prevent　nonspecific　protein　binding　and　high

background　staining，　washed　in　three　changes　of

PBS，5nlin　in　each，　and　then　was　incubated　v㌧・ith

20μlofa
dilutiOn　ill

dilution　in

dilution　in

highly　specific　anti・E2　serurn（1：150

PBS），　anti－progesterone　serum（ll70

PBS），　anti－testosterone　serum（1：100

PBS），　rat　GH　antiserum（monkey）

（NIADDK－anti－rGH・S・4；1：30，000　in　PBS）and　1％

NRS　as　a　control，　respectively，　for　2　h　in　a　rnoist

chamber　at　room　temperature　and　washed　thrice

in　PBS　for　5　mill　in　each．

　　The　sheep　anti－rabbit　IgG　F（ab’）2　fragment

labelled　with　peroxidase　used　was　made　by　the

method　of　Nakane　et　al．13｝．　The　samples　were

incubated　　with　　horse－raddish　　peroxidase

（HRPO）－labelled　sheep　anti・rabbit　IgG　globulin

for　60　min　in　a　moist　chamber　at　room　telnpera－

ture，　After　washing　thrice　in　PBS　for　5　min　in

each，　the　samples　were　incubated　5　to　lO　min　ill　a

sQlution　composed　of　25　mg　of　3，3’－

diaminobenzidine　and　O．005％of　H202，　ill　lOO　ml

of　O．05　M，　pH　7．6，　Trice－HCI　buffer，　in　a　moist

chamber　at　room　temperature，　and　then　washed

thrice　in　PBS　for　5　min　in　each．　The　samples　were

incubated　for　24　to　48　h　in　1％methyl　green　at

room　temperature，　and　then　dehydrated　ill　graded

ethyl　alcohol（50％，70％，85％，90％，95％，　abso・

lute，　absolute，　absolute　and　absolute）for　5　min　in

each，　and　in　xylene　thrice　for　5　min　in　each，　and

then　mounted　oll　a　slide　glass．

Oth6プ　m召thods

　　Statistical　evaluations　of　results　were　done

using　Student’s　t－test．　Comparisons　with　P＞0，05

were　not　considered　significantt

expressed　as　the　mean±SD　of

except　for　cyclic　AMP．

Results

All　data　were

eight　samples

助乙dαズケ召α伽翻z毛1’〃zα107zρプogestagen，

androgen　a’nd　E，カγ〔フゴz‘dゴθηb（吻・e　LH　surge

　　Ovaries　at　l2，24　and　48　h　after　injection　of　PMS

were　incubated加vitro　with　or　without　increas－

ing　concentrations　of　oGH（0．02－20μg／ml）in　the

presence　or　absence　of　FSH，　LH　and　prolactin　for
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Fig．1Effect　of　GH　on　progesterone（dotted　bars），

　　　　　testosterone　（closed　bars）　and　estradiol－17β

　　　　　（open　bars）production　i・IZ　vitro　by　ovaries　at

　　　　　12（A），24（B）and　48（C）hafter　inj　ection　of　PMS．

　　　　　A2hincubation　was　done　12，24，　and　48　h　after

　　　　　injection　of　81U　PMS　at　27　days　of　age．　and

　　　　　the　medium　steroid　was　assayed　as　described

　　　　　in　the　text．　Values　are　the　mean±SD　for　eight

　　　　　sanlples、㌔P〈0．001；＊㌔P＜0．02；＊‡＊，　P＜

　　　　　O．05c（，lnpared　with　control　groups．
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Progesterone（P4），17a　OHP　and　estradiol－17β（E2）production　in　immature　rat　ovaries　incubated　with

FSH，　LH　and　prolactin（PRL）．

P4（ng／mg） 17α一〇HP（pg／mg） E2（P9／mg）

Control

FSH　20μg／ml

LH　　2μg／mI

LH　20μg／mI

PRL　20μg／mI

1．27±0．44

1．84：ヒ0．91

1．70±0．52

2．24±1．10

1．84±0．85

106．06±49．77

215．02土60．67＊＊

268．99±59，61＊

297．17±94．73＊

244．39±78．80＊＊

193．67±9．89

191．26±60．12

202．65±25．83

218．01±39．99

197．53±3．87

A2hincubation　was　done　12　h　after　PMS　injection　at　27　days　of　age　and　the　medium　steroid　was

assayed，　as　described　in　the　text．

mg＝ovarlan　wet　welght；＊，P〈0．001　＊＊，P〈0．01．

Table　2 Progesterone（P，，），17α一〇HP，　testosterone（T），　DHEA　and　estradiol－17β（E2）production　in　immature

rat　ovaries　incubated　vL・ith　FSH，　LH　and　prolaction（PRD．

P1（llg／m9） 17α一〇HP（pg／mg） T（P9／lng） DHEA（pg／mg） E2（P9／m9）

Contro1

FSH

FSH

LH

LH

PRL

PRL

　μ9

　2μ9／ml

20μ9／ml

2μ9／ml

20μg／m1

　2μ9／m1

20μg／ln1

0，1039±O，0495

0．8669±0．3895＊

1．5588±0．4966＊

1．2834土0．1992＊

2．2371±0．7391＊

O．6144±0．0370＊

0．9509±0．2131‡

200．0⑪：ヒ29．00

37．05±8．54＊

146．21±32．37＊＊

235．01±44．91

156．62±67．67

111．17±45．34寧寧

91．31±24．92’

274．13±166．42

527．58±250．04ホ串ホ率

486．43±280．49

495．70±152．82＊＊＊＊

110．50±1〔〕．70＊＊＊零

416．05±61．11

163．75±23．07

750LO〔〕士102、31＊

647．5〔｝±72．10’

343．85：ヒ59．81＊

141．33±70．05

239．96±53，84＊＊＊

331．99±82．97串

403．95±153．38＊＊

355．48土244．86宰＊＊＊

166．70±48．54

326、66±67．98ホ＊

A2hincubation　was　done　24　h　after　PMS　injection　at　27　days　of　age　and　the　medium　steroid　was　assayed，　as　described　in

the　text．

mg＝ovarian　wet　weight；＊，Pく0．00ユ；＊＊，Pく0．01；＊＊＊，P〈0．02；＊＊＊＊，P＜O．05．

Table　3 Progesterone（P4），17α一〇HP，　testosterone（T），　DHEA　and　estradiol－17β（E2）production　in　immature　rat

ovaries　incubated　with　FSH，　LH　and　prolactin（PRL）and　hCG．

Pa（ng／mg） 17αOHP（pg／mg） T（P9／m9） DHEA（pg／mg） E2（P9／mg）

Control

FSH

FSH

LH

LH

LH

PRL

PRL

hCG

2μ9／ml

20μ9／ml

O2μg／m1

2μ9／ml

20μ9／m】

2μ9／ml

20μ9／ml

20μ9／m1

0．1297±0．0138

0．2275±0，0357＊

3．4216±1．196〔｝＊

5．3200±1．77＊

4．8100±0．72＊

2．3922±0．3773串

3．8540±1．0184車

　31．79±16．30

52．94±43．66

226．81±92．59＊

423．20±／13．15＊

435．53±116．94＊

246．76±43．51＊

　41．65±14．33

　79．67±8．71

236．32±101．53＊＊

469．93±207．28＊＊

246．59±72．89宰

276．44±lll．14＊＊

272．45±102．37’＊

94．78±17．60

124．80±17．00’＊＊

706．67±86rl7’

255．56±59．77”

　304．30±1〔｝6．13

　643．48士120．28寒

　697．‘）ユ：ヒ290．56率＊

　836，00±409．53＊＊

　986．34±359，42＊＊

1325．28士305．86＊

　475．23±78．19＊＊

　565．36±91．34寧＊

2921．50±1511．71串＊

A2hincubation　was　done　48　h　after　PMS　injection　at　27　days　of　age　and　the　medium　steroid　was　assayed，　as　described　in

　the　text．

　mg＝ovarian　wet　weight；＊，P〈⑪．OO1

2h．

＊＊，P＜O．01

　　At　the　end　of　incubation，　medium　progestagen，

androgen　and　E2　contents　were　measured　by　RIA

（Fig．1and　Tables　1，2　and　3）．　As　shown　in　Fig．1A，

no　significant　changes　in　progesterone　and　E2

concentrations　were　observed　with　O．02－20μg／ml

GH　by　follicles　at　12　h　after　injection　of　PMS．　The

・＊＊＊，P＜0．02．

　　　　　medium　progesterone　production　was　stimulated

In　a　dose－dependent　manner　with　O．02－20μg／ml

GH　by　follicles　at　24　h　after　injection　of　PMS，

while　the　medium　testosterone　and　E2　production

had　no　significant　change（Fig．1B）．　In　follicles　at

48hafter　PMS　injection，　treatment　with　increas－

ing　doses　of　GH（0．02－20μg／ml）resulted　in　a
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significant，　but　not　dose－dependent，　increase　in

progesterone　and　testosterone　production，　while

increasing　doses　of　GH（0．02－20μg／ml）stimulated

E2　production　in　a　dose－dependent　manner　with　a

significant　difference　at　a　dose　of　2－20μg／ml（Fig．

1C）．

　　As　shown　in　Table　l，　FSH，　LH　and　prolactin

significantly　stimulated　17α一〇HP　production　by

follicles　at　12　h　after　injection　of　PMS，　while　2・20

μg／ml　FSH，　LH　or　prolactin　had　no　significant

effect　on　progesterone　and　E2　production．

　　In　follicles　at　24　h　after　injection　of　PMS，　FSH，

LH　and　prolactin　stimulated　progesterone，　testos－

terone，　DHEA　and　E2　production，　while　FSH　and

prolactin　suppressed　17α・OHP　production（Table
2）．

　　In　more　mature（preovulatory）follicles　at　48　h

after　injection　of　PMS，　FSH，　LH　and　prolactin

stimulated　progesterone，17α一〇HP，　testosterone，

DHEA　and　E2　production，　while　17α一〇HPproduc－

tion　was　not　affected　by　2μg／ml　FSH　or　20μg／

ml　hCG（Table　3）．

　　In　the　presence　of　20、μg／ml　FSH　or　LH，　treat－

mellt　with　20μg／ml　GH　resulted　in　an　enhanced

stimulation　of　progesterone，　testosterone　and　E2

production，　while　this　concomitant　GH　treatment

tended　to　decrease　prolactin－stimulated　　ster－

oidogenesis（Fig，2A，　B　and　C）．

Effect（ゾGH　treαhnent　on　Progesterone，翻伽96η

and　E，伽dZtction　after五H　s1．〃tge　and　befo　re

OVZtlation

　　Ovaries　at　60　h　after　injection　of　PMS　were

incubated　with　or　without　2－20μg／ml　GH　in　the

presence　or　absence　of　FSH　or　LH．　Dissimilar　to

FSH　or　LH　action，　GH　alone　did　not　affect

progesterone，　testosterone，　△4－androstenedione

　　　Table　4　Progesterone（P．1），　testoster（me（T），

　　　　　　　　　　1mmature　rat　ovarles　mcubated　with　GH，

　AE
oδ
1

5
3

ほs
雲、

雪

島

ξ

8＿

豊2

重2
罵8
占届

ul一

500

250

1，000

500

9L500

mo1，000

500

H不妊会誌　36巻2号

3

2

0

7．5

5．0

2．5

「
　
o
oo
9
9
8
0
（

exヨ
e
2
輿

苗’

コ

9
筆

2．

e三
）

　　　　　　0
　　　　　　　　　　0　　　FSH　FSH　　　LH　　l＿H　　　PRI＿　PRL

　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　十　　　　　　　十

　　　　　　　　　　　　　　　　　GH　　　　　GH　　　　　GH

Fig．2Progesterone（dotted　bars），　testosterone（closed

　　　　　bars）and　estradioI－17β　（open　bars）production

　　　　　加vi’ノ’で♪with　FSH，　LH，　prolactir1（PRL），　FSH十

　　　　　GH，　LH＋GH　or　PRL十GH　treatment　by

　　　　　ovaries　at　12（A），24（B）and　48（C）hafter　injec－

　　　　　tiOn　of　PMS．

　　　　　A2hincubation　was　done　20μg／ml　FSH，　LH

　　　　　or　PRL　ill　the　presence　or　absence　of　20μg／mI

　　　　　GH　at　12，24　and　48　h　after　injection　of　81U

　　　　　PMS　at　27　days　of　age，　and　the　medium　steroid

　　　　　was　assayed　as　described　in　the　text．　Values

　　　　　are　the　mean±SD　for　eight　samples．＊，　P＜

　　　　　0．001；＊㌔P〈0．01；＊＊㌔P＜O．02；寧畔寧，P〈

　　　　　0．05compared　with　control　groups．

△4－androstenedi　n

　　　　FSH　and　LH．

and　E2　production（Table　4）nor　did　concomitant

GH　treatment（data　not　shown）．

　　　　oe（△4）and　estradiol－・／7β（E2）production　in

P4（ng／mg） T（P9／m9＞ △4（P9／mg） E2（P9／mg）

Control

GH
GH
FSH
LH

2μ9／ml

20μ9／ml

20μ9／in　1

20μ9／ml

4．90：ヒ3．73

5．31±2．87

7．31±3．57

8．64±0．70＊＊

8．16：ヒ2．84

15．34±3．19

15．31±3．IO

l2．21±5．31

11．83±2．24

17．〔工9±3．33

　66．55±41．57

　57．46±45．37

　67．88±51．32

　97．97±57．14

590，20±377．15＊

153．56±91．31

150．41±112。20

132．48±87．36

115．07±96．18

135．82±98．83

A2hincubation　was　done　60　h　after　PMS　injection　at　27　days　of　age　and　the　medium　steroid　was

assayed，　as　described　in　the　text．

＊，P＜O．Ol；＊＊，　P〈O．05．
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Progesterone（P4），17α一〇HP，　testosterone（T），　DHEA　and　estradiol－17β（E2）production　in　immature　rat

ovaries　incubated　with　GH，　FSH，　LH　and　prolactin（PRL）．

P4（ng／mg）17α一〇HP（pg／mg） T（P9／m9） DHEA（pg／mg） E2（P9／mg）

Control

GH
GH
FSH
FSH
LH
LH
PRL
PRL

2μ9／ml

20μ9／ml

2μ9／ml

20μ9／ml

2μ9／ml

20μg／m1

2μ9／m1

20μ9／ml

　1．89：ヒ0。90

11。97：ヒ2．31＊

30．27±2．76＊

13．28±1．75＊

30．90±2、68＊

43．05±9．96＊

30．48±6．18’

14．89±2．48＊

29．99±2．62＊

　26．63±1．27

171．27±21．37＊

273．87土49．77＊

117．56±8．88さ

305．08±119．OO＊

274．91±85．83＊

308．66土85．96＊

16工〕．75±17．59＊

261．57±59．15＊

14．24±9．46

18．32±4．32

31．33±8．11＊＊

13．85±2．73

35．29±25．53＊＊

35，11±19．96＊＊＊

42．17±10．11＊

21．27±5，45

30．33±0．62＊＊

23．19±2．78

107．37±28．97＊

95．48±16．27＊

114．78±27．00＊＊

113．85±39．01＊

　3．77±O．81

22．31土5．73＊

21．27±6．37＊

　8．72±2．31＊

25．81：ヒ2．55＊

36．83±5。91＊

33．75±7．36＊

20．07±6．83＊

16．96±7．06＊＊

A2hincubation　was　done　72　h　after　PMS　injection　at　27　days　of　age　and　the　medium　steroid　was

assayed，　as　described　in　the　text．

mg＝ovarian　wet　weight；＊，P〈0．001；＊＊，P〈0。01＊＊＊，Pく0．05．

Table　6 Progesterone（P1），　testosterone（T）and　estradiol－17β（E2）production　irl　immature　rat　ovaries　incubated

with　GH，　FSH　and　LH．

P4（ng／mg） T（P9／m9） E2（P9／lng）

Control

GH　　20μg／ml

FSH　20μg／mユ

LH　　20μg／m1

　1．27±0．03

　5．47±2．78＊＊

11．61±0．70＊

　8．69±4．10＊ホ

　5．26±2．14

10．23ニヒ5．47＊＊＊

30．20：ヒ6．05＊

15．〔〕8±10、64＊＊＊

20．04：ヒ10．24

17．98±7．69

29．75±13．73

16．19±5．92

A2hincubation　was　done　84　h　after　PMS　iT．ljectio1・｝at　27　days　of　age　and　the

assayed，　as　described　in　the　text．

mg＝ovarian　wet　weight；＊，P〈0．001；＊＊，P〈O．Ol；＊＊＊，P＜0．05．

Table　7

medium　steroid　was

Progesterone（P4），　testosterone（T）and　estraCliol－17β（E2）p1‘oduction　in　immature　rat　ovaries　incubated

with　GH，　GSH　and　LH．

P，1（ng／mg） T（P9／mg） E2（P9／m9）

Control

GH　　20μg／rnl

FSH　20μg／mI

LH　　20μg／ml

10．41±3．79

12．57±6．37

16．83±12．15

　1．59±0．38＊

11．93±4．10

32，37±15．21＊＊

54．55±29．50＊＊

83．60±30．12＊

23．95±12．07

26．37±6．87

33．11土7．55

36．70±14．88

A2hincubation　was　done　96　h　after　PMS　injection　at　27　days　of　age　and　the

assayed，　as　described　in　the　text．

1ng＝ovarian　wet　weight；＊，P＜0．001；＊＊，P〈0．0／．

Effect　ρ／　tγ6atme　2t　with　G．H　　on　P7096stagen，

androgen　and　E』P？’ode・‘ctiOηafte7’OVZtlation　in　tl～e

late　Phas6　qプカγ0θ∫ケZ4∫

　　In　ovaries　at　72　h　after　injection　of　PMS，　which

correspond　to　ovaries　at　the　end　of　proestrus，　GH，

FSH，　LH，　or　prolactin　stimulated　progesterone，

17α一〇HP，　testosterone，　DHEA　and　E2　productlon

except　for　testosterone　production　by　2μ9／ml

FSH　or　prolactin（Table　5），

　　Concomitant　treatment　with　GH　also　enhanced

medium　steroid　was

FSH－or　LH－stimulated　progestagen，　androgen

and　E2　production，　while　concomitant　GH　treat・

ment　did　not　affect　prolactin・stimulated　proges－

tagen，　androgen　and　E2　production　（data　not

shown）．

Effect（ゾ　GH　tr召atment　on　P70gest6rone，　testo∫teγ一

θnθand、E，　ProdZtction　on　estrUS

　　Ovaries　at　84　and　96　h　after　injection　of　PMS，

which　correspond　to　ovaries　in　the　middle　and　at

the　end　of　estrus　respectively，　were　illcubated
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Table　8　Progesterone（1），1）and　estradiol　I7β（E2）

　　　　　　　production　in　immature　rat　c）varies

　　　　　　　incubated　with　GH，　FSH，　LH　and

　　　　　　　prolacctin（PRL）．

P4（ng／mg） E2（P9／m9）

ControI 3．28±2．14

6．97±4．37

7．31±3．22＊＊＊

7．83±3．35＊＊

7．OO±3．78＊＊＊

3．98±1．10

84．38±45．43

37．89±19．76＊＊＊

40．37±17．62＊＊＊

17．92±5．40＊

41．67±34．65

46．78±40．54

56．53±49．93

38．34±19．50＊＊＊

（一
‘
o’5
3
ち

3
＝

’＝

a
》

o
≧
o
∈

Ω

）
ユ
Σ
く

o
＝
o
あ
o
o
コ
ω
．9

ト

3

2

1

GH
GH
FSH
LH
LH
PRL
PRL

　2μ9／1n1

2〔〕μ9／lnl

20μ9／ml

　2μ9／lnl

20μ9／ml

　2μ9／ml

20μ9／ml 7．37±二3．42＊＊＊

A2hincubati〔m　was　d（）ne　144　h　after　PMS

injection　at　27　days　of　age　and　the　medium

steroid　was　assayed，　as　described　in　the　text．

mg＝ovarian　wet　weight；＊，P〈（1．（）1；＊＊，

P＜0．02；＊＊＊，P＜〔1．〔〕5

with　or　without　GH　in　the　presellce　or　absence　of

gonadotropins　for　2　h．　As　shown　in　Table　6，　GH，

FSH　or　LH　stimulated　progesterone　and　testos－

terone　production　by　ovaries　at　84　h，　while　E2

production　was　not　increased　by　FSH，　LH　or　GH．

Concomitant　GH　treatment　enhanced　FSH－or

LH－stimulated　progesterone　and　testosterone　pro－

duction，　whereas　this　treatment　did　not　affect　E2

production（data　not　shown）．

　　Ill　ovaries　at　96　h　after　injection　of　PMS，　GH，

FSH，　or　LH　stimulated　testosterone　production

without　significaDt　effect　on　E2　production（Table

7）．LH　suppressed　progesterone　production，　while

GH　or　FSH　did　not　affect　it（Table　7）．　Also，

concornitant　treatment　with　GH　resulted　in　an

enhancement　of　FSH・or　LH・stimulated　testoster－

one　production（data　not　shown）．

雌6’〔ガGH　treatment　on　Progesteroneαnd　E』

ProdZtction　〃y　oびαガ≦～s　α’　144　1z｛4泥7　in／ectiθn　（ゾ

PMS
　　GH，　FSH，　LH　or　prolactin　stimulated　proges－

terone　production　by　ovaries　at　144　h　after　injec－

tion　of　PMS（Table　8）．　Concomitant　treatment

with　GH　also　enhanced　FSH－or　LH－stimulated

progesterone　production　（data　not　shown）．　In

contrast，　GH，　FSH　or　prolactin　suppressed　E2

production．　LH　did　not　affect　E2　production．

Furthermore，　concomitant　treatment　with　GH　did

not　affect　E2　production、

0
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　　　　　　　　　　0

　　　　　　　　　　　　　　0　0．2220200
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Fig，3Effect　of　GH　treatment　on　tissue　cyclic　AMP

　　　　　accumulation　by　ovaries　at　l2（A），24（B）and

　　　　　48（Qhafter　injection　of　PMS．

A2hincubation　was　done　12，24　and　48　h　after

inj　ection　of　8　IU　PMS　at　27　days　of　age，　and　the　tissue

cychc　AMPwas　assayed　as　described　in　the　text．　The

number　in　each　group　of　the　bar　graph　irldicates　the

number　of　sarnples．　Values　are　the　mean±SD．＊，　P〈

0．05；＊＊，　P〈0．Ol　compared　with　GH－untreated

ovarles．

A　　　　　＊

5
5

5
5

B　　　　　　　　＊　　　　　＊
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5

5 5

C　　　　　＊

　　　　＊　　＊
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EffectげGH　treatment　oアZ　6｝・clic　AMP　accumula－

ti陰on

　　To　examine　the　mechanism　of　GH　action，　the

ovaries　incubated加vitro　were　assayed　for　cyclic

AMP．

　　Similar　to　the　FSH　or　LH　action　on　tissue

cyclic　AMP　accumulationl3，　treatment　with　2μg／

ml　GH　in　48－h　PMS・primed　follicles，20μg／ml　GH

in　l2，24　and　48・h　PMS－primed　follicles　and　200

μg／ml　GH　significantly（p＜0．Ol，　p＜0．Ol，　p＜0．05，

p＜0．05and　p＜0．05，　respectively）increased　tissue

cyclic　AMP　accumulation　compared　with　ill　the

GH－untreated　control　follicles（Fig．3）．　In　addition，

concomitant　treatment　with　GH　enhanced　FSH・

or　LH－induced　tissue　cyclic　AMP　accumulation

by　follicles　primed　with　PMS　for　12－48　h（data　llot

shown）．　There　were　similarities　with　those　in　the

case　of　significant　changes　in　stero量dogenesis　by
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follicles　primed　with　PMS　for　60－144　h（data　not

shown）．

加粥z〃zoc：吻chemistry

　　The　antigen－antibody　complexes　of　progester・

one，　testosterone　or　E2　were　observed　as　black　or

brown　stainings　rnainly　in　the　cytoplasms　and

Iluclei．　As　for　the　staining　for　steroidogenesis，　the

best　fixative　was　2．5％　glutaldehyde　with

digitonin．

　　As　shown　ill　Fig．4，　the　progesterone－antibody

complexes　were　observed　in　cytoplasms　and　nu－

clei　of　the　grallulosa　and　theca　cells　of　ovaries・

incubated～η〃ノ’70、～・ith　20μg／ml　GH，　of　rats

primed　with　PMS　for　48　h．　However，　no　distinct

difference　was　observed　between　GH－treated　cells

and　untreated　cells．　The　GH－antibody　complexes

were　also　observed　mainl｝・in　granulosa　cells

（data　not　shown）．　Detailed　findings　will　be　shown

elsewhere9）．

Discussion

　　The　present　study，　using　an　in　vitro　incubation

system，　demonstrates　that　GH　exerts　modulatory

Fig，41mmunocytochemical　localization　of　pr（）gester－

　　　　　one　in　GH・treated　ovary　from　PMS－prinled　rat．

　　　　　A2hincubation　was　done　with　20μg／ml　GH

　　　　　48hafter　PMS　injection　at　27　days　of　age　and

　　　　　the　excised　ovarian　tissue　was　fixed　in　2．5％

　　　　　glutaldehyde，　as　described　in　the　text・Proges－

　　　　　terone　is　observed　in　cytQplasrn　of　granulosa

　　　　　cell　and　theca　ceH　（arrows）．　Peroxidase－

　　　　　labelled　antibody　method．　x　400
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actions　on　the　cytodifferentiation　of　ovaries　of

immatUre　ratS．

　　PMS，　which　has　both　FSH　and　LH　actions　as

well　as　a　very　long　half－life，　is　known　to　induce

the　first　estrous　cycle　in　immature　female　rats15）。

In　this　PMS－primed　rat，　an　LH　surge　occurs　at

approximately　55　h，　and　ovulation　occurs　betweerl

65and　69　h　after　PMS　treatment；the　period

between　48　and　72　h　corresponds　to　proestrus　of

the　normal　adult　estrous　cycle　and　the　72－96　h

period　is　equivalent　to　the　day　of　estrus，　and　the

96－144hperiod　corresponds　to　diestrusl5．　Namely，

ovarian　follicles　prilγled　with　PMS　for　48　h　are

equivalent　to　preovulatory　follicles　before　LH／

FSH　surge　and　follicles　prinユed　with　PMS　for　60

hcorresporld　to　preovulatory　follicles　after　LH／

FSH　surge　and　before　ovulation．　Ovaries　primed

with　PMS　for　72　h　correspond　to　ovaries　just　after

ovulation，　and　ovaries　primed　with　PMS　for　84

and　96　h　are　equivalent　to　ovaries　in　the　middle

and　end　of　estrus，　respectively．　In　　addition，

ovaries　primed　with　PMS　for　l44　h　correspond　to

diestrus。

　　Previous　in　vivoi－3｝and　in　vitro　‘）studies　have

demonstrated　that　GH　increases　ovarian　LH　rece・

ptor　content　and　　steroid　　responsiveness　　to

gonadotropins　in　immature　females．　GH　may　act

on　the　ovary：through　GH　receptor－mediated

events　independent　of　IGF－1；through　its　classical

pathway16－ls），　by　inducing　hepatic　production　of

IGF－1；or　3）by　increasing　intraovarian　IGF－1

1evelsg），　whereby　this　resultant　peptide　could　then

directly　affect　ovarian　fullctioll，　Jia　et　al．4）have

reported　that　GH　directly　augments　FSH・induced

granulosa　cell　LH　receptor　content　and　FSH・

stimulated　progestagen　production　by　both

increasing　cyclic　AMP　production　and　enhanclng

action　of　cyclic　AMP　in　hypophysectolnized，

estrogen－treated　lmmature　rats，　suggestlng

modulatory　actions　of　GH　on　the　differentiation

of　granulosa　cells．　In　contrast，　they　have　also

reported　that　GH　alone　does　not　stimulate　ster－

oidogenesis　and　that　concomitant　GH　treatment

does　not　significantly　affect　FSH－stimulated

estrogen　production．

　　In　this　study，　GH　treatment　alone　significantly

increased　progestagen　production　by　ovaries　at
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24－48，72－84and　144　h　after　injection　of　PMS，

androgen　production　by　ovaries　at　48　and　72－96　h

and　E2　production　by　ovaries　at　48　and　72　h．　The

predominant　steroid　production　was　progestagen．

In　addition，　concomitant　treatment　with　GH　en－

hanced　FSH－or　LH－stimulated　progestagen　pro－

duction　by　ovaries　at　12－48，　72－84　and　l44　h，

androgen　production　by　ovaries　at　48，72－96　h　and

E2　production　by　ovaries　at　48　and　72　h，　Unlike

the　report　of　Jia　et　aI．4｝，　the　stirnulatory　effect　of

GH　alone　on　steroidogenesis　in　this　study　may　be

partially　due　to　the　experimental　difference　using

PMS．　PMS　is　known　to　be　a　serum　extract　in

which　the　predominant　gonadotropill　is　FSH．　In

contrast，　hypophysectomized，　estrogen－treated

immature　rats　have　ollly　the　preantral　follicles

containing　multiple　layers　of　granulosa　cells，

which　possess　cell　membrane　receptors　for　FSH

and　intracellular　receptors　for　estrogen，　androgen

and　other　steroids19－22），　and　a　fully　grown　oocyte

which　is　arrested　in　the　dictyate　stage　of　meiotic

prophase23）．　These　preantral　follicles　have　only　a

low　concentration　of　receptors　for　LH／hCG24）or

prolactin25－27）the　action　of　which　is　shared　by　GH

via　mediation　through　lactogellic　receptors23．

Therefore，　treatment　of　granulosa　cells　from

preantral　follicles　with　LH／hCG　or　prolactin　does

not　enhance　　estrogen　　or　progestagen
biosynthesis27〕．　Also，　GH　is　supposed　Ilot　to　affect

steroidogensis　by　preantral　follicles．　FSH　treat－

ment　increases　the　concentration　of　LH　and

prolactin　receptors　and　the　illduction　of　receptors

for　these　peptide　hormones　is　accompanied　by　an

enhancement　in　the　ability　of　LH　and　prolactin　to

stimulate　steroidogenesis23．　Subsequent　treatment

of　these　FSH－primed　cells　with　LH　increases

estrogen　and　progestagen　production24・2s），　In　con－

trast，　treatment　with　prolactin27　and　GH4）stilnu－

lates　progestagen　without　affecting　aromatase

actlVlty．

　　Being　primed　with　PMS　for　more　than　12　h，

ovaries　used　in　this　study　have　a　high　concentra－

tion　of　LH，　prolactin　and　GH　to　stimulate　ster・

oidogenesis．

　　Once　LH　receptors　have　been　induced　in

granulosa　cells　of　the　mature　antral　follicles，　LH

may　assume　a　dominant　role　in　controllig
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　　granulosa　cell　estrogen　biosynthesis23）although

　　FSH　induction　of　aromatase　activity　is　important

　for　estrogen　production　by　granulosa　cells〔〕f　the

　preantral　follicles．

　　　Additionally，　in　PMS－primed　ovarian

　preovulatory　follicles　LH　treatment　stimulates

　estrogen　production　at　the　level　more　than　that

　induced　by　FSH29）．　During　the　preovulatory

　period，　possibly　the　sく〕le　action　of　LH　may　be

　sufficient　to　stimulate　theca　androgen　biosynth－

　esis　as　well　as　to　maintain　granulosa　cell

　aromatase　activity，　resultlng　in　the　preovulatory

　estrogen　surge23〕・　In　this　study，　gonadotropins

　stirnulated　steroidogenesis　by　ovarian　follicles　at

24and　48　h　after　PMS，　and　LH　action　exceeded

　FSH　action　in　accordance　with　the　report　of

　Hsueh　et　a1．23），　irldicating　the　possibly　sole　action

　of　LH　during　the　preovulatory　stage〔）f　follicular

maturation．　As　described　earlier，　GH，

gonadotropins　or　concomitant　treatment　with　GH

　stimulated　steroidogenesis　at　a　certain　process　of

ovarlan　growth　with　a　predominant　progestagen

　production．　The　different　hormonal　responsive．

　11ess　at　a　certaln　stage　Inay　be　due　to　divergent

biosynthesis　pathways　for　progestagens，　al1－

drogens　and　estrogens　and　PMS－induced　heter－

ogenous　subpopulati〔〕ns　of　granulosa　cells　with

different　hormonal　responsiveness　in　the
granUlOSa　CellS23｝．

　　In　this　study，　GH　treatlnent　alolle　also　stimulat－

ed　progestagen，　androgell　and　E、　production　at　a

limited　stage．　Since　highly　purified　NIH－GH　was

used，　the　GH　action　cannot　be　explained　by　the

degree　of　gonadotropin　contamination　of　the　GH

preparation．　These　findings　show　a　direct

stimulatory　action　of　GH　upon　steroidogenesis

with　possible　stimulation　of　aromatase　activity

just　before　LH／FSH　surge　and　immediately　after

ovulation　on　proestrus．　In　hypophysectonユized，

estrogen－treated　imrnature　rat　granulosa　cells

（preantral　follicles），　GH　has　no　effect　on

aromatase　activity・or　FSH－stimulated　aromatase

activity4）」n　PMS－primed　follicles　for　12　h　or　Iess，

GH　also　has　no　effect　on　aromatase　activity（ull－

published　data），　This　may　be　due　to　the　fact　that

the　imln・t・・e・at・v・・y・eq・i・e・ab・ut　l2　h（・1・g

time）of　gonadotropic　stimulatiorユto　bring　about
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increased　function　of　the　estrogen　synthesizing

system30　32｝．

　　Silnilar　to　GH，　prolactin　alone　also　increased

progestagen，　androgen　and　E2　production　at　a

certain　process．　The　stilnulatory　actioll　of

prolactin　on　progestagen　production　is　in　agree－

ment　with　the　previous　reports26β3一36）．　Dissimilar

to　the　stimulatory　action　on　progestagen　produc－

tion，　prolactill　treatment　supPresses　estrogen　pro－

duction　by　granulosa　cells　cultured　in　vitro　froln

cycling　rats37），　hypophysectomized，　estrogen－

treated　immature　rats38｝or　PMS（41U）－LH（100

μg）treated　immature　rats33）．　In　the　former　experi－

ment，　granulosa　cells　were　isolated　at　10　h　orl　the

morning　of　proestrus　of　cン・cling　rats　which　had

gone　through　a　greater　number　of　complete

estrous　cycles　than　the　PMS・treated　immature

rats，　which　were　in　their　first　cycle．　This　differ－

ence　may　cause　divergent　ovarian　responsiveness

to　prolactin．　In　PMS・LH　treated　rats33），　granulesa

cells　were　collected　from　preovulatory　follicles

8－10hafter　injection　of　LH，　which　correspond　to

preovulatory　follicles　60　h　after　PMS　injection　in

this　study．　The　fact　that　prolactin　does　Ilot

increase　E2　production　by　preovulatory　follicles

60hafter　injection　of　PMS　ill　this　study　agrees

with　the　result　from　PMS－LH　treated　rats33）．

　　Since　this　study　was　performed　using　whole

ovaries，　the　experimental　conditions　were　also

quite　different　fronユ　those　　of　the　previous

reports33・37・3s）．　So，　difference　related　to　E2　produc－

tion　may　be　partially　due　to　these　experimental

conditions．

　　The　fact　that　treatrnent　of　PMS－primed　ovaries

with　prolactin　augments　E2　production　suggests

that　prolactin　also　has　a　direct　stimulatory　action

on　the　aromatase　activity　in　addition　to　the　direct

inhibitory　action　as　reported　previously23・26・37・38）．

Furthermore，　the　fact　that　GH　tends　to　suppress

or　does　not　affect　prolactin－stimulated　ster－

oidogenesis　may　be　due　to　its　competition　with

prolactin　for　their　mutual　mediating　lactogenic

receptors．

　　The　ovarian　action　of　GH　may　involve　two

separate　pathways．　GH　may　interact　with　puta－

tive　GH　receptors　in　granulosa　cells4・9）．　Also，　GH

may　stimulate　ovarian　production　of　IGF－15・9｝，

which　in　turn，　augments　cell　differentiation9｝．

　　GH　al（me　or　concomitant　GH　treatment　in－

creased　cyclic　AMP　alld　gonadotropin－stimulated

cyclic　AMP．　Since　cyclic　AMP　or　cyclic　AMP

analogues　stimulate　steroidogenesis39－44），　the

action　of　GH　on　ovarian　cytodifferentiation（ster－

oidogenesis）may　be　partially　mediated　through

increases　ill　cyclic　AMP　production．

　　The　fact　that　there　is　no　distinct　difference　in

immunocytochemical　staining　for　steroidogenesis

between　GH－treated　cells　and　untreated　cells　may

be　due　to　steroid　production　stimulated　by　PMS．

　　Combined　with　the　results，　our　findings　demon－

strate　that　the　ovary　can　be　considered　as　a　GH

target　organ　and　that　GH　modulates　the　ovarian

cytodifferetiation．　In　this　Inodulation　of　cytodif－

ferentiation，　an　intraovarian　GH－IGF・19）auto－

crine　or　paracrine　mechanisrn　may　also　exist　for

which　awaits　further　study．
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Growth　hormoneの卵巣の

分化に及ぼす影響について

筑波大学臨床医．学系産婦人科

臼杵　想

　　我々はgrowth　hormolle（GH）が卵胞細胞の憎殖に

直接関与していることを既に明きらかにしてきた．今

回はGHの卵巣に於けるsteroidogenesis（cytodiffer－

entiation）に及ぼす影響についてラットを用いてステロ

イド産生分泌面から検討を加えた．27日齢のWistar－

Imamichi系雌ラットにPMS　81Uを皮F投与後12，
24，48，60，72，84，96，144時間目に断頭屠殺し，卵

巣を摘出後NIH－GH，　FSH，　LH．prolactinを添加した

medium　TC　199で2時間jncubationした．　Incuba－

tion後のmedium中のprogestagens，　androgens，
estradiol－17β（E，）及び卵巣親織中のcyclic　AMPを

RIAで測定した．

　　GHの単独投与でsteroidogenesisは促進されたが，

それらはprogesterolleの産生が優位で，　E　2の産生の促

進はPMS投り一後48ないし72時間と限定されたもので

あった．Gonadotropinとの併用投与では，GHはFSH

ないしLHのsteroidogenesis刺激作用を増幅させた

が，prolactin作用は抑制傾向にあった．組織内cyclic

AMPもsteroidogenesisに変化が見られた時に変化
し，GHの作用にcyclic　AMPが少なくとも介在する

ことも示唆された．

　　以1．：の事実から，GHが卵巣のcytodifferentiation

　　にも直接関わっていることが示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付’：1990年5月28H）
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　高prolactin（以下PRLと略す）血症や潜在性高PRL［fll．症などいわゆるPRL関連卵巣機能障害と

診断し，bromocriptine（以下Brと略す）を投与しても妊娠に至らず，投与期聞が2年を越える症例

を少なからず経験する，そこで，Br療法施行例における，投与期間と効果の関係につき検討を加え，

長期投与にも拘らず妊娠に至らないPRL関連卵巣機能障害患者に対して，治療方針の再検討や変更を

いつ頃行うべきなのかという問題に対して検討を加えた．その結果，投与例の中にBr投与に起因した

と考えられる新たな不妊因子が出現していることが判明した．その頻度は，対象症例180例のうち投

’」・期間2年以ヒでは25．6％に及んだ．このことから，　Brの投与が長期化しても妊娠に至らない場合に

は，投与1年で新たな不妊因子の検索を要し，2年を越えても妊娠に至らねばBr投与を中ILして，内

分泌環境の再評価や他の治療法の検討に入るべきであると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1．　Steriユ．，36（2），372－379，1991）

緒　　言

　2－Br一α一ergocryptine－mesylate（CB・154：bromo－

criptine以下Brと略す）はprolactin（以ドPRLと

略す）の研究と深く関り並行しながら開発の進めら

れた薬剤の一つである．

　1954年にShelesnyakが麦角アルカロイド中に

PRL分泌を抑制する物質があることを報告i〕した．

1968年には，Fluckiger　et．　aLがBrにラットの乳汁

分泌抑制作用があることを報告した2）．一方，1971年

にHwang　et．　al．がヒトPRLのRIA測定法を樹立し

た3）ことを契機にPRLの異常と乳汁分泌・無月経・

不妊症に関係が深いことがわかるようになってきた．

そして，1972年にBesser　et．　al．4）やVarga　et．　aL5）

が相次いで，BrはPRL分泌を抑制することにより

乳汁分泌抑制や高PRL血性の無月経・不妊症に有効

であることを報告した．以来，Brは，広く臨床応用

される様になり，現在産婦人科領域特に不妊症治療

では，高PRL　］kL症や潜在性高PRL血症に代表され

るいわゆるPRL関連卵巣機能障害に対して汎用され
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ている．

　ところが，日常臨床においては，PRL関連卵巣機

能障害と診断しBrを投与しても妊娠に至らず，投与

期問が2年を越える症例を少なからず経験すること

がある．このような症例の管理方針についての定説

は未だに無く不妊症に携わる臨床医の悩みの種の一

つとなっているのも事実である．

　今回著者らは，Br療法施行例における，投与期間

と効果の関係につき検討を加え，長期投与にも拘ら

ず症状の改善しないPRL関連卵巣機能障害患者に対

して治療方針の再検討や変更をいつ頃行うべきなの

か，という問題に対して若干の知見を得たので報告

する．

対　　象

　筑波大学付属病院産婦人科不妊外来においては，

PRL関連卵巣機能障害を疑う症例に対して，　TRH負

荷試験を施行し，

①負荷前血中PRL基礎値　　　20ng／rn1以上

②負荷後血中PRL反応項値　100ng／ln1以上

（血中PRL値は，旧第一RI社製キットによる測定値．

本研究は，第一RI社のIRMAキット発売前に実施
されたため．）

のいずれかの条件を満たす場合，Brを投与してきた．

具体的には，2．5mg／日の内服から始め，この基準を

満たさなくなるまでBr内服量を増量し，満たさなく

なった内服量をもって維持内服量とする「Br漸増投

与法」を施行している訳だが，この方法によって症

例毎の至適内服量が決定できることは既に報告6）した．

　今回検討対象としたのは，高PRL状態にあると判

断し，このBr漸増投り・法に従いBrを投与した症例

の内，男性因子・卵管因fを認めない180例である．

検討方法

　Br投与などの不妊症治療において，治療期間と治

療効果の関係を検討する場合，症例毎に治療開始日

が異なることや，効果判定終∫後の妊娠例，追跡期

間中の副作用出現や転院による脱落例等に関する考

慮が不可欠である．

　このような，統計学的に「中途打ち切り観測値」

と呼ばれるデータを含んだ標本集団の解析には，例

えば癌治療における抗癌剤の効果と生存率の関係を

見る際に使用する「生存分析」という統計学的手法

を用いるのが一般的である．

　生存分析とは，観察開始時から観察終了時の間で，

ある処理によってある事象が発生するまでの時間の

測定を目的とした，いわゆる「縦断研究」の解析法

であり，中途打ち切り観測値の存在を考慮した上で

観察期間毎の事象発生率と観察終了時の未発生率を

推定する方法としてKaplan，　Meier7）やPeto　et．　al．8・9｝

の解析が有名である．

　今回，Brの投与期間と妊娠予後の関係を見るにあ

たっては，加えた処置がBr投与に当たり，発生する

事象を妊娠として投与群のいわゆる「生命表」を作

成し，投与期間毎の妊娠率と観察終了日の未妊娠率

を推定した．なお，本研究の全観察終了期日は1988

年9月1日とした．

　Brによる妊娠成ibl成績を比較検討するためのコン

トロールとして最も適当なのは，投与期間によらず

一定の妊娠率が期待できる薬剤を投与した症例群で

あろうが，現実にそのような条件が確約されている

薬剤が存在しないので，あるモデルを導入すること

にした．このモデルは，単位投与期間巾の妊娠率が

常に一定の値Psであることが期待でき，それを投与

することによって各症例が正常化し避妊操作を行わ

ず健常な夫婦生活をしている女性と同化する，と仮

定した薬剤Xを投’ノした症例群と想定し，モデルM

と命名した．従って，MにおけるXの投与期間と未

妊娠例数との数量的関係は，健常な女性の結婚期間

と未妊娠例数の数量的関係で近似できる．このモデ

ルMの「生命表」を，Br投与群の「生命表」と比較

することによって，Brと薬剤Xの相違点を明らかに

し，Br自身の特質を検討する方法を計画した．

結　　果

　図1に対象180例のBr投与期間の分布を示した．

66例（36．7％）が投与6ヶ月以内であり，以下62例

（34。4％）が1年以内，25例（13．9％）が1年6ヶ

月以内，11例（6．1％）が2年以内，16例（8．9％）

が2年を越えていた．Brはいずれの症例においても

月経周期を通しての持続投与であった．

　表1にBr投与群の投与期間毎の妊娠率，累積未妊

娠率を算出した結果（いわゆる生命表）を示した．

喬

数
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1臼0

投与開始からの症例数の推移　　各投与期間苺の症例数
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16
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　　　　　図1　投与期間の分布

投与期間（月）



132　　（374） Bromocriptine療法・投与期間と効果 日不妊会誌　36巻2り

計算のアルゴリズムは表に付記した通りである．

　モデルMの「生命表」を求めた方法を次に示す．

　まず，健常な夫婦生活をしている女性の結婚期間

と未妊娠率の関係を数量化することから始めた．こ

の集団の妊娠率は，一定値Psが見込めるから，結婚

期間t（単位期間6ヶ月）と累積未妊娠率f（t）の間に

は，

　f（t）＝（1一β）e－・・　－t＋β　…①

という関係があると考えられる（図2）．ここでβは

絶対不妊症例の割合を示している．結婚期間1年の

場合の累積未妊娠率は約40％，2年の場合は約20％

という数値1°）を利用すると，①より，

　f（2）＝O．4　∴（1一β）e”　L’　cr＋β＝0．4…②

　f（4）＝0．2　∴（1一β）e－4α＋β＝O．2…③

③÷②より，

　e“eα＝（02一β）／（O，4一β）…④

④を②に代入すると，

　（1一β）（02一β）／（0．4一β）＝O．4一β　…⑤

⑤をβについて解くと，

　　β＝0．1

っまり，1年目，　　　　　　　　2年目の累積未妊娠率を本モデル

のように設定してみると，絶対不妊症症例は約10％

存在することが導かれた．④にβのflEを代入してα

の値を求めると，

　　a＝　　（loge3）／2＝0．5493

よって，①式は，

　　f（t）＝0．9e－1ド49・　3　t＋O．1…⑥

と表現されることが導かれた．一方，図2に示した

ように，単位投与期間当たりの妊娠率Psは，

　　Ps＝1－e　a

　　　　　　　　　　　　　　　表1

であるので，αの値を代入すると，42．3％であるこ

とが導かれた．余談だが，このモデルは理想的な不

妊症治療モデルであり，このモデルに一致した妊娠

率が上がるよう，不妊症に携わる臨床医は努力する

必要があると言えよう．

　この⑥式をモデルMにおける累積未妊娠率曲線と

して採用し，症例数180と設定した「生命表」を作

成すると，表2のようになった．

　そこで，表1・2を用いて，BrとXの累積未妊娠

率曲線を算出し，図3に示した．累積未妊娠率曲線

とは，抗癌剤の治療効果判定に用いられる生存率曲

累　LO
葉

鑑

率
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a2

β

0

累積未妊娠率　f㈲一（1　β）eal斗β

累

渠

鑑

率

0　　　　　1「61　　　2（12｝　　　3L181

妊娠

　4c24｝
　　　t：結婚期間
　　　　［1単位：6ケ月1
　　　　〔）内月数褒示

：1：奮麟麟灘纏

　　　　f（t）

　　　　　hを単位期間とすると、単位期間当たりの妊娠率pは、
　　　　　　p－1［f〔t｝　iS1－＿f〔t十h）一β1｝Lf（t）一一i3、

　　　　　と衰現できる。従って、本文中↑・式より、
　　　　　　P－［｛1β）elll－q一β〕e－a’・’h’11〔1－，ゴle－n：i

　　　　　　　－1－eaht　　　tyh
　　　　　h－1とすれば、p＝1－eu

　図2　健常婦入の累積未妊娠率曲線
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表2　コントロールモデルMにおける投与期間毎の妊娠率・累積未妊娠率

投 与・ 期 問（月）

0～6 6～12 12～18 18～24 24～

期間当初未妊娠例数

期間内妊娠例数

期間内有効未妊娠例数

期間内妊娠率（％）

累積未妊娠率（％）

180

68

162

42．3

57．7

ll2

40

94

42．3

32．8

72

23

54

42．3

18．8

49

13

3／

42．3

10．8

36

8

18

42．3

6．2

累
積
未
妊
娠
率

　　※例数は180に設定した。

　　　中途打ち切り観測値は存在しないと仮定した。

　　　期間内有効未妊娠例数は，期間当初未妊娠例数から，絶対不妊娠例数を減じた数とした。

1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30
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0

Br段5馴

pくOOO1
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09eO圃31｝01｝
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図3　対象・モデルMの累積未妊娠率曲線

線に当たる．その結果，Brの治療成績はXに及ばず

（P＜0．001），また，Xの累積未妊娠曲線は着実に減

少を続けているにも拘らず，　Brのそれは投与18ヶ月

（1年半）を越えると水平になり，　Br連用1年半以上

で妊娠を望み難いことが推定された．改めて，対象

としたBr投与群の投与期間毎の妊娠率の推移を図示

すると，図4の様になり，この推定を裏付けた．Br

は，連用によって，妊娠率が劣化する特質を持つこ

とが示唆されたと言える．

　一方，対象中には，投与以前に認めなかった因子

（以F誘発不妊因子と呼ぶ）の出現により難治化し，

投与を中断せざるを得なかった症例が延べ23例（22

例・12．2％）存在した（表3）．

期
間
内

妊
娠
率

20

10

0
0 6 12 18 24　　　［月］

　　　　　　　　　　　投与期間

図4　Br投与期間毎の妊娠率の推移

　これらの誘発不妊因子がBr投与後いつ頃出現した

かを確認した上で，発生事象をこの誘発不妊因子と

して，Br投与群の「生命表」を作成し直した．そし

て，誘発不妊因子の出現傾向を探るべく各投与期間

毎の誘発不妊因子出現率を図示してみると，投与期

間が長期化するにつれ誘発不妊因子出現率は増加し

（図5），投与期間が2年を越える場合では25．6％に

及んだ．すなわち，投与が2年を越えると，4例に

1例は誘発不妊因rが出現することによりBr投与を

中断せざるを得なくなったということである．誘発

不妊因f’の出現は，　Br投与が長期化するに連れてBr

の妊娠率を劣化させる機序の延長上にあることは容

易に推察できる．



134　　（376） Bromocriptine療法・投’」・期閲と効果

表3　bromocriptine投’j・中に出現した新たな不妊因r一

日不女壬会冨志　　36巻2　号
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図5　投与期間毎の誘発不妊因子出現率

以上今回の結果より，

　　（1）Brを長期連用すればするほど，具体的には1

　　　年半以上の連用で，治療効果が劣化する．

　　（2）Brを長期連用すればするほど，投与前には存

　　　在しなかった誘発不妊因子が出現しやすくな

　　　る．今回の結果では，2年以上の連用で4例

　　　に1例はこの誘発不妊因子によって投与を巾

　　　断せざるを得なくなった．

という2点が導かれたと言えよう．つまり，Brの投

与が長期化すると適切な投与と考えていても逆に妊

娠を阻害する因子になっている可能性があることが

確認された．

考　　察

Br投与中新たに出現するBrに誘発されたと考え

られる不妊因子がBrの治療効果を劣化させるなら，

その不妊因子はどのような機序で出現するのだろう

か．

　まず，誘発不妊因子出現機序を考察する前に，果

たしてBrは正しい適応で投与されたのかを再検討す

る必要があるのは言うまでもない．

　「研究方法」の項で述べたように，本研究の対象と

したBr投’｝群180例に対するBr投与の適否は，

TRH負荷試験の結果を中心として決定された．そこ

で，基礎PRL値20　ng／ml以」t，負荷後PRL項値

100　ng／ml以ヒとした投与基準であるが，この値が本

邦の趨勢となっている高PRL血症の診断基準，基礎

PRL値30　ng／ml以上11）や，潜在性高PRL血症の診

断目安，負荷後PRL頂値150　ng／ml以上12）といった

値からすると低く設定されていることは否定しない．

しかし，高PRL血症の診断基準一つでもKleinberg

et．　aL13）は25　ng／ml，森ら14）は15　ng／ml，小田ら↑

15）に至っては更に低い値を正常上限と考えてい

るなど，結論が出ていないのが現状であり，一概に

本研究の設定基準に誤りがあったとは断言できない．

ただ，PRLの生理的至適濃度が症例各個で異なると

するなら，投与基準を満たすとしてもBr投与は不適

当という症例が存在する可能性もある．従って，投

与が2年を越えても奏効せず，誘発不妊因f“も1Ψ1現

しない症例は，実は適応外であった可能性を否定で

きない．しかしながら，この点に関しては，症例各

個でPRLの生理的至適濃度を決定する方法の確立を

見るまで議論の対象になりえない．よって，本研究

の対象に生理的に見てBrの適応外であった症例の存

在を否定はしないが，以下の考察では，敢えて，本

研究ではBr投与の適否に過誤はなかったと考えて論

を進めて行くこととする．

　一方治療前のルーチン検査で他の不妊因子を見逃

し，ある期間を経てそれに気付いた可能性について

も検討を要する．あってはならないことだが，誤診

の確率は0ではない．だが，経験を積んだ医師の誤

診率が年余を経る毎に高くなるとか，治療期間が長

い患者ほど誤診しやすくなるとかといったことは考

え難い．誤診率とは，定常状態か，経験を増す毎に

減衰傾向を示す性格の確率であり，不妊因子の兄逃

しが今回の結果を招来したとは言えないと考えるの

が妥当であろう．

　以ヒより，今1ii1の結果は，純粋にBrの持つ性格に

起因するものと考える．

　Brの効果が投与期間が長期化することにより劣化

し，剰え新たな不妊因子を出現せしめる機序として，

次の3つの可能性が考えられる．

　　〔1）Br長期投与により，いわゆる耐性が出現し，
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　　　Brの効果が失われ，妊娠率が低下する．

　　（2）Brには卵巣毒性が隠されておi）　，長期投与に

　　　よりそれが顕在化し，妊娠率が低下すると共

　　　に新たな不妊因子が出現してくる．

　　（3）Brにより抑制されたPRL状態は，卵巣機能

　　　にとって実はマイナスであり，その状態が長

　　　期にわたると弊害が顕在化して，妊娠率が低

　　　ドすると共に新たな不妊因子が出現してくる．

　まず，　Brの耐性出現の可能性に関して検討してみ

る．

　Brは産婦人科領域に限らず，パーキンソン氏病に

も使用され確固たる地位を占めている．

　パーキンソン氏病の治療薬であるLdopaの場合，

投与が長期化すると，効果が失われるため，適宜休

薬期間を置く必要があると言われている．

　Ldopaの効果減退は，黒質線条体ドーパミンニュ

ー ロンの障害の進行，ドーパミン受容器の変化，ド

ーパミン代謝速度の変化，ドーパミンニューロン以

外のニューロンの障害の進行などに起因する16）と考え

られている．

　Brの使用においても同様の現象があるとされ，神

経内科医のNausieda　et．　aLは動物実験においてBr

を4週間投ケし続けることにより，ドーパミン受容

器の感受性閾値が高まりBrの効果が劣化することを

見出し，パーキンソン氏病に漫然とBrを投’ノーするこ

とは避けねばならない17）と報告している．

　パーキンソン氏病の発生機序は，黒質緻密層に発

し，尾状核・淡蒼球・線条体に終わるとされる脳内

最大のドーパミンニューロンの障害と説明されてお

り，弓状核に発し，正中隆起部下垂体門脈周囲に終

わるPRL分泌抑制系ドーバミンニューロンと同一視

してその性格を語るのは、多少なりと困難がつきま

とうのは否めない．また，パーキンソン氏病の治療

目的に投与されるBrの量は30　一一　90　mg／日と産婦人

科領域で用いられる場合と桁が違うこともあり，神

経内科領域で理解される現象が，同一機序で産婦人

科領域でも理解されるとは言い難い．

　しかしながら，Brの作用点がドーパミン受容器で

あるならば，黒質線条体ニューロンにおける作用と，

PRL分泌抑制系における作用に共通点があるはずで

ある．なら，PRL分泌抑制系においても，Brの投与

が長期化した場合，ドーパミン受容器の感受性（閾

値）が高まりBrの効果が劣化することは容易に想像

される，

　しかし，この論では，Br投与開始前に認められな

かった不妊因子が誘発される理由の説明にならない．

耐性が出現し，Brが無効になるのなら，極論を言え

ば，その症例の状態はBr投与開始以前に戻ることに

なる．Br長期投与中にTRH負荷試験の結果が元に

戻るとか，縮小していた下垂体腺腫が元の大きさに

戻るとかと言ったことは経験されない，となれば，

このBrの耐性出現という論では，今回の結果を説明

できないことになる．

　次に，Brの卵巣毒性の可能性について検討してみ
た．

　Brの長期毒性試験に関する報告はいくつかなされ

ているが，Griffithはラット18），犬19｝，アカゲザル2°）

につき実験した結果を報告している．それによると，

長期に亘ってBrを経口投与された実験動物の卵巣や

子宮内膜に，嚢胞状黄体や内膜過形成と言った病理

所見を見出す場合があるとし，Brの卯巣や子宮内膜

への直接作用の可能性を示唆している．

　しかし，その一方でGriffithは，対照群中にも率

は低いが同様の所見が見出され，加齢による生理的

な変化や，内分泌学的な刺激による2次的な変化の

可能性もあることを考察している．

　ヒトの場合この様な実験は不可能であり，Brの長

期毒性については不明な点が多いが，類似の現象は

十分起こりうると考えられる．従って，今回の結果

が，Brの毒性によって卵巣機能が障害された結果生

じたのだと解釈することは可能ではある．だが，現

段階ではGriffithも述べているように，卵巣に対す

る毒性が実存すると言う確証は得られておらず，決

め手に欠ける分説得力がない．

　では，Brの直接作用ではなく，間接的な障害，す

なわち，Brが長期に亘りPRLを抑制した結果卵巣

機能が障害された可能性についてはどうだろうか．

　卯巣機能の維持に生理的濃度，或いはある程度の

低濃度のPRLが必要であるとする説は，　McNautty

et．　al．2’）Kauppila　et．　aL22）始め，沢田23）石丸ら24）

福島ら25｝そして吉村ら26）が唱えている．またRolland

et．　aL27）やMcNeilly　et．　al．28）は，ラット，ブタ，ヒ

トの穎粒膜細胞や黄体細胞にPRL受容器を確認した

と報告している．彼らの説を総括すれば，PRLは卵

巣直接作用を有し，卵巣機能維持にPRLは不可欠で

あると結論できる．

　この説を受け入れるならば，Br長期投与による長

時間のPRL抑制状態により，卵巣機能が障害される

可能性が高く，　Br連用により妊娠率が低下したり，

新たな不妊因子が出現してくることを説明できる．

Schultz　et．　al．29）は既にBr投与による低PRL状態が

黄体機能不全を招来したと報告している．一方，症

例毎にBrの効果の劣化の程度や新たな不妊因子の出

現の程度に差があることから，卵巣機能維持に必要



136　　（378） Bromocriptine療法・投与期間と効果 日不妊会誌　36巻2号

なPRL濃度，すなわち生理的至適PRL濃度に個人

差がある事も予想される．この可能性については，

Brの投与基準の適否について論じた部分でも触れた．

　これに対して，生理的な卵巣機能にPRLは必要で

はないとする説を唱えている研究者もいる．Del　Pozo

et．　aL3°）はPRL抑制機能を検討する臨床研究におい

て，性周期調節機能，特に黄体機能にPRLは無関係

であり，正常卵巣機能にPRLは不要であることを示

唆した．また，森ら14）は，彼らのデータ中に，PRL

を測定限界程度に低下させても黄体機能不全を招来

したものがなかったとして，PRLは黄体機能に生理

的意義を持たないことを示唆した．

　この様に，PRLの卵巣直接作用の有無に関しては

未だ結論は出ておらず，混沌としてはいるが，今回

著者らが得た研究結果や，諸文献の検討からは，PRL

は生理的卵巣機能に不可欠と考えるのが妥当であろ

う．従って，Br長期投与によりBrの効果が劣化し

たり，新たな不妊因子が誘発される機序は，Br投与

でPRLが抑制された状態が長期に亘ることにより，

生理的至適濃度以下に抑制されていた症例において

は不均衡が生じ，卵巣機能が障害される形で具現化

し，新たな不妊因r一が出現するものであろうと考え

られた．

まとめ

①Br投与が長期に及ぶほど，妊娠率などの治療効果

　は劣化し，i頸管粘液不全や黄体機能不全などの新

　たな不妊因子が出現しやすい．

②その機序は，長期に亘るPRL抑制により，PRLの

　生理的な卵巣への作用が障害され，2次的に卵巣

　機能が障害されるためと考えられた．

③従って，高PRL状態を抑制するためにBrを用い

　る場合，連用が1年を越えたときは治療方針の再

　検討が必要であり，2年に達した場合は投与を中

　止する必要があろう．

（本論文の概要は，昭和63年第76回目本産科婦人科

学会関東連合地方部会総会において発表した．）
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Astudy　on　the　relationship

between　the　duration　and

the　effectiveness

of　administration

of　bromocriptine

　　　Taiji　Tsuj　i，　Masato　Nishida，

Takeshi　Kubo　and　Hirokazu　Iwasaki

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　Institute　of　Clinical　Medicine，

　　　　　　　　University　of　Tsukuba，

　　　　　　　　　　Ibaraki　305，　Japan

　　　（Director：Prof．　Hirokazu　Iwasaki）

　　It　is　well－known　that　bromocriptine　is　effective

for　the　hyperprolactinemia　and　the　occult　hyper－

prolactinemia，　However，　there　are　no　definite　the－

ories　as　to　why　some　cases　of　them　fail　to　conceive

subsequently　in　spite　of　being　Placed　on　a　bromo－

criptine　therapy　daily　for　2　years．　This　study　aimed

to　clear　the　relationship　between　the　duratiorl　and

the　effectiveness　of　administration　of　bromo－

criptine　and　to　reevaluate　the　first　lines　for　better

bromocriptine　therapy．　This　included　180　patients

who　were　placed　on　bromocriptine　daily　at　the

sterility　clinic　in　University　of　Tsukuba　Hospital．

The　shorter　the　duration　of　administratiQn，　the

higher　the　rate　of　pregnancy　was　recorded．　The

highest　rate　was　28．1％ill　shorter　than　or　equal　to

Y2　year．　The　longer，　the　more　factors　to　disturb　the

pregnancy　were　detected　anew：Cervical　mucus
deficiency，　Lutein　insufficiency，　and　Anovulation．

These　factors　were　suspected　due　to　a　bromo－

criptine　therapy．　The　highest　rate　was　25．6％in　the

therapy　sustained　over　2　years　or　more．　These

results　suggested　that，　in　the　bromocriotine　ther・

apy，　if　the　duration　of　administration　is　Ionger　than

lyear，　new　sterility　factors　must　be　detected，　and　if

it　is　longer　than　2　years，　the　prescripsion　must　be

stopped　and　the　reevaluation　of　the　patient　must　be

needed、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990．年6月14日）
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THE　ROLE　OF　SERUM　FREE

TESTOSTERONE　AND　INSULIN

IN　WOMEN　WITH　DISORDERS

OF　OVULATION

Toru　TAKEUCHI，　Osamu　NISHII，　Takashi　OKAMURA，

　　　　Tsutomu　YAGINUMA　and　Takashi　KAWANA

　　　　　　　　　　　　　Department　of　Obsterics　and　Gynecology，

Faculty　of　Medicine，　University　of　Tokyo，　at　Mejirodai，　Tokyo　112，　Japan

　　Abstract：This　study　was　designed　in　order　to　clarify　the　role　of　serum　free　testosterone（T）and

insulin　in　women　with　disorders　of　ovulation．　Serum　total　T，　free　T，　estradiol，　estrone，

gonadotropins，　insulin　and　glucose　were　measured　ill　ll　normal　women　during　the　follicular

phase，1101igornenorrheic　and　23　amenorrheic　womel1，　but　none　who　had　hyperprolactinemia．

Serum　total　T　levels　in　a1145　sublects　ranged　froln　O．37　to　1．29ng／ml．　The　percentage　and　the　level

of　serum　free　T　rose　abruptly　above　O．7ng／nil　of　serum　total　T，　and，　respectively，1．76±0．09％

（mean±SE），9．4±0．7pg／ml　in　ll　normal　women；1．65±0．07％，8．3±0．7pg／ml　in　ll　patients　with

disorders　of　ovulation（total　T＜0．7ng／ml）；2．65±0．11％（p＜0．001），26．9±1．6　pg／ml（p＜0，001）in　23

hyperandrogenemic　patients（O．7ng／ml≦total　T）．　In　only　hyperandrogenemic　wornen　there　was　a

significant　correlation（p＜0．05）between　serum　luteinizing　hormone　and　free　T　levels，　but　Ilot

total　T．

　　Fasting　basal　levels　of　serum　insulin　were　9．9±2．1μU／ml　in　nomal　women，8．6±1．7μU／ml　ill

patients（total　T＜0．7ng／lnl），12．1±2．0μU／ml　in　patients　with　hyperandrogenemia（〔〕．7ng／ml≦

total　T｝．　There　was　a　positive　correlation　between　insulin　and　free　1’in　patients　with　hyperan－

drogenemia，　on　the　contrary　a　negative　correlation　in　normal　women．

　　In　summary，　a　threshold　effect　was　demonstrated　in　that　the　percentage　and　level　of　serum　free

Trose　abruptly　above　O．7ng／ml　of　total　T，　suggesting　that　the　normal　range　of　serum　total　T

levels　in　women　was　below　O．7ng／ml．　Insulin　may　stimulate　androgen　production　in　ovaries，

resulting　in　disorders　of　ovulation　in　hyperandrogenic　women．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1．　SteriL，36（2），380－388，1991）

Introduction

　　It　is　not　entirely　clear　how　androgens　affect　the

hypothalamic－pitutary・ovarian　axis　of　women．

The　overproduction　of　androgens　in　the　ovaries

inhibits　the　development　of　follicles1～4），　causes

atresia　of　follicles5・6），　and　supPresses　the　function

of　the　corpus　luteumη，　resulting　in　oligomenorr一

hea，　amenorrhea，　short　luteal　phase8）and

infertility9～11）．　Several　investigators　have　been

able　to　demonstrate　that　androgens　inhibit　both

the　hypothalamus　and　the　pituitaryi2’－i4）．　It　is　also

suggested　that　these　effects　of　androgens　on　the

hypothalamus　and　the　pituitary　are　mediated　via

endogeneous　opiates14）．　However，　it　is　also　known

that　chronic　elevation　of　androgens　levels　in
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polycystic　ovary　syndrome（PCO）may　cause　in－

creased　luteinizing　horrnone（LH）secretion．　This

effect　in　PCO　may　be　related　to　aromatization　to

estrogens．　In　recent　years　it　has　been　reported

that　illsulin　or　insulil1－like　growth　factors（IGF）

may　illfluence　androgen　biosynthesis　in　ovaries．

　　In　women　the　androgens　are　produced　by

ovaries　　and　　adrenal　glands，　respectively

controlled　by　LH　and　ACTH．　The　circulating

levels　of　testosterone（T）in　normal　women　are

derived　from　ovaries（25％）and　from　adrenal

glands（25％）；the　remainder（50％）arise　from

peripheral　conversion　of　androstenedione15）．　Since

the　androstenedione　is　secreted　by　ovaries　and

adrenal　glands　in　equal　amountsl6），　half　of　the

circulating　T　may　be　derived　from　ovaries．　About

98％of　circulating　total　T　in　women　is　bound　to

sex　hormone　binding　globulin（SHBG），　albumin

and　cortisol－binding　globulin　（CBG）．　Approxi－

mately　l　or　2％of　circulating　total　T　is　not　bound

to　binding　protein，　the　so－called　free　T　or　unbound

T．The　free　T　is　the　biologically　activated　frac－

tion　of　circulating　Tl7）．

　　In　a　previous　study　we　have　found　the　normal

range　of　serum　total　T　levels　in　women　to　be　less

than　O．7ng／nユl　by　statistical　investigation　of　total

Tlevels　in　normal　womell，　The　present　study　was

designed　in　order　to　confirm　the　normal　range　of

serum　T　levels　from　the　point　of　view　of　serum

free　T，　and　moreover，　to　investigate　the　role　of

free　T　and　insulin　in　patients　with　ovulatory

dysfunction．

Materials　and　methods

　This　study　comprised　ll　normal　ovulatory，11

01igomenorrheic　and　23　amenorrheic　women，　but

none　who　had　hyperprolactinemia．

Apositive　withdrawal　bleeding　following　proges－

tational　medication　was　observed　in　these

patients　with　disorders　of　ovulation．　All　subjects

were　not　obese，　nor　had　clinical　evidence　of　ovar－

ian　enlargements．　None　of　the　subjects　was

receiving　any　medication．　Eleven　normal　women

（control　group），　aged　19　to　36，　had　a　history　of

regular　menses（cycle　intervals　of　25　to　35　days）．

The　blood　samples　were　obtained　during　the　early

follicular　phase　of　the　menstrual　cycle．　In　al1
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subjects　gonadotropin　releasing　hormone（GnRH）

tests　were　performed　by　administering
intravenously　100μg　of　GnRH，　and　the　blood

samples　were　obtained　at　O　and　30　min．　In　patients

with　hyperandrogenemia（0．7ng／ml≦total　T）dex－

amethasone　suppression　tests　were　performed　by

adIninistering　orally　lmg　of　dexamethasone　every

day　for　seven　days　in　order　to　determine　whether

the　main　origin　of　T　secretion　excess　was　adrenal

or　ovarian．　The　blood　samples　were　obtained

before　and　after　the　administratiol1．　The　serum

samples　were　separated　by　centrifugation　and

stored　at－30℃　until　assayed．　Two　out　of　23

patients　with　hyperandrogenemia　were　slightly

hirsute．　but　the　others　were　not　hirsute．

　　Serum　T，　estradiol（E2），　estrone（El），　LH，　folli－

cle　stimulating　hormone（FSH）and　insulin　were

measured　by　radioimmunoassay（RIA）．　Serum

levels　of　T　and　E2　were　assayed　with　T－or　E2・

Direct　1251－RIA　kits（SORIN　BIOMEDICA，　Fran－

ce）．　Serum　levels　of　EI　were　assayed　with　an　RIA

using　3H－El　and　antiserum　against　Er17っxime・

BSA　after　ethylether　extraction　of　serum　samples

and　columm　chromatography．　Serum　levels　of　LH

and　FSH　were　assayed　with　LHっr　FSH－1251・RIA

kits（Daiichi　Radioisotope　Co．　Ltd．，　Japan）using

2nd　IRP－HMG　as　a　standard．　Fasting　basal　levels

of　serum　insulin　and　glucose　were　assayed　with

Pharmacia　Insulin　RIA　kit（Pharmacia，　Sweden）

and　Glucose　C－Test（Wako，　Japan）in　seven　nor－

1nal　women　and　22　patients　with　disorders　of

OVulation．

　　Serum　free　T　was　determined　by　a　centrifugal

method　using　the　MPS－3　Micropartition　System

with　YMT　membralle（Amicon　Corp．，　USA）as

previous正y　describedi8〕．　Purified　（1，2，6，7－3H）－T

（specific　activity　88　C，／mrnol；Amersham　Japan）

was　used　as　a　tracer．　The　3H－T（4．5×104dpm）and

600μlof　undiluted　serum　were　mixed　and　incubat・

ed　at　37℃for　l5min．　Fifty、μ10f　the　mixture　was

taken　for　counting　radioactivity　（total　counts）．

The　remainder｛550μ1）was　pipetted　into　the　MPS－

3devices，　allowed　to　pre・equilibrate　for　60　min　at

37℃，and　centrifuged　at　1000×gfor　five　min　using

apre－warmed　fixed　angle（35°）head　rotor．　Fifty

μlof　the　ultrafiltrate（filtrate　counts）and　50μlof

the　serum（backgrourld　counts；BKG）were　count一
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ed　for　radioactivity．　The　percentage　and　the

leveles　of　free　T　ill　serum　were　calculated　as

follows；

Free　T％＝（filtrate　counts－BKG）×100／（totaI

counts－BKG）

Free　T　levels＝Total　T　levelsxFree　T％／100

　　1n　each　horrnone　assay　the　intra－and　inter－assay

coefficients　of　variations　were　below　lO％．

　　All　results　obtained　in　this　study　were　expres－

sed　as　mean±standard　error　of　the　mean，　and

analyzed　statistically　by　Student’s　t　test．

Results

　　The　main　origin　of　T　secretion　excess　in　23

patients　with　hyperandrogenemia（0．7ng／ml≦T）

was　decided　according　to　the　criteria　shown　in

Table　1．　The　main　orgin　was　ovarian　in　16

Patients，　ovarian　and　adrenal　in　seven　patients，

but　adrenal　in　no　one．

　The　results　for　each　hormone　level　are　shown　in

Table　l　Assessment　of　the　origin　of　testosterone（T）

　　　　　　　excess　in　hyperandrogenic　women　by

　　　　　　　dexalnethasone（DXM）suppressioll　test．

一一

Serum　T　levels（119／ml）

Difference　between

pre・and　post－DXM
Post・DXM

Origin

≦0．35 ＞0，35 　　　　，
Ovarlan

＞0。35 ≦0．35 adrenal

＞0。35 ＞0．35

　　　　oovarlan
　　＆

adrenal

Table　2．　Serum　total　T　level　was　O．54±0．03ng／ml

in　normal　women，α49±0．03ng／ml　in　patients

with　disorders　of　ovulation　without　hyperan－

drogenemia（T〈0．7ng／ml）and　l．02±0．04ng／ml　in

patients　with　hyperandrogenemia（0，7ng／ml≦T）．

The　percentage　and　level　of　serum　free　T　were　1．

76±0，09％and　9．4±0．7P9／rnl，　respectively，　ill　nor－

mal　women；1．65±0．07％and　8．3±0．7pg／ml　in

patients（T〈0．7ng／m1）；2．65±0．11％and　26．9±1．

6pg／ml　irl　patients　with　hyperandrogenemia（0．

7ng／ml≦T）．　Serum　total　T　level，　free　T％and

free　T　level　were　significantly　higher（p＜0．001），

respectively，　in　patients　with　hyperandrogenemia

than　in　normal　women．　Those　in　patients　without

hyperandrogenemia　tended　to　be　lower　compared

with　those　in　normal　women．　Serum　LH　level　was

significantly　higher　in　patients　with　hyperan・

drogenemia　than　in　normal　women，　There　was　no

significant　difference　in　serum　FSH　and　E21evels

between　the　control　group　and　each　patient　group．

However，　serum　FSH　alld　E21evels　in　patients

without　hyperandrogenemia　tended　to　be　lower

compared　with　those　in　the　other　two　groups．

Serum　El　level　was　significantly　higher（p＜0．05）

in　patients　with　hyperandrogenemia　than　in　the

other　two　groups，

　　The　results　of　GnRH　tests　and　LH／FSH　ratios

are　shown　in　Table　3．　The　responses　of　LH　in

patients　after　the　administration　of　GnRH　were

significantly　increased，　especially　in　patients　with

hyperandrogenemia　（p＜0．001）compared　with

those　in　the　controls．　No　significant　difference

was　obsered　in　the　responses　of　FSH　between

individual　groups，　LH／FSH　ratios　of　the　basal

levels　were　significantly　higher　（p＜0．001）ill

patients　than　in　the　controls．

　　The　relationship　of　serum　free　T％tく）serum

tota1　T　levels　was　analyzed　as　demonstrated　in

Fig．1．　Free　T％rose　abruptly　above　O．7ng／ml　of

total　T．　Its　increase　was　significant（p＜0．01）．

Serum　free　T　levels　in　all　subjects　are　plotted

against　serunl　total　T　levels　in　Fig，2．　If　these　plots

were　subdivided　into　two　groups　having　more　and

less　than　O．711g／ml　of　total　T，significant　positive

correlation　was　observed　in　each　group（p＜0．01）．

These　data　were　also　analyzed　as　demonstrated

in　Fig．3．　Free　T　levels　rose　significantly　above　O．

7ng／ml　of　total　T　compared　with　those　below　O．

7ng／ml　of　total　T（p＜0．001）．

　　Serum　LH　levels　are　plotted　against　free　T

levels　in　Fig．4．　There　was　a　significant　correlation

（p〈0．05）between　LH　and　free　T　in　hyperan－

drogenic　patients，　but　not　between　LH　and　total

T．

　　Table　4　shows　fasting　basal　levels　of　serum

insulin　and　glucose　in　seven　normal　wolnen　and　22

patients．　Fasting　basal　insulin　levels　were　9．9±2．

1μU／ml　in　normal　women，8．6±1．7μU／ml　in

patients（T＜0．7ng／ml）and　12．1±2．0μU／ml　ill

patients　with　hyperandrogenemia（0．7ng／ml≦T）．

Fasting　basal　insulin　level　terlded　to　be　higher　in

patients　with　hyperandrogenemia　than　in　nomal
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Table　2 Total　and　free　testosterone（T），　LH，　FSH，

patients　with　disorders　of　ovulation．

estradiol　and　estrone　levels　ill　serum　of　norma］women　and

N
To亡al　T

（ng／ml）

Free　T

（％）

Free　T

（P9／m1）

　　LH

（lnIU／ml）

　FSH
（mlU／m1）

Estradio1

（P9！m1）

Estrone

（P9／m1）

Normal　Women 11 O．54±0．03 1．76±0．09 9．4±0．7 15，9±2．4 9．6±1．2 67．2±14．1 74，2士ll．6

　　Patients

（T＜0．7ng／ml＞
11 O．49土〔｝．〔｝3 1．65±0．07 8．3±0．7 19．1土3．0 6．8±12 36．9±3．9 54．8士6．9

　　Patients

（0．7ng／ml≦T）
23 1．02±0．04a 2．65±O，1P 26．9土1．6a 37．2±3．6≡監 10．4±0．6 61．4±9．8 106，0±9．311

All　values　are　expressed　as　mean±SE

a二P〈0．001，b：P＜0．05，　when　compared　with　the　values　of　norrnal　women．

Table　3 Responses　of　LH　and　FSH　to　GnRH　and　LH／FSH　ratiQs

disorders　of　ovulation．

in　normal　women　and　patients　with

LH（mIU／ml） FSH（mlU／m1） LH／FSH
　ratio

（Omin．）
N

Olnin． 30min． Omin． 30min．

Normal　Women 11 15．9±2．4 65．7±7．7 9．6±1．2 17．8±1．9 1．64±0．15

　　Patients

（T＜0．7ng／m1）
11 19．1±3．0 124±29．4b 6．8土1．2 14．3±2．3 3．05士0．30a

　　Patients

（0．7ng／lnl≦T）
23 37．2±3．6モ重 237．O±36．2a 10．4±0．6 22．8±2．4 3．59±0．38a

All　values　are　expressed　as　rnean±SE．

a：p＜0．00／，b：p〈0．025，　when　compared　with　the　values　of　normal　women．

T：Testosterone
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　　　　　one％was　observed　above　O．7　ng／ml　of　total

　　　　　testosterone（p〈O．Ol），
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Fig，2Correlation　between　total　and　free　testosterone

　　　　　Ievels　in　serum　of　women．　There　was　a　signifi－

　　　　　cant　positive　correlation（p＜0．01）between　totaI

　　　　　and　free　testosterone　levels，

women．　Fasting　glucose　Ievel　in　each　group　was

similar　one　another．　Seruln　insulin　levels　in　29

women　are　plotted　against　serum　free　T　levels　in
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Fig．5．　In　normal　women　and　patients（T＜（）．7ng／

m1）insulin　level　was　negatively　correlated　with

free　T　level」ll　contrast，　i！1　patients　with　hyperan－

drogellemia　insulin　level　was　positively　cQrrelated

with　free　T．

Φ

仁

o
L
Φ

Pの
o
Pの
Φ

卜

Φ

①
し

L」．

P9／ma

30

20

10

0

mlU／m2

80

P〈O．001

SE

iin＝gii in＝11i　lin＝＝8ii iin＝7ii in＝10i

評〆・
挙〆・惑・黛㊥〆・き〆・ρ

　　　　　　　　　　　Total　Testosterone

60

工
」　40

20

Y＝0，48X十13．3

r＝O．125（NS）

N＝22

　　　　　　　■

　　　　　♂・

　　●　　　●●

　　●●　　t●
　　　・●●

　　　　・t

日’不妊会誌　36巻2．号

0

Y・＝1．1アX十7．01

r・・＝0．437（P〈0．05）

N＝23

ng／m2

●

●

●

●

Fig，3Relationship　between　total　and　free　test〔｝ster－

　　　　　one　levels　in　serum　of　wolnel1．　A　threshold

　　　　　effect　of　free　testosterone　levels　was〔）bserved

　　　　　above　O．7　n9／ml　of　tatal　testosterone　（P＜0．

　　　　　Ol〕1）．

Table　4　Fasting　basal　Ievels　of　serum　ilisulin　and

　　　　　　　gluc　os　e　im－）rmal　wornen　and　patients　with

　　　　　　　disorders　of　ovulation．

N
Fasting　BasaI

　　Insulln

　（μU／ml）

Fasting　Blood

　Glucose

（mg／dl）

Normal　Women 7 9．9±2．1 75．9±6．8

　　Patients

（T〈0．7ng／mD
5 8．6±1．7 77．2±3．3

　　Patierlts

（0．7ng／ml≦T）
17 12．・1±2．O 79．7土3．2

10 20 30 40　P9／m2

　　　　　　　　　　　　　　　　　Free　Testosterone

　　　Fig．4COrrelatiOn　betWeen　LH　and　free　teStOSterOne

　　　　　　　　levels　in　serum　of　women．　There　was　a　signlfi－

　　　　　　　　cant　correlation　in　hyperandrogenic　womell

　　　　　　　　（pく0．05）．

μu／me
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Fig．5Correlation　between　fasting　basal　insulin　and

　　　　　free　testosterone　levels　in　serum　of　women．

　　　　　There　was　a　positive　correlation　in　hyperan－

　　　　　dro黛enic　patients（0．7　ng／ml≦T）and　a　negative

　　　　　correlation　in　women　with　the　normal　range（）f

　　　　　total　T（T＜0．7　n9／ml）．

1）iscussion

　　It　is　known　that　amenorrhea，　oligomenorrhea，

irregular　menstrual　cycles，　luteal　insufficiency，

infertility　and　hirsutism　are　frequently　associated

with　hyperandrogenism．　Hirsutism　is　not　obser－

ved　so　often　in　Japan　as　in　Europe　and　America．

In　this　study　hirsute　patients　were　accounted　for

（mly　9％of　the　patiellts　with　hyperandrogenemia．

　　Dexamethasone　suppression　test　was　used　for

assessment　of　the　main　（）rigin　of　T　secretion　in　23

patients　with　hyperandrogenemia　accordillg　to

the　criteria　shown　in　Table　1．　This　criterion　was

used　assulning　that　half　of　the　circulating　T　was
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derived　from　ovaries　and　that　the　normal　range　of

serum　total　T　levels　in　women　was　less　than　O．

7ng／ml．　However，　since　dexamethasone　suppres－

ses　not　only　the　adrenal　cortex　but　also　sol丁le

functions　of　the　ovary　according　to　Janata　et　aLl9）

and　Kirschner　et　a1．2°），　the　routine　use　of　dex－

alnethasone　for　assessment　of　hyperandrogenism

might　not　always　be　justified．　In　this　study　the

origin　of　androgen　excess　was　ovarian　i1116

patiellts，　and　ovarian　and　adrenal　in　17　patients．

The　overproduction　of　T　was　derived　at　least

from　the　ovaries　in　all　the　patients　with　hyperan・

drogenemia．

　　GnRH　tests　were　performed　on　all　subjects．　In

patients　with　hyperandrogenernia　the　basal　LH

levels　were　significantly　elevated　and　the　pitui－

tary　sensitivity　to　exogenous　GnRH　was　also

significantly　heightened，　compared　with　those　in

normal　women．　However，　the　basal　levels　and　the

responses　of　FSH　were　relatively　constant

compared　with　those　in　normal　wotllell．　This

disparity　between　LH　and　FSH　release　in　the

patients　may　be　due　to　increased　follicular　in－

hibin，　resulting　in　selective　inhibition　of　FSH

release．　In　patients　without　hyperandrogenemia

the　responses　of　LH　to　GnRH　were　also　signifi－

cantly　increased　compared　with　those　in　normal

women，　but　basal　LH　levels　were　not　significantly

higher．　In　such　patients　the　basal　levels　and

responses　of　FSH　tended　to　be　low　in　comparison

with　those　in　nolmal　women．　The　disparity

between　LH　and　FSH　release　was　also　present　in

almost　all　patients　with　ovulatory　dysfunction

regardless　of　hyperandrogenemia．　The　sigllificant

rise　of　LH／FSH　ratio　in　the　patients　indicated　the

disparity．　According　to　Cumming　et　aL21），　the

increased　LH　release　may　result　from　dissocia－

tion　of　dopaminergic　and　opioidergic　inhibitory

mechanism．　In　this　study　there　was　a　significant

positive　correlation　between　LH　and　free　T　levels

in　patients　with　hyperandrogenemia，　but　not

between　LH　and　total　T．　Thus　the　chronic　eleva・

tion　of　free　T　may　cause　accentuation　of　LH

secretion　directly　or　indirectly，　However，　Serafini

et　aLl3）and　Foster　et　aL22）demonstrated　that

short－term　intravenous　infusion　of　T　inhibited　LH

secretion　and　response　to　GnRH．　It　is　actually

uncertain　how　chrollic　elevation　of　T　in　blood

affects　gonadotropins　secretion．

　　In　our　study　the　mean　level　of　serum　total　T

was　O．54±0．03ng／ml　in　normal　women．　This　level

was　similar　to　that　reported　by　previous　investi－

gators；0．60±0．17ng／ml（Rantala　et　al．）10），0．43±0．

08ng／ml（Radwanska　et　al．）11）．　The　normal　range

of　serum　total　T　levels　in　normal　women　was　less

than　O．7ng／ml　in　this　study．　This　range　was

almost　equal　to　that（＜O．75ng／ml）reported　by

Franks23）．　Free　T％and　free　T　levels　in　normal

women　were　also　nearly　comparable　to　those

reported　by　previous　investigators　i’・24・25〕．　A

threshold　effect　was　demonstrated　in　that　the

percentage　and　the　levels　of　free　T　rose　signifi－

cantly　above　O．7ng／ml　of　total　T　as　shown　irl　Fig．

12，3．The　increase　of　free　T　might　imply　that　the

normal　range　of　serum　total　T　in　women　was　less

than　O．7ng／ml．　The　elevation　of　free　T　might　be

due　to　decreased　SHBG　levels　in　blood　as　dernon－

strated　by　several　investigators26～i8）．　It　is　known

that　the　production　of　SHBG　in　liver　is　increased

by　estrogens　and　reduced　by　androgens．　There－

fore，　SHBG　Ievels　in　blood　are　decreased　in　hyper－

androgenic　women．　The　chronic　elevation　of　free

T，which　is　a　biologically　activated　fraction，　rnay

affect　the　hypothalamic－pituitary－ovarian　axis　of

women　and　result　in　ovulatory　dysfunction．

　　In　the　present　study　the　percentage　and　the

levels　of　free　T　were　not　elevated　in　patients

without　hyperandrogenemia．　In　addition，　serum

total　T，　E2，　EI　and　FSH　levels　tended　to　be　lower

in　such　patients　than　in　normal　women　as　shown

in　Table　2．　It　is　speculated　that　the　mechanism　of

ovulatory　dysfunction　in　patients　without　hyper－

androgenemia　was　different　from　that　in　patients

with　hyperandrogenemia．　Such　a　difference　in

abnormality　of　ovarian　steroidogenesis　might　be

due　to　a　difference　of　cause　inducing　ovulatory

dysfunction．

　　Recently　interesting　roles　for　insulin，　IGF，　tras－

forming　growth　factorβ　（TGFβ），　epidermal

growth　factor（EGF），　inhibin　and　activin　in　ovar－

ian　steroidogenesis　have　been　suggested23・29）．　In

this　study　fasting　basal　insulin　tended　to　be　higher

ill　patients　with　hyperandrogenelnia　than　in　nor－

mal　women，　but　to　be　Iower　in　patients　without
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hyperandrogenemia，　Moreover，　a　negative　corre－

lation　between　basal　insulirl　and　free　T　was　obser・

ved　in　the　women　in　whom　total　T　levels　were　less

than　O．7ng／ml，　but　conversely　a　positive　correla－

tion　was　observed　in　patients　with　hyperan－

drogenemia　as　shown　in　Fig．5．　Burghen　et　aL30）

and　Chang　et　a1．31）have　previously　reported　that

the　mean　basal　insulin　level　in　PCO　patients　is

significantly　higher　than　that　found　in　normal

control　and　that　a　significant　positive　correlation

exists　between　serum　T　and　basal　insulin．　Adash玉

et　aL32），　Poretsky　et　aL33）and　Barbieri　et　aL34）

have　demonstrated　that　insulin　and　IGF・Istimu－

late　androgen　production　in　ovaries　by　augment－

ing　the　response　of　theca　cells　or　stromal　cells　to

LH，　Furtherrnore，　since　insulin　can　suppress

SHBG　production　in　Iiver35｝，　free　fraction　of　T　in

blood　may　increase　in　hyperinsulinemic　women．

Smith　et　al．36）have　reported　that　significant　posi－

tive　correlations　exist　between　fasting　serum　insu・

lin　and　both　androstenedione　and　T　levels，　and

that　a　negative　correlation　exists　between　fasting

insulin　and　dehydroepiandrosterone　sulfate　levels．

Nestler　and　colleagues37・38）have　also　reported

that　hyperinsulinemia　can　cause　a　decline　ill

serurn　dehydroepiandrosterone　sulfate，　suggesting

that　insulin　may　inhibit　adrenal　androgen　produc－

tion，　but　stimulate　ovarian　androgen　production，

The　role　of　insulin，　IGF，　TGF一β，　EGF，　inhibin　and

activin　in　ovarian　function　will　be　the　focus　of

future　research．

　　In　summary，　a　threshold　effect　was　delTlollstrat－

ed　ill　that　the　percentage　and　the　levels　of　serum

free　T　rose　abruptly　above　O．7ng／ml　of　serurn

total　T．　There　was　a　significant　positive　correla－

tion　between　LH　and　free　T　ill　the　hyperan－

drogenic　women，　suggesting　a　role　for　free　T　ill

the　disparity　of　gonadotropins　release　directly　or

in　directly，　Ovulatory　dysfunction　can　be　classi－

fied　as　being　hyperandrogenernia　or　not．　Insulin

may　stimulate　androgen　production　ln　ovarles，

resulting　in　disorders　of　ovulation　ill　hyperan－

drogenic　women．
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　　排卵障害婦人における

血中遊離型Testosterone（T）と

　　　　　Insulinの関連

東京大学医学部付属病院分院産婦人科

竹内　亨　西片　修　岡村　隆

　　柳沼恣川名尚

　11人の正常婦人，34人の排卵障害婦人を対象として，

GnRH　test，　Dexamethasone抑制試験，血清total　T，

free　T，　E2，　E1，LH，　FSH，　Insulinおよび血糖値の測定

を行った．

　free　T％とfree　T値は，血清tota1　T値が0．7ng／

m1以上において有意で急激な上昇を示した．正常婦人

のfree　T％とfree　T値はそれぞれ1．76±0。09％，

9．4±0．7pg／ml，高T血症婦人では2．65±0．11％，

26．9±1．6　pg／mlであった．高T血1症婦人のLHは
total　T値と有意な相関を示さなかったが，　free　T値

とは有意な正の相関を示した．空腹時のInsulin　f直はtll

常婦人が9．9±2．／μU／ml，卵巣由来の高T血症婦人が

12．1±2．OμU／mlであり，さらにlnsulinとfree　Tの

相関では正常婦入で負の相関，高T血症婦人で正の相

関を認めた．

　free　Tの動態から観て血清total　T値の正常ヒ限は，

⑪．7ng／mlである．　InSulinは卵巣からのT産生を促進

し，高T血症性排卵障害を惹起することが示唆された．

　　　　　　　　　　　　（受付：1990年7月10「D
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　　Abstruct：To　evaluate　the　efficacy　of　a　gonadotropin－releasing　hormone　agonist（GnRHa）

treatment　for　in　vitro　fertilization（IVF），　the　results　of　1561VF　cycles　stimulated　with　Buserelin，

intranasally　by　long　protocol（GnRHa　cycles），　were　compared　with　those　of　cycles　stimulated　with

human　menopausal　gonadotropin（hMG）alone（hMG　cycles，72　cycles）．　The　cancellation　rate　was

significantly　lower　in　GnRHa　cycles（16．0％）than　in　hMG　cycles（37．5％，　pく0．01）．　A　premature

luteinizing　hormone　surge　was　successfully　suppressed　in　GnRHa　cycles（1。3　vs　13，9％，　p＜0．001）．

The　number　of　both　recovered　oocytes　and　transferred　embryos　was　significantly　larger　in

GnRHa　cycles（6．8±3．6　vs　4．6±2．6，　p＜0．01　and　3．5±1．9　vs　2．7±1．4，　p〈0．05，　respectively）．　Preg－

nancy　rate　per　stimulation　in　GnRHa　cycles（22．4％）was　significantly　higher　than　that　in　hMG

cycles（9．7％，　p〈0．05）、

　　However，　this　treatment　does　not　necessarily　solve　the　problems　of　hMG　cycles，　which　include

apoor　ovarian　response　to　hMG　and　a　lack　of　synchronized　follicle　growth．　Since　the　improve－

ment　of　pregnancy　rate　in　GnRHa　cycles　is　related　to　the　increased　number　of　embryos　transfer－

red，　countermeasures　to　multiple　pregnancy　and　ovarian　hyperstimulation　syndrome　should　be

increasingly　important．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Fertil．　Ster量1．，36（2），389－395，1991）

Introduction

　　One　of　the　recent　advances　in　in　vitro　fertiliza・

tion　（IVF）　has　been　the　introduction　of

gonadotropin－releasing　hormone　agonists

（GnRHa）into　ovarian　stimulation　regimens．　In

classic　stimulation　regimens　for　IVF　without

GnRHa，　a　premature　luteinizing　hormone（LH）

surge　frequently　occurs　and　this　event　remark－

ably　reduces　the　quality　of　recovered　oocytes，

resulting　in　a　low　pregnancy　rate8・20）．　The　use　of

GnRHa　during　ovarian　stimulation　with　human

menopausal　gonadotropin（hMG）reduces　the　en一

dogenous　secretion　of　gonadotropins，　thus　suc－

cessfully　preventing　the　occurrence　of　a　pre－

mature　LH　surge1β～6・12～18）．　In　a　Iarge　series　of

cycles　stimulated　for　IVF，　GnRHa　have　been

shown　to　offer　several　clinical　advantages，　includ－

ing　　a　　decrease　　in　　the　　rate　　of　cycle

cancellationl・6・12・19｝，　an　increase　in　the　number　of

recovered　oocytes6・12～14・16・19）and　a　synchroniza－

tion　of　the　cohort　of　folliclesi2・14）．　In　addition
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

GnRHa　have　been　employed　for　the　purpose　of

improving　ovarian　response　in　the　poor
responders1・5・13・16・17）．

　　In　the　past　few　years，　GnRHa　have　been　used
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more　and　more　widely，　having　now　become

almost　routine　in　many　IVF　teams4・12・16）．　Buser・

elin，　a　GnRHa　which　is　currently　used　throughout

the　world，　was　on　the　market　in　Japan　in　1988．

Since　then，　our　University　has　had　considerable

experience　in　using　such　agonists．　In　this　paper，

the　results　of　IVF　cycles　stimulated　with　GnRHa

were　evaluated，　vis・a－vis　those　of　a　conventional

stimulation　regimen　using　hMG　alone，　with　the

aim　of　assessing　efficacy　of　the　GnRHa　treatment

in　IVF．

Materials　and　Methods

Patients

　　Atotal　of　l17　infertile　couples　participating　in

our　IVF　program　were　studied．　The　mean　age　of

the　female　subjects　was　32．6　years（with　a　range

of　26　to　42　years）and　the　mean　length　of　infer・

tility　periods　was　6．5　years（with　a　range　of　3　to　l8

years）．　The　indications　for　IVF　were　tubal　in　54

patients，　male　in　26，　endometriosis　in　18，　im・

munologic（female）in　7，　and　unexplained　in　12．

From　November　1987　to　June　1988，72　cycles　in　68

patients　were　stimulated　by　means　of　a　stimula－

tion　regimen　using　hMG　alone（hMG　cycles）．　The

GnRHa　was　introduced　into　our　stimulation　regi－

men　in　March　1989，　and　in　all　stimulations　we

have　adopted　a　combination　of　GnRHa　and　hMG

since　July　1989．　From　March　to　December　1989，

156cycles　in　98　patients　were　stimulated　with　this

combination　regimen（GnRHa　cycles）．　During　this

series，49　patients　underwent　stimulations　with

both　of　the　two　protocols．

OvaZi’an　stimulation

　　In　the　regimen　of　stimulation　with　hMG　alone，

1501U　of　gonadotropins（Pergonal，　Serone　or　hMG

Nikken，　Nikken　Kagaku）were　administered
daily，　beginning　on　the　third　day　of　menstruation．

Ultrasonographic　assessment　of　follicular　devel－

opment　by　intravaginal　apProach　and　serial

serum　LH　determinations　were　performed　daily

from　day　7．　Ten　thousand　units　of　human　chor－

ionic　gonadotropin（hCG）was　administered　when

aminimum　of　two　follicles　reached　the　size　of

l8mm　or　more　in　maximal　diameter　and　when　the

ultrasonically　represented　thickness　of　the　en－

dometrium　reached　10mm　or　more．　The　therapy

was　generally　cancelled　when　there　were　only　one

or　two　mature　follicles　to　be　aspirated，　and／or

when　serum　LH　levels　had　increased　above　25

mIU／ml　prior　to　when　the　size　of　the　leading

follicle　had　met　the　above　criteria．

　　In　the　combination　regimen　of　GnRHa　and

hMG，　the　GnRHa　used　was　D－Ser（TBU）6－

ethylamide－GnRh　（Buserelin，　nasal　spray，　Su－

precur，　Hoechst　Japan）．　Three　hundred　micro－

grams　of　the　peptide　were　administered
intranasally　every　8　hours，　beginning　in　the　mid－

luteal　phase　of　the　previous　cycle．　Ovarian　stimu－

lation　with　hMG　was　started　on　the　second　day　of

menstruation，　when　the　suppression　of　ovarian

activity　was　confirmed　by　the　absence　of　folli－

cles＞10mm　on　that　day．　In　several　cycles，　the

administration　of　GnRHa　was　continued　for　more

than　three　weeks　until　ovarian　stimulation　was

started．　The　initial　dose　of　hMG　was　2251U　per

day　in　the　first　treatment　cycle　of　patients，　and

the　dosages　increased　in　the　next　treatment　cycle

in　case　that　the　previous　response　of　the　patients

had　been　shown　to　be　poor．　The　timing　of　hCG

administration　was　decided　by　the　same

ultrasonographic　criteria　as　that　in　hMG　cycles．

The　GnRHa　administration　was　continued
throughout　the　phase　of　hMG　administration　and

stopped　on　the　day　of　hCG　injection．

Methods　OfハてF

　　Thirty－four　hours　after　the　hCG　injection，

oocytes　were　obtained　by　transvaginal　echoguid－

ed　follicle　aspirations．　Spermatozoa　was　prepared

using　the　swim－up　technique　and　inseminated　at

the　concentration　of　10×104／ml．　The　medium

used　for　culture　was　HCO3－buffered　human　tubal

fluid　medium，　supplemented　with　10％　heat－

inactivated　patient’s　serum．　All　culture　was　car－

ried　out　in　a　humidified　atmosphere　of　5％CO2，

5％02，and　90％N2　at　37℃．　The　morphology　of

fertilized　or　unfertilized　oocytes　was　assessed　14

to　l6　hours　after　insemination．　Embryo　transfer

was　performed　46－48　hours　following　insemina－

tion．　The　embryos　used　for　transfer　were　then

selected　according　to　their　morphology　and　the

embryos　which　showed　blastmeres　of　almost

equal　size　with　absent　or　small　fragmentation

were　rated“good”．　Usually，　up　to　four　embryos
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were　transferred　per　cycle，　but　when　the　mor・

phological　appearance　of　embryos　was　less　opti－

rnal，　more　than　four　embryos　were　transferred．

The　luteal　function　was　suppored　by　inlection　of

20001U　of　hCG，　on　O，4and　7　days　after　transfer，

Pregnancy　was　determined　by　hCG　test（Testpak，

Dinabot）on　day　14　after　transfer．

AssaJ／

　　Serum　LH　was　measured　by　an　enzyme　im－

munoassay（Elmotec－LH，　Mochida），　with　interas－

say　and　intra－assay　coefficients　of　variation　at

40mIU／ml　of　12．7％and　6．9％，　respectively．　The

sensitivity　was　5．OmlIU／m1．　Refernce　LH　prepara．

tion　was　the　World　Health　Organization　2nd　IRP－

hMG．
Statistics

　　Means　were　expressed　with　standard　deviation

and　compared　by　Student’s　t・test．　Proportions

were　compared　by　x2－test．　Statistical　significance

was　assessed　at　5％Ieve1，

Results

　　Although　the　patients　was　not　randomly

selected　in　this　study，　the　patient　population　was

almost　similar　between　the　two　cycles．　There　was

no　change　in　the　laboratory　procedure　of　IVF

throughout　this　study．　Table　l　shows　the　results

of　ovarian　stimulation　in　GnRHa　cycles　and　hMG

cycles．　The　duration　of　hMG　administration　and

the　number　of　ampules（751U／ampule）of　hMG

required　for　stimulation　were　remarkably　higher

in　GnRHa　cycles　than　in　hMG　cycles（8．1±1．4　vs

6．5±1．5days，　p＜0．001，　and　21．8±3，8　vs　13．0±3．O

ampules，　p＜0．01．　respectively）．　The　rate　of　can－

cellation　was　lower　in　GnRHa　cycles　than　in　hMG

cycles（16．O　vs　37．5％，　p＜0．01）．　This　improvement

was　mainly　due　to　the　almost　complete　suppres．

sion　of　a　premature　LH　surge　in　GnRHa　cycles

compared　to　hMG　cycles（1．3　vs　l39％，　p＜0．001）．

The　rate　of　cancellation　due　to　poor　ovarian

response　was　lower　in　GnRHa　cycles，　but　this　was

not　significant（14．7％vs　23．6％，　n，　s．）．　A　trend　was

seen　toward　a　greater　number　of　both　total

recovered　oocytes　per　aspiration　（6，8±3．6）　and

preovulatory　oocytes（5ユ±2．8）in　GnRHa　cycles

than　in　hMG　cycles（46±2．6，　p＜0．001　and　3．4±2．

0，p＜0．001，　respectively）．　Mean！evel　of　serum　LH

on　the　day　of　hCG　administratioll　in　hMG　cycles

（14．5±7．8mIU／ml）was　significantly　（p＜0．01）

higher　than　that　in　GnRHa　cycles（9．2±4．8mlU／

m1）．

　　Table　2　shows　the　results　of　embryo　transfer　in

GnRHa　cycles　and　hMG　cycles．　The　number　of

embryos　per　transfer　was　significantly　higher　in

GnRHa　cycles（3．5±1．9）than　in　hMG　cycle（2．7±

1，4，P〈0．05）．　In　the　35　pregnancies　obtained　in

GnRHa　cycles，30（85．7％）were　clinica1，　including

in　12　multiple　pregnancies．　In　the　7　pregnancies　in

hMG　cycles，6（85．7％）were　clinical，　including　one

triplet　pregnancy．　The　rate　of　clinical　pregnancy

per　total　pregnancies　was　similar　between　the　two

cycles．　The　rate　of　pregnancy　was　higher　in

GnRHa　cycles，　but　statistically　significant　differ－

ence　was　shown　only　in　the　rate　per　stimulation

Table　l　Results　of　ovarian　stimulation、

GnRHa　cycIes hMG　cycles

Number　of　patients

Number　of　stimulations

Duration　of　stirnulation（days）＊

Number　of　ampules　of　hMG＊

Number　of　cancellations

　poor　ovarlan　responses

　prernature　LH　surges

Number　of　aspirations

LH　levels　on　the　day　of　hCG（mIU／ml）＊

Number　of　oocytes　per　aspiration＊

Nurnber　of　preovulatory　oocytes

　　　　98

　156（100％）

　8．1±1．4ぐ

　21．8±3．8c

　25（16．0％）b

　23（14．7％）a

　2（　1．3％）c

l31（84．O％）b

　l4．5：ヒ7，8b

　6．8±3．6c

　5．1±2．8c

　　　68

72（100％）

6，5±1．5

13．0±3．0

27（37．5％）

17（23．6％）

10（13．9％）

45（62．5％）

9．2±4．8

4．6±2．6

3．4±2．0

＊mean±standard　deviation，　a，　not　significant．　b，　p＜0．01．　c，　p〈0．001．
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（22．4vs　9．7％，　p〈0．05）。　The　incidence　of　severe

ovarian　hyperstimulation　syndrome（OHSS），　for

which　the　patients　should　be　hospitalized，　was

observed　in　6．9％of　GnRHa　aspirated　cycles　and

in　2．3％of　hMG　cycles．　Majority　of　the　cycles

w童th　severe　OHSS　were　associated　with　preg－

nancy，　and　22．9％of　pregnancies　in　GnRHa　cycles

and　14．3％in　hMG　cycles　were　complicated　by

this　syndrome．

　　Table　3　shows　quality，　fertilization　and　devel・

opment　of　recovered　oocytes　in　GnRHa　cycles

and　hMG　cycles、　The　cycles　in　which　fertilization

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Table　2

日不妊会誌　36巻2号

did　not　occur　due　to　poor　quality　of　semen　were

excluded　from　this　analysis．　In　GnRHa　cycles，74．

0％　of　recovered　oocytes　were　classified　as

preovulatory，　a　figure　comparable　to　that　of　hMG

cycles（67，8％）．　The　proportion　of　oocytes　which

fertilized　and　gave　normal　embryos　were　almost

identical　between　the　two　cycles（63．1　vs　65．1％，　n．

s。，and　33．2　vs　28．9％，　n．　s．，　respectively）．　In　both

GnRHa　and　hMG　cycles，　almost　the　same　percent・

age　of　recovered　oocytes　were　implanted　and

developed　into　fetuses（5．7　vs　53％，　n．　s．）．

Results　of　embryo　transfer

GnRHa　cycles hMG　cycles

Number　of　transfers

Number　of　embryos　per　transfer

Number　of　pregnancies

　　Clin童cal　pregnancies

　　　Single

　　　Twin

　　　Triplet

　　　Missed　abortion

　　　Ectopic　pregnancy

　　Chemical　pregnancies

Pregnancy　rate”＊per　stimulation

　　　　　　　　　　　　　　　　per　aSplratlon

　　　　　　　　　　　　　　　　per　transfer

Ovarian　hyperstimulation（severe　cases）

　　per　aSplratlon

　　per　pregnancy

　　　　　110

　　　3．5±1．9b

　　　　　　35（100％）

　　　　　　30（85．7％）a

　　　　　　15

　　　　　　　8

　　　　　　　4＊＊

　　　　　　　2

　　　　　　　1

　　　　　　　5（14．3％）a

22．4％b（19．2％）b

26．7％a（22．9％）a

31．8％a（27．3％）a

　　　　　　　9

　　9／131（6。9％）a

　　8／35（22．9％）a

　　　　　32

　　2．7±1．4

　　　　　　7（100％）

　　　　　　6（85．7％）

　　　　　　5

　　　　　　0

　　　　　　1

　　　　　　0

　　　　　　0

　　　　　　1（14．3％）

　9，7％（　8．3％）

15．696（13．3％）

21．8％（18．8％）

　　　　　　1

　1／44（2．3％）

　1／7（14．3％）

　　　＊

　　＊＊

＊＊＊

mean±standard　deviation．　a，　not　significant．

including　one　case　of　quartet

（　）clinical　pregnancy　rate

b，p〈0．05。

Table　3 Quality，　fertilization　and　development　of　recovered　oocytes．　The　cycles　in　which　fertilization　did　not

occur　due　to　poor　quality　ef　semen　were　excluded　from　this　analysis．

GnRHa　cycles（n＝115） hMG　cycles（n＝35）

Number　of　recovered　oocytes

Number　of　preovulatory　oocytes

Number　of　fertilized　oocytes

Number　of　triploids

Number　of　transferred　embryos

Number　of　good　embryos

Number　of　amniotic　sacs

Number　of　live　fetuses

778（100％）a

576（74．0％）a

491（63．1％）a

　47（　6．0％）a

367（47．2％）a

258（33．2％）a

　48（　6．2％）a

　44（　5．7％）a

152（100％）

103（67．8％）

　99（65．1％）

　8（5．3％）

　89（58，6％）

　44（28．9％）

　8（5．3％）

　8（5．3％〉

a，not　significant



平成3年4月1日 H．KODAMA　et　al． ｛393）　　151

Discussion

　　Although　the　short　protoco17・11・16），　in　which

GnRHa　and　hMG　are　started　together　in　order　to

trl99er　follicular　recruitment　and　maturation，

have　been　proposed　for　IVF，　we　adopted　the　long

protocol1β～7・12辱15・17・18）because　the　supPression　of

ovarian　activity　before　the　commencement　of

stimulation　seemed　to　be　a　superior　strategy　for

preventing　endogenous　LH　interference　and　for

synchronizing　follicular　growth11・14）．　Indeed，　the

occurence　of　a　premature　LH　surge　has　been

successfully　prevented　in　the　cycles　with　GnRHa．

This　improvement　significantly　contributed　to　a

decrease　in　the　rate　of　cancellation　as　well　as　to

the　simplification　of　monitoring　follicle　matura－

tion．　However，　although　a　premature　LH　surge

was　almost　completely　prevented，　there　were

several　cycles　in　which　a　large　number　of　follicle

aspiration　resulted　in　retrieval　of　few　number　of

oocytes．　Although　we　had　no　evidence　of　proges・

terone　rise　on　the　day　of　hCG　administration　in

the　cycles，　this　phenomenone　might　have　resulted

from　the　occurence　of　premature　luteinization6・9）．

　　The　number　of　oocytes　retrieved　per　cycle

significantly　increased　in　the　GnRHa　cycles，　This

could　simply　be　due　to　a　higher　ovarian　response

resulting　from　our　adoption　of　a　higher　daily

dosage　of　hMG　in　GnRHa　cycles　than　in　hMG

cycles．　We　also　considered　that　the　lack　of　avaiL

able　endogenous　gonadotropins　during　GnRHa

treatment　might　increase　the　amount　of
exogenous　gonadotropin　needed　for　adequate　fol－

licular　development2・lo｝．　But　the　use　of　GnRHa

itself　might　improve　the　recovery　rate　of　oocytes

per　follicle，　since　the　continuation　of　stimulation

without　the　risk　of　a　LH　rise　might　lead　to　the

maturation　of　small　immature　follicles12）．　The

lack　of　synchronized　follicle　growth　was　previous－

ly　reported　to　be　overcome　by　GnRHa
treatment1・14）．　However，　the　proportion　of　both

preovulatory　　oocytes　　and　　fertilized　　oocytes

among　the　recovered　oocytes　was　almost　identi－

cal　between　the　two　cycles．　The　use　of　GnRHa

does　not　necessarily　seern　to　contribute　to　the

synchronization　of　the　cohort　of　follicles．

　　The　incidence　of　poor　ovarian　responce　was　not

reduced　as　much　in　GnRHa　cycles　as　in　hMG

cycles．　Majority　of　the　patients　who　responded

poorly　to　hMG　stimulation　did　not　show　any

improvement　with　the　use　of　GnRHa．　A　few　of　the

patients　had　significantly　reduced　sensitivity　to

hMG　during　GnRHa　treatment　or　did　not　show

any　response．　There　have　been　previous　reports

that　the　ovarian　response　in　poor　responders

could　be　improved　by　GnRHa，　since　supraovarian

components　contribute　significantly　to　this

disorder5・i3・17）．　However，　we　believe　that　the

GnRHa　treatment　does　not　seem　to　be　particular－

1y　benefical　in　this　group　of　patients，　and　some

recent　reports　also　supPort　this　conclusion6・16）．

　　The　improvement　in　the　pregnancy　rate　for

GnRHa　cycles　was　associated　with　a　high　number

of　embryos　transferred　per　cycle，　because　the

proportion　of　embryos　developing　into　fetuses　to

the　total　recovered　oocytes　was　identical　between

the　two　cycles．　A　high　number　of　transferred

embryos　in　GnRHa　cycIes　was　also　associated

with　a　substantial　incidence　of　multiple　preg－

nancies，　and，　therefore，　the　establishment　of　an

embryo　cryopreservation　system　has　become　a

more　urgent　problem　at　our　University．　As　in－

dicated　by　other　report4），　the　ovarian　hyper－

stimulation　syndrome　occured　frequently　in

GnRHa　cycles．　Because　most　of　the　incidences　of

severe　hyperstimulation　syndrome　were　associat－

ed　with　pregnancies，　an　endogenous　hCG　produじ

tion　during　the　luteal　phase　should　be　responsible

for　the　development　of　this　syndrome．　All　of　the

patients　were　relieved　simply　by　bed　rest，　except

one　of　them　who　required　thoracocentesis　due　to

massive　pleural　effusion　and　hypoxemia．

　　In　conclusion，　the　use　of　GnRHa　decreased

cycle　cancellation，　yet　maintained　the　rate　of

pregnancy　per　transfer．　However，　it　did　not　neces－

sarily　solve　the　problems　of　conventional　hMG

stimulations，　such　as　a　poor　ovarian　response　to

hMG　and　a　lack　of　synchronized　follicle　growth．

Since　a　large　number　of　follicle　aspirations　result－

ed　in　retrieval　of　few　number　of　occytes　in　several

cycles，　there　should　be　some　unknown　factor　that

hamper　final　follicle　maturation　except　en－

dogenous　LH　rise．　The　improvement　of　the　preg－

nancy　rate　in　GnRHa　cycles　was　related　to　an
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increased　number　of　embryos　transferred　per

cycle．　Therefore，　countermeasures　to　multiple

pregnancy　and　ovarian　hyperstimulation　syn－

drome　will　become　increasingly　important　in　the

future．
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松井俊彦　真木正博

　BusereIinの経鼻的投与による10ng　protocol　156周

期（GnRHa　cycles）の成績を，　hMG単独刺激72周期

（hMG　cycles）の成績と比較し，体外受精における

gonadotropin－releasing　hormone　agonist（GnRHa｝

併用の意義を検討した．GnRHa　cyclesでは，　pre－

mature　LH　surgeの発生は，ほぼ完全に抑制され（1．

3vs　l3．9％，　p＜O．OOI），治療のキャンセル率は，低率

であった（16．O　vs　37．5％，　p＜0．01）．　GnRHa　cyclesで

は平均採卵数および平均植胚数は，有意に高値で（6．8±

3．6vs　4．6±2．6，　p＜0．001，および3．5±1．9　vs　2．7±1．4，

p〈0．05，mean±SD），特に刺激周期当たりの妊娠率の

改善が認められた（22．4vs　9．7％，　p〈O．05，　GnRHa

cycles　vs　hMG　cycles）．しかし，卵巣のhMGに対す

る反応不良，卵胞の発育段階の非同期性など，hMG

cyclesに認められた問題点は，　GnRHa　cyclesにおい

ても改善は認められず，多胎妊娠と卵巣過剰刺激症候

群は，より大きな問題と考えられた．

　　　　　　　　　　　　（受付：1990年5月21日）
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　卵管内精子輸送障害に対する新たな治療として，腹腔内人工授精direct　intraperitoneal　insemination

（IPI）を試みた．対象はAIH・腹腔鏡による腹水中精子回収試験で卵管内精子輸送障害（精子非回収）

と診断された不妊患者22例で，うち7例は精子受精能力異常（ZSPT異常）を合併していた．患者の

年齢は平均35．3歳，不妊期間は平均9．3年であった．これまで平均13．8回のAIHを受けており，精

子不動化抗体は夫婦とも全例陰性であった．刺激排卵周期にswim　up法にて作成した運動精子浮遊液

0．5mlを後膣内蓋からダグラス窩に注入した．

　結果は33回のIPIにより3例が妊娠した．対患者，対周期の妊娠率はそれぞれ13．6％，9．1％であ

った．妊娠の1例はZSPT異常（24％）の乏精子症で，　AIH（80回），　GIFT（2回），　IVF（2回：

受精せず）不成功の難治性不妊であった．IPIは卵管内精子輸送障害に対する有力な治療法の一つと危1、

われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Ferti1．　Steril．，36（2），396－402，1991）

緒　　言

　妊娠が成立するためには，受精能力のある精子が

受精の場である卵管膨大部に達することが不可欠の

条件である．しかし，AIH一腹腔鏡による腹水中精子

回収試験peritoneal　sperm　recovery　test（PSRT）

を行なうと，不妊患者の7．2％に卵管内精子輸送障

害（精子非回収）が認められる1）．PSRT陰性患者

の予後は，陽1生群に比べて明らかに不良である1）．我々

は，卵管内精子輸送障害に対してはGIFT，　IVF－

ETR，　IVF・ETを適用し，良好な成績をあげている2）3）．

　しかし，精子の受精能力異常を合併する場合はIVF
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を行なっても受精する可能性は低く4｝，GIFTの成績

も全く期待はずれのものであった5）．またGIFTは

腹腔鏡を必要とする治療法であり，頻回に行なうこ

とは現実には不可能である．今回，我々は卵管内精

子輸送障害，特に精子受精能力異常を伴う患者に対

する新たな治療法として，腹腔内人工授精direct

intraperitoneal　insemination（IPI＞を試み，その有

効性について検討した．

対象および方法

　対象は東海大学病院産婦人科不妊外来通院中の患

者で，PSRTで卵管内精子輸送障害と診断された22

例であった．このうち7例は精子受精能力異常を合

併していた．22例中16例は原発性不妊，6例は続発

性不妊であった，患者の平均年齢は35．3歳（28～43），

不妊期間は平均9．3年（2～17）であった．これま

で平均13．8回（1－一　80）のAIHを受けており，精

子不動化抗体は夫婦とも全例陰性であった（表1）．

妻側の条件としては，腹腔鏡検査で卵管に異常がな

く，しかもダグラス窩が開存している症例とした．

　①腹水中精子回収試験（PSRT）
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　②精子受精能力検査zona・free　hamster　egg

sperm　penetration　test（ZSPT）

　精子は培養液で2回遠沈・洗浄後，10μMCa　iono・

phore　A23i8，を加えて60分間培養し（37℃，5％CO2

in　air），化学的に先体反応を誘起した4）．もう1回洗

浄後，精子浮遊液（1・一　10×106／m1）に約30個の透

明帯除去ハムスター卵子を加えて培養した．卵子は

3～5時間後に固定し，精子侵入の有無を検査した．

ZSPTは精子侵入率70％以上を正常，30　一一　70％を中

間群，30％以下を異常（精子受精能力異常），0％を

陰性と判定した3）．

　③腹腔内人工授精IPI

　IPIは原則としてclomid－HCG周期に行なった．月

経5日目よりclomid　100mg／日を5日間投与し，10

日目から超音波検査を行ない，主席卵胞が20mm程

度に発育した時点でHCG5，0001Uを筋注した．　clomid

に対する反応が悪い場合は，clomid－HMGで卵巣刺

激を行なった．月経2日目よりclomid　100mg／日を

投与し，7日目からHMG（日研）1501Uの筋注を

開始した．主席卵胞が18mm程度，血中estradiol

300pg／m1／卵胞（≧15　mm）以上になった時点で

表1　1PI症例の臨床像

ZSPT異常 ZSPT正常・中間 計

症例数 7 15 22

年　　　　齢

不妊期間（年）

AIH回数
ZSPT（％〉

36．7（33　一一　39）

12．0（　9～16）

23，1（　7～80）

13．1（5．2～24．1）

34．7（28～43）

8．0（　2～17）

9．5（　1～25）

88．7（53．3～100）

35．3

9．3

13．8

64．6

Mean（range）

　BBTより排卵日を推定し，その直前に腹腔鏡検査

を予定した．夫精子は用手的に採取し，室温で液化

させた後，培養液（HTF十〇．3％BSA）を加えて2

回遠沈・洗浄（6009，5分間）した．沈渣に0．6ml

のIVF用培養液（HTF＋7．5％非働化膀帯血血清）

を加え，洗浄濃縮精子液を作成した．精子の運動能

は精子自動分析装置computer　assisted　semen

analyser（CASA）を用いて検査した．洗浄濃縮精子

液O．5　mlを子宮腔内に注入（AIH）後，1～5時間

で，全身麻酔下に腹腔鏡検査を行ない，腹水および

卵管洗浄液をダグラス窩より吸引した．検体は顕微

鏡下に観察し，腹水，卵管洗浄液のいずれかに運動

精子を認められる場合をPSRT正常，精子は存在す

るが運動性がない場合をPSRT異常，精子をまった

く認めない場合をPSRT陰性（卵管内精子輸送障害）

と判定した1｝．

HCG50001U筋注した．　clomid・HMGで3個以上の

卵胞が発育しない場合は，GnRHa－HMG－HCG周期

に切り替えた．月経第1日目よりGnRHa（スプレキ

ュア（R））600　一一　900　＃g／日を鼻腔内に投与し，3日目よ

りHMG150～3001Uを連日筋注した．卵胞発育のモ

ニタリング，HCGの投与はclomid－HMG周期の場

合と同じであった．GnRHaの投与はHCG注射まで
とした．

　IPIはHCG注射後39～41時間で行なった．運動

精子はdirect　swim　up法にて回収し，1回洗浄後，

0．5m1のIVF用培養液を加えて精子浮遊とした．　l

mlの注射器に精子浮遊液を吸引し，27ゲージの針を

用いて，あらかじめ消毒した後膣円蓋よりダグラス

窩に注入した．注射針の先端が腹腔内に入ったか否

かは，loss　of　resistance法および腹水の吸引により

確認した．術後はケフラール（R）750mg／日を3日間投
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与した．IPIに伴う副作用は特に認められなかった．

成　　績

　22例の不妊患者に対する33回のIPIを行ない，3

例が妊娠した，対患者および対治療周期の妊娠率は

それぞれ13．6％（3／22），9．1％（3／33）であった

（表2）．妊娠に成功した3例の臨床像およびIPI時の

精液検査所見，注入精子数，精子運動能は表3，4

に示した．妊娠はいずれも単胎で，その後順調に経

過し3例とも健児を分娩した．

考　　察

日不妊会誌　36巻2号

　妊娠が成立するためには，当然のことながら受精

能力のある精子が受精の場である卵管膨大部に到達

しなければならない．精子の輸送に関する検査とし

てはHuhner　testが広く用いられてきた．しかし，

表2　1PIの成績

ZSPT 症例数　　IPI回数　妊娠（％）

異　　　常

正常・中間

7

15

12

21

1（8．3％）

2（9．5％）

計 22 33 3（9．1％）

表3　1PI妊娠例の臨床像

症　例　1 症　例　2 症　例　3

不　妊　歴

夫　年　齢

妻　年　齢

精液検査
ZSPT
AIH回数

配偶子操作

腹腔鏡検査

PSRT
精子不動化抗体（夫婦）

3年・原発性

　33歳
　29歳
精子無力症

正常（100％）

　　1回

正常腹腔

　陰性

　陰性

　　7年・原発性

　　　34歳

　　　33歳

　　　正常
　　正常（100％）

　　　16回

　　GIFT　1回
IVF　1回（受精せず）

　　正常腹腔

　　　陰性

　　　陰性

　　16年・原発性

　　　43歳

　　　38歳

　　乏精子症
　異常（24．1％）

　　　80回

　　GIFT　2回
IVF　2回（受精せず）

　　正常腹腔

　　　陰性

　　　陰性

表4　1PI妊娠成立時の臨床所見

症　例　1 症　例　2 症　例　3
IPI

過排卵法

HCG－IPI

精液検査※

　精液量（m1）

　精子数（106／ml）

　運動率（％）

　奇形率（％）

　Velocity（microns／s）

　Lineality

Swim　up精子液X
　量（ml）

　精子数（106／ml）

　運動率（％）

　Velocity（microns／s）

　Lineality

1回目

　CC

40時間

　　2．1

　44．2

　39．1

　42．0

45．3±3．3

6．0±0．3

　　0．5

　　2，6

　94．7

85．1±7．4

5．2±0，6

　1回目

CGHMG
41時間

　1．6

　80．3

　50．0

　34．0

49±3．7

52±0．3

　　O．4

　14．0

　95．3

77．3±3．6

5．1±0．3

　　3回目

GnRHa－HMG
　　41時間

　　3．0

　19．2

　44．7

　38．0

44．5±2．1

4．6±0．3

　　0．5

　　6。2

　902
78．7±2．5

3．5±0．2

X　CASAによる分析Mean±SE
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この検査が正確さに欠けることは周知の事実である6）．

またAIHの普及により，頚管因子それ自体が臨床的

意義を失いつつある，問題はAIHでも妊娠しない不

妊症であり，子宮から卵管膨大部への精子の輸送で

ある．

　今回IPIの適応とした22例は，平均13．8回のAIH

を受けていた．AIHを繰り返し行なっても妊娠しな

い場合は卵管内精子輸送障害を疑うべきであろう．

卵管への精子輸送を調べる方法としては，腹水中精

子回収試験PSRTが唯一のものである7｝．我々はこれ

まで1，300例の不妊患者にAIH一腹腔鏡によるPSRT

を行なってきた．600例のPSRTの分析では，卵管

内精子輸送障害（PSRT陰性）は全体で7．2％あり，

乏精子症にいたっては17．6％と，かなり高率であっ

た1）．予後との関係は，1年以上経過観察した445例

についてみると，精子回収群では38．8％妊娠したの

に対し，精子非回収群（PSRT陰i生〉では30例中1

例も妊娠しなかった1）．卵管内精子輸送障害は確かに

難治性である．このことは，今回IPIの適応として22

例の平均不妊期間が9．8年であることからも理解で

きよう．　しかし，GIFT，　IVF・ET，　IVF－ETRといっ

た配偶子操作の開発により，卵管内精子輸送障害は

むしろ治療しやすいものになってきた2）3｝．理論的に

は，精子を卵子とともに卵管膨大部に注入するGIFT

が最も合理的な方法と思われる8）．実際，精子不動化

抗体が陰1生の場合はGIFTは非常に有効である3）9）．

これに対して，精子不動化抗体が陽1生の場合はGIFT

には多くを期待できない9）．卵管内で速やかに精子の

不動化が惹起されるためではないかと思われる，こ

のような症例に対しては，in　vitroで受精させ，受精

卵を早期に卵管内に戻すIVF・ETRが最も有効であ

る．我々の経験では，IVF－ETRによる妊娠率は実に

56．3％（9／16）であった11）．IVF－ETRでも妊娠し

ない場合は，他にも卵管の機能障害が存在すると考

えなければならない．精子の輸送は卵管の機能のひ

とつに過ぎない．受精卵の栄養・輸送も卵管の重要

な機能である．精子の輸送障害に受精卵の栄養障害

が合併していても何ら不思議ではない．

　このような観点から，我々はIVF・ETRの無効な症

例に対してIVF－ETを適用してきた．卵管内精子輸

送障害に対するIVF・ETの成績は，妊娠率35，7％

（10／28）とかなり良好であった12）．超音波による経膣

採卵法の開発，GnRHaを加味した過排卵法の導入に

より，IVF－ETは大幅に簡便化され，外来べ一スでも

十分できるようになった．我々は1988年6月より

IVF－ETはすべて外来で行なっている2）．これに伴い

最近では卵管内精子輸送障害に対しても，患者に対

する負担が最も少ないIVF－ETを多くの場合適用し

ている．

　しかし，これはあくまで精子の受精能力に問題の

ない症例に対してのことである．精子受精能力異常

（ZSPT異常）を合併する場合，話はまったく別であ

る．ZSPT異常を示す症例では，　IVFを行なっても

受精する可能性は非常に少ない4｝．

　男性の妊孕性にとって最も重要なのは精子の受精

能力である．精子の受精能力はCa　ionophore　A23is7

を用いたZSPTではほぼ正確に検査できるようにな

った3）4）．男性不妊の予後が悪いのは，その多くが精

子の受精能力異常や受精能力障害を伴うためである．

乏精子症でもZSPTが正常であれば，予後は正常男

子の場合と変わらない3）．精子受精能力異常がある場

合，多数の精子を卵管内に注入すればうまく受精す

るのではないかと考えて，我々は男性不妊に対して

GIFTを適用してみた8）．しかし，結果はまったくの

期待はずれであった．ZSPT正常・中間群の妊娠率

が23．3％（45／193）なのに対し，ZSPT異常群では

わずかに7．8％（4／51）であった（P＜O．025）5）．

　卵管内精子輸送障害で，しかも精子受精能力異常

を合併する場合は，極めて難治性があり，IVFの適

応とはなりにくく，GIFTに対しても多くは期待でき

ないということである．

　我々は，今回卵管内精子輸送障害とくに精子受精

能力異常を合併する患者に対する新たな治療法とし

てIPIを試みた．排卵期になると腹水はかなり増加し，

卵管采は通常ダグラス窩の腹水中に浸った形になっ

ている．IPIはSwim　upした運動精子を直接ダグラ

ス窩に注入することによって，卵管采の線毛細胞の

自動的な運動により，精子が卵管内に取り込まれる

ことを期待する方法である．IPIの利点は，何といっ

ても手技が簡単で，外来で繰り返し実施できること

である．今回のIPIの妊娠率は対患者および対治療周

期でそれぞれ13．6％，9．1％とそれぽど高いもので

はなかった．しかし対象が卵管内精子輸送障害とい

う特殊な難治性不妊であることを考えれば，それな

りに評価されよう．なかでも精子受精能力異常台併

7例のうち1例が妊娠に成功したことは特記に値す

る．この症例は38歳の原発性不妊，夫は乏精子症で

種々の薬物療法にもかかわらずZSPTは最高24％で

あった．これまでAIH　80回，　GIFTを2回受けてお

り，IVFでは2回とも受精しなかった．まさしく難

治性不妊でIPIしか他に考え得る治療法のない症例で

あった．

　症例数は少ないが，対周期の妊娠率8．3％（1／12）

は，ZSPT異常群のGIFTの妊娠率7．8％に匹敵す
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る成績である．IPIは今後，卵管内精子輸送障害とく

に精子受精能力異常を合併する患者に対する有力な

治療法のひとつになるものと思われる．

　IPIの歴史は比較的新しく，1984年頃より原因不明

不妊や頚管因子の治療としてフランスで始められた

方法である13）．Forrlerら（1986）14）は40例の不妊

患者に56回のIPIを行ない，8例（14．3％）が妊娠

したと報告した．患者の年齢，不妊期間はそれぞれ

平均32歳，6．5年で，いずれも3種類以上の治療を

すでに受けた難治性不妊であったという．彼らは，

高度の男性不妊にはIPIは無効で，妊娠するためには

最低でも50万の運動精子が必要であると述べている．

Ciminoら（1988）15）の報告では，344例の不妊患者

に429回のIPIを行ない，57例（13．2％）が妊娠し

た．適応例では，頚管粘液不全，原因不明不妊が最

も成績が良く，妊娠率はそれぞれ30．7％（8／26），

28．7％（21／73）であった．これに対して，男性不妊

は妊娠率10．5％（24／228）と有意に低かった．また

卵巣刺激法別の比較では，GnRHa－HMG－HCGが妊

娠率25％（2／8）と最も高く，Clomid－HCGが3．5

％（1／28）と最も低かったという．

　一方，Lasecら（1989）16）の成績は，対患者で妊娠

i＄　9．0％（8／89），対周期で7．0％（8／136）と，

我々の今回の成績に近いものであった．妊娠した8

例のうち7例は1回目のIPIによるものであったとい

う．彼らも，原因不明不妊の方が男性不妊に比べて

有意に妊娠率が高いと報告している．しかし我々以

外のグループではPSRTはまったく行っていない．

したがって，IPIの有効性を比較検討することは困難

である．

　すでに述べたように，卵管内精子輸送障害はそれ

ほど多いものではない．腹腔鏡検査の適応となる不

妊患者のせいぜい7．2％である．精液検査が正常な

夫婦ではもっと低く，4．9％であった．したがって原

因不明不妊や頚管粘液不全に対して，IPIを積極的に

行なうメリットがあるかどうかは，はなはだ疑問で

ある．Lasecら（1989）16｝は，乏精子症に対しては，

IPIの方がAIHよりも優れているという．確かに，

乏精子症に対してAIHが無効であるとする報告は少

なくない18）19）。しかし，乏精子症の予後を左右する最

大の因子はすでに述べたように精子の受精能力であ

り，これはGIFTにおいても例外ではない．したが

って，ZSPTを行なった上でなければ，乏精子症に

対するAIHやIPIの有効性や優劣を云々してもあま

り意味がないように思われる。残念ながら，Lasecら

を含め精子の機能検査を行なっている報告はほとん

ど皆無である．
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　経膣的に精子を卵管内により確実に送り込む方法

としては，ヒステロスコープを用いた卵管内人工授

精hystroscopic　insemination　into　tube（HIT）があ

る2°＞21）．また最近では，ヒステロスコープを用いずに，

超音波誘導下に直接カテーテルを卵管内に挿入する

方法も開発されている22）23）24）。卵管への精子の数も自

由に調節できるという点ではHITの方が確かにIPI

より優れている．しかし，HITはIPIに比べてはる

かに煩雑であり，かつかなりの熟練を必要とする．

またカテーテルの挿入により，卵管内腔を損傷する

危険i生も多分にある．HITはIPIを数回行なっても

妊娠しない症例やIPIの適応とならない症例（ダグラ

ス窩の閉鎖など）に対して行なうべき方法ではない

かと思われる．

（本論文の要旨は第34回日本不妊学会総会にて発表

した．）
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　　Masato　Inoue　and　Akikazu　Fujii
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　　Sperrn　transport　to　the　site　of　fertilization　is

essential　for　fertility．　Infertility　associated　with

impaired　tubal　sperm　transport　is　refractory　to

conventional　therapy，　especially　when　coexistent

with　abnormal　sperm　fertilizing　ability．　The　pres－

ent　study　was　designed　to　examine　the　efficacy　of

direct　intraperitoneal　insemination（IPI）for　the

treatment　of　these　patient．

　　Twenty　two　infertile　patients　who　had　shown

negative　peritoneal　sperm　recovery　test　at　diagnos－

tic　laparoscopy　were　enrolled　in　this　study，　of

whom　7　had　abnormal　zona－free　hamster　egg　sperm

penetration　test（penetration　rate≦30％）．　The　mean

age　of　the　patients　was　35．3，　and　their　mean　infer・

tility　period　was　9．3　years，

　　They　had　received　an　average　of　l3．8　intrauterine

inseminations　previously．　Non　of　the　couple　had

sperm　immobilizing　antibodySemen　were　collected

by　masturbation．　After　Iiquefaction　at　room　tem－

perature，　motile　sperm　were　prepared　by　direct

swim　up　technlque　and　concentrated　by　centrifuga－

tion．0．5ml　of　sperm　suspension　was　injected
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through　the　posterior　vaginal　forrlix　into　the　cul－

de－sac　via　27　gauge　needle，39・41　hours　after　HCG

injection　under　controlled　ovarian　hyperstimura－

tion．

　　Three　continuing　pregnancies　were　obtained

from　331PI，　a　pregnancy　rate　of　13．6％per　couple

and　9．1％　per　IPI　cycle．　Interestingly，　the　third

pregnancy　occurred　on　a　38　years　old　patient　whose

husband　was　oligospermic　and　had　abnormal　zona－

free　hamster　egg　penetration　test（24．1％）．　She　had

日不妊会誌36巻2号

been　infertile　for　16　years，　despite　of　a　various

kinds　of　treatment，　including　intrauterine　insemina－

tion（80　cycles），　GIFT（2　cycles），　and　IVF－ET（2

cycles，　failed　to　fertilize）．

　　These　results　are　encouraging，　and　may　indicate

that　IPI　is　useful　for　the　treatment　of　infertility

associated　with　impaired　tubal　sperm　transport，

particularly　when　the　husband　has　compromised
fertility．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年8月28日）
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　中枢性排卵障害17例，Polycystic　ovary（以下PCO）3例，　Premature　ovarian　failure（以下POF）

11例の計31例の排卵障害例に対しKaufmann療法を施行し，その有用性を検討した．治療後排

卵した症例，第2度無月経から第1度無月経へ改善した症例，およびclomipheneに対して反応を認め

た症例を有効例としたところ，中枢性排卵障害で3例，PCOで3例，　POFで2例の計8例（25．8％）

に有効例を認めた．治療前後の内分泌動態を検討したところ，中枢性排卵障害ではgonadotropinに関

しては変化なく，PCOでLHの低下，　POFでのLH及びFSHの低下が著明であった．　E，に関しては

有効例8例中6例に著明な上昇が認められた。

　以上よりKaufmann療法の有用性は主にPOFに対する排卵効果とPCOを含めた卯巣性排卵障害に

対する内分泌環境の正常化によるpretreatmentとしての効果が期待できる点と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　SteriL，36（2），403－407，1991）

緒　　言

　estrogenとprogesteroneの周期的投与により排

卵を誘発する，いわゆるKaufmann療法は最近では

優れた排卵誘発法の使用に伴ないあまり用いられな

いのが現状である．しかし本法は排卵誘発法として

のみならず，ホルモン補充療法として，あるいは排

卵誘発を行なう際の内分泌環境の是正という意味か

らも，見直されるべき治療と考える．特に，妊娠を

希望しない未婚婦人に対する治療としてはなお有用

であると考える．今回その適応と本法の限界につい

てretrospectiveに検討したので報告する．
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対　　象

Kaufmann療法の有用性と限界

　無月経および排卯障害を主訴として当科外来を受

診した16歳から35歳（平均年齢23．4歳）の31例

の婦人を対象とした．既婚婦人6例，未婚婦人25例

であった．排卵障害のうちわけは，中枢性排卵障害

17例，PCO　3例，　POF　11例であった（表1）

　　　　　　　　　表1　対　象

LH
mlU／mI

200

FSH E2

排卵障害 症例数

中枢性（視床下部一下垂体性）

　第1度無月経

　第2度無月経

polycystic　ovary

premature　ovarian　failure

3

14

17

3

11

100
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　　　●中枢性

　　　■PCO
PRL　▲POF

計 31

方　　法

　経口あるいは注射にてestrogenおよびprogester－

oneを周期的に投与した．経口投与の場合は消退出血

後5日目よりconjugated　estrogen（プレマリン）を

O　．　625　mg×2／day，20日～24日間投与し，後半の10

日～14日間にdydrogesterone（デュファストン＞5

mg×2／dayかMedroxyprogesterone（ヒスロン）5

mg×2／dayを併用した．いま一一つの方法は前半に

conjugated　estrogen投与後，後半にestogenと

progesteroneの合剤（ドオルトンあるいはロ・リン

ディオール）を投与する方法を用いた．注射の場合

は消退出血後5　一一7日目にestradiol　valerate（プロ

ギノン・デポー）10mgを筋注し，10日後に同剤と

hydroxyprogesterone　capronate（プロルトン・デ

ポーあるいはプロゲ・デポー）125mgを同時に筋注

した．上記いずれかの方法を周期的に3～8回くり

返し，終了後2～4週間後に各種ホルモンの定量お

よび基礎体温にて排卵の有無，月経の発来等を中心

に経過を観察した．さらに，clomipheneに対する反

応性を本治療前後で比較した．

成　　績

　治療前の内分泌環境を対象別に示した（図1）．中

枢性排卵障害例では全症例がLH，　FSHいずれも

10mIU／ml以下，　E243pg／ml以下を示し，

hypogonadotropic　hypogonadismの状態であた．

PCOの症例ではLHのみ高値，　FSH正常，低E2レ

ベルを示した．POF症例では，　LHは1例で，16．3

mlU／m1を示す以外全症例70mlU／ml以上の高値，

FSHは全症例55mIU／ml以上の高値を示し，　E　2は

0

／mI mlU／mI P9／ml　　ng／ml
鎮
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図1　治療前の内分泌環境

30pg／mlの低値を示し，　hypergonadotropic

hypogonadismの状態であった．　PRLはそれぞれほ

ぼ正常範囲内に分布しており排卵障害による一定の

傾向は認められなかった．

　治療効果の判定として，

　一本治療後排卵を認めた症例

　一治療前第2度無月経であった症例が治療後第1

　　度無月経となった症例

　一治療前clomipheneに反応しなかった症例で治療

　　後clomipheneにて排卵を認めた症例

の3項目を挙げた．その結果有効例は31例中8例

（25．8％）で，その内訳は表2の通りであった．無効

例は23例（74．2％）であった（表2）．

　次に治療前後の内分泌動態について有効例と無効

例に分類し図2・3に示した．先ずLHに関しては

中枢性排卵障害では，治療前後の変化はほとんどな

く，有効例と無効例の比較においても明らかな差は

認められなかった，治療前高値を示したPCOおよび

POFの症例では，　POFの一例を除いて全例で低下し，

特に有効例においては，著しい低下を示した．FSH

に関しては，中枢性排卵障害およびPCOにおいては

治療前後に特に変化はなく，また有効例と無効例の

比較でも差はなかった．POFでは治療による変化は

一定ではなく，著明な低下を示した二例のみが有効

であった．E2に関しては，各排卵障害例で一定の傾

向は認められなかったが．有効例と無効例の比較で

は，有効例8例中6例に著明な上昇を認めたが，無

効例では23例中わずか5例にE、の著しい上昇を認め
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たにすぎなかった．PRLに関しては，治療による変

化は著明ではなかった．

　有効例8例の詳細を表3に示す．年齢は20歳から

27歳で平均23．6歳，既婚1例，未婚7例であった．

中枢性排卵障害が3例，PCOが3例，　POFが2例，

即ち卵巣性排卵障害が5例を占めた．Kaufmann療

法の治療回数は3回から8回で平均5回施行した．

治療効果については，本治療後排卵した症例が3例，

第2度無月経から第1度無月経に変化した症例が1

例，clomipheneで排卵するようになった症例が4例

であった．

　　　　　　　　　　　　O中枢性有効例　●中枢性無効例
　　　　　　　　　　　　nPCO有効例　　璽PCO無効1蚤II
LH　　　　　　　　　　　FSH　　△POF有効1列　　▲POF無効例
mlu　ml　　　　　　　　　　nコIU　mI

表2　成　績

治療効果判定 症例数（％）

有　効

　排卵を認めた症例

　第2度無月経から第ユ度無月経
　　　　　　　　に変化した症例

　Clomidにて排卯した症例

　8（25．8）

3（9．7）

1（32）

4（12．9）

無　効 23（74．2）

200

100

0

計 31（100．0）

200

100

治療前　　治療後　　　　治療前　　右療後

　　図2　治療前後の内分泌環境の変化

Eu

Pg　ml

60

50
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10

　　　Q中枢性有効例
　　　【〕PCO　有効｛列
PRL　　△POF有効例
ngmI

40

30

20

10

●中枢性無効例
■PCO　無効f列

▲POF　無効｛列

0　　　　　　　　　　　0
　治療前　　治療後　　　　　治療前　　治療後

　　図3　治療前後の内分泌環境の変化

表3　イ∫効例（8例）の分析

症例
　　　　　（歳）

初診年令　既婚
　　　排卵障害
未婚

前　治　療
Kaufmann
の治療回数

治　療　効　果

1．R．M

2．1．A

3．E．N

4．N．Y

5．M．　S

6．M．M

7．C．S

8．M．　A

20

20

22

27

25

26

26

23

未婚　　中枢性

未婚　　中枢性

未婚　　中枢性

未婚　PCO
未婚　PCO
未婚　PCO
既婚　　POF

未婚　POF

　clomid→排卵（一）

　clomid→排卵（一）

　clomid→ま非りH〈一）

　clomid→排卵（一）

　clomid→排卵（一）

　clomid→排卵（一）

hMG／hCG→排卵（一）

　clomid→排卵（一）

8

4

4

3

4

4

7

6

第2度無月経→第1度無月経

　　clomid→排卵（＋）

　　clomid→排卵（＋）

Kaufmanl1療法後t非卵（十）

　　clomid→排卯（＋）

　　clornid→‡非り円（十）

Kaufmann療法後排卵（＋）

Kaufmann療法後排卵（＋）

考　　察

　Estrogen　Progesterone　Cyclic　Therapy（EPCT）

いわゆるKaufmann療法は排卯誘発法としては古典

的な方法であり，その効果にも限界がある．本法の

排卵誘発率には，報告者によりかなりの幅があり1），

著者らの成績では排卵例は31例中わずか3例，9．7

％と平均をかなり下回った．しかし，これら排卵例

に加え，治療後，第2度無月経から第1度無月経に

変化した症例や，治療前にclomipheneに無効であっ

た症例で治療後clomipheneで排卯を認めた症例な

ど，何らかの改善を認めたものも有効例として評価

した場合，その有効率は25．8％となる．対象は異な

るが，片山ら2）も体重減少性無月経に対し，第2度無

月経より第1度無月経へと改善した症例が12例中7

例，そのうち6例がclomipheneに対し反応を示すよ

うになったと報告している．またKaufmann療法後

の排卵の時期に関しては，著者らの排卵例では治療

後最短の13日目，最長64日目で排卵しており，そ

の効果判定に関しては，治療後約2ヶ月間の経過観
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察が必要と考える．しかし，排卵効果の再現性に関

してはあまり期待できないようである．即ち，治療

直後の周期で排卵を認めてもその次の周期では，再

び無排卵，無月経となり，その効果に永続性は無か

った．また同一症例に反復してくり返した場合の効

果に差があるのも事実である．今回の対象では，4

例の反復症例があり，そのうち2例に有効例を認め

たが1例は1回目有効なるも2回目無効，他の1例

は1回目無効であったが2回目は有効となり，その

反応性は同一症例においても同様ではなかった．

　治療回数に関しては，有効例で，3周期から8周

期，平均5．0周期，無効例で，平均4．8周期と両者

に差はなく，治療周期数と効果には相関は無かった．

　Kaufmarln療法のメカニズについては1渚説ある．

しかしその機序は対象により，それぞれ異なると考

えられる．即ち，視床ド部一下垂体機能異常即ち中

枢1生排卵障害に対しては，estrogenおよびprogester．

oneのfeed　back　mechallismを介した
gonadotropinの分泌抑制あるいは放出機構の改善，

いわゆるrebound効果，さらにestrogenによるGn－

RH　receptorの増加なども加わり排卵誘発効果を促

進するとされている3）．POFに対しては内因性

gonadotropinをiE常化することにより卵巣の
gonadotropinに対する感受性を増加させ排卵を誘発

すると考えられており3－v7｝，この考え方はPCOに対

する効果にもあてはまると思われる．さらに，

gonadotropinをIE常化した後に本法に加え，他の排

卵誘発法を施行する方法も報告されている6）8）．これ

らの目的に対してGn－RH　analogueの投与も報告さ

れている9）1°）11〕．しかし，対象が若年未婚婦人である

場合，Gn－RH　analogueの長期投与には骨塩量減少

などの点からやや抵抗があり，症例を選ぶべきと考

える．さらに体重減少性無月経に対するKaufmann

療法の作用機序としては，ステロイドホルモンの蛋

白同化作用による体重増加を介し，　clomipheneに対

する反応性を改善するという説もある2・11）．

以上の各対象に対する本法のmechanismを踏まえ

て，今回の著者らの成績を分析すると中枢性排卵障

害例のうち本法によって排卵した症例は認められず，

有効例とした3例のうち1例が第2度無月経から第

1度無月経への改善，2例がclomipheneに対する反

応性に変化があったものにすぎなかった．このこと

からも本法の中枢性排卵障害に対する有用性はかな

り低く，対象は極めて軽度の排卵障害例に限定され

よう．一方PCOの有効例3例のうち1例は排卵を認

め，他の2例はclomipheneに対する反応1生を認めた

ものであり，POFの有効例2例ではいずれも本治療

後に排卯を認めている．全有効例8例のうち，5例

がPCO，　POFの卵巣性排卵障害であったことは注目

され，これらの卵巣性排卵障害例を有効例と無効例

に分け，それぞれの内分泌環境の治療による変化を

比較した場合，gonadotropinを充分抑制し得た症例，

およびE2の上昇による卵胞成熟をうかがえる症例に，

より多くの有効例を認める傾向があった．即ち，

gonadotropinの正常化により，内分泌環境を改善し

排卵誘発効果を惹起したものと考える．

　以上のことより，Kaufmann療法の適応について，

中枢性排卵障害に対してはその排卵誘発としての有

川性は期待できず，むしろ，POFに対する排卵誘

発効果および，PCOを含めた卵巣性排卵障害例に対

する内分泌環境の是正を介してのpretreatmentとし

ての効果が重要と考えられ，従来の若年未婚婦人に

対するホルモン補充療法としての効果とともに今後

も症例を選び，用いられるべき治療法と考える，
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Effect　and　limit　of

estrogen　and　progesterone

　　　　　　　cyclic　therapy

　　　Ikuyo　Yasue，　Yoshiaki　Akiyama，

　　　Makoto　Goto，　Yoshiaki　Hirama，

　　Osamu　Takeda，　Masamoto　Murae，

Yoshiaki　Shimizu，　Michihiro　Kitagawa，

Koji　Kusuhara　and　Yoshiteru　Terashima

（407）　　165

Department（）f　Obstetrics　and　Gynecology，

　　Jikei　University　School　of　Medicine，

　　　　　　　　　　Tokyo　lO5，　Japan

Junko　Umihara

Umihara　Medical　Clinic

　　31　　patients　that　were　　17　　patients　　of

hypothalamic－pituitary　function　failure，3patients

of　polycystic　ovary　disease（PCO）and　llpatients　of

premature　orarian　failure（POF）were　treated　by

estrogen　and　progesterone　cyclic　therapy．　We

defined　the　cases　that　were　induced　（りvulation，

changed　from　2nd　degree　amenorrhes，　that　is　the

patient　who　has　bleeding　after　administration

progesterone　and　estrogen，　to　lst　degree　amenorr－

hea，　that　is　the　patient　who　has　bleeding　after

progesterone，　and　were　induced　ovulation　by　clomi－

phene　citrate　as　the　effective　cases．　We　confirmed

them　in　8　cases（25．8％）．　After　treatment　plasma

gonadotropin　levels　in　hypothalamiじpituitary

dysfunctionLcases　were　rlot　change，　plasma　LH

levels　ill　PCO　and　plasma　gonadotropin　Ievels　in

POF　were　suppressed．　Plasma　E21evels　of　6　cases　in

8effective　cases　elevated．

　We　concluded　estrogen　and　progesterone　cyclic

therapy　was　effective　for　ovulation　inductioll　in

POF　alコd　also　as　the　pretreatment　therapy　that　set

to　right　hormonal　Ievels　in　PCO　and　POF．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年7月91－．1）
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Purified　FSH製剤のStep－down

dosage投与法により妊娠に成功した

多嚢胞卵巣症候群の1例

APregnancy　in　a　Woman　with

　　Polycystic　Ovary　Syndrome

　　Treated　by　Purified　Urinary

Follicle－stimulating　Hormone　with

　aStep－down　Dosage　Regimen

豊川市民病院産婦人科

藤　澤　　　知

Satoshi　FUJISAWA

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Toyokawa　City　Hospital，　Aichi　442　Japan

　Clomiphene　citrate，　hMG－hCG療法により妊娠成立し得なかった，多嚢胞卵巣症候群の1症例に対

してpurified　FSH（pFSH）製剤による排卵誘発法を試みた．

　まず，従来から行われている同一量連続投与法fixed　dosage　methodに従いpFSHを（2管／日，

FSH　751U／管含有，8日間，計1，2001U）投与したところ，卵巣過剰刺激症候群（OHSS）の発生が

強く疑われた．そこで，次の周期では，pFSHの投与法を変更し，“step－down　dosage　method”（pFSH

3・3・2・2・1・1・1・1・1・1管／日　計1，2001U）により治療した結果，単一卵胞の発育

および成熟が認められ，hCGの投与にて排卵を促し，単胎妊娠の成立に成功した。しかもOHSSは全

く認められなかった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1．　Steril．，36（2），408－413，1991）

緒　　言

　多嚢胞卵巣症候群（以下PCOSと略す）の排卵誘

発法として，これまでclomiphene　citrate，　hMG－hCG

療法等が行われて来たが，高頻度に発生する卵巣過

剰刺激症候群（以下OHSSと略す）が重篤な副作用

として未解決であった．最近日本でも，LHをほとん

ど含まないFSH製剤である，いわゆるpurified　FSH

（pFSH）がPCOSの排卯誘発治療に使用され，有効性

が検討されている1）．

　しかしながら，従来のhMG－hCG療法に準じた，

画一的な投与法では，依然としてOHSSの発生が高

頻度に認められるため，その使用方法について種々

の研究がされている．その結果，治療開始時にやや

大量のpFSH製剤を投与して血中のFSHレベルを一

度上昇させた後，以後はpFSHの投与量を減量して

FSHレベルを漸減させ，この間FSHを優位に，　LH

を低値に保つpFSHの投与法（step－down　dosage

method）がOHSSの発生率を低くするとの報告があ

る2）．今回pFSHを，従来のfixed　dosage　method

により投与して卵巣の過剰刺激を来したPCOS症例

に対し，pFSHのstep－down　dosage　methodによる

排卵誘発治療を行い，単胎妊娠の成立を認め，しか

もOHSSを全く発症しなかった1症例を得たので報
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告する．

症　　例

　Y．Y．30歳，主婦，身長148　cm，体重52　kg

　家族歴，既往歴：特記すべき事なし

　月経歴：初経11歳，月経周期20～150日型不順，

持続6日間なるも少量

　現病歴：昭和59年10月9日結婚，避妊歴無し．

昭和61年3月13日当科初診，主訴は挙児希望およ

び月経不順．基礎体温は低温一相性で無排卵周期症

と考えられた．顔面および四肢に軽度の多毛がみら

れたが，乳汁分泌は認めなかった．同日施行の内分

泌学的検査の成績では，LHは著しく高値を示し，　FSH

は正常値，LH：FSH＞3．0（RIA法），　PRLは正常で

あった．LH－RH（100μg）静注負荷に対してLHに

過剰反応がみられたが，FSHの反応性は正常であっ

た（表1）．以上よりPCOSと診断し，まず，　clomi－

phene　citrateによる排卵誘発を実施した（表2）．

クロミッド③を50mg／日から開始したが無効のため

順次増量し，150mg／日，5日間投与により基礎体温

は2相性となった．ところが，頸管粘液量の減少を

表1　初診時（昭和61年3月13日）の内分泌学的検査成績
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（SRL）

LHRH（100μg）

基礎値 負荷

30分後

LH　（RIA法）mlU／ml 64 340

FSH（RIA法）mlU／ml 11 18

PRL（RIA法）ng／ml 6．0

Progestorone　ng／mI 0．4

Estradiol　17一βpg／m1 83．8
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認めたためAIHも加え，この間9周期の治療中5周

期で排卵誘発に成功したが，妊娠には至らなかった．

そこで，昭和62年3月よりクロミッグ⑪150mg／日，

5日間に加え，頸管粘液の増量を図り，hMG（ヒュ

メゴンUi）1501U／日，4～5日間の投与を併用し，

卵胞成熟確認後はhCG　5，0001U投与を施行したとこ

ろ，3回目の治療周期にて基礎体温の高温相が20日

持続し，妊娠を確認したが流産におわった．その後

一時は治療を休止して経過を観察したところ，最終

月経，昭和62年8月13日の後，自然排卵により妊

娠が成立し，昭和63年6月4日妊娠41週2日にて

正常分娩により成熟児を得た．

　平成2年1月26日，分娩後も相変わらず月経周期

は不順であり，基礎体温も低温一相性が続いたため，

挙児希望して来院した，初診時と同様に顔面，四肢

に若干の多毛を認めたが，乳汁分泌は認めなかった．

同日施行の内分泌学的検査では，LHは依然として高

値であり，FSHは正常値，　LH：FSH＞1．0（いずれも

IRMA法による）．血中テストステロンは若干高値で

あったが，PRLは正常．　LH－RH（100μg＞静注負荷

に対してLHは過剰反応を示したが，　FSHは正常反

応であった（表3）．

　以上の結果より，PCOSが再確認されたため，今

回pFSH（フェルティノームP⑭，セローノ社）－hCG

投与による排卵誘発を試みた．まず最初に従来のfixed

dosage　methodにより治療を行った（表4）．フェル

ティノームP⑪を1501U／日，8日問，計1，2001U投

与したところ，経膣プローブ（ALOKA　UST－945，

BP・5）による超音波装置を用いた卵胞径測定で最大

卵胞径がφ16mm以上のものを6個認めたため（写

真1），多胎妊娠およびOHSS発生の可能性の高いこ

とを患者に告げた結果，患者の希望によりhCG投与

表2　排卵誘発治療の臨床成績

クロミッド⑭ 排卵 妊娠

昭和61年3月

　　　　5月

　　　　6月

　　　　7月

　　　　8月

　　　　9月

　　　　11月

　　　　12月

昭和62年1月

　　　　3月

　　　　4月

　　　　5月

50mg×5日間

100mg×5日間

150mgx5日間
150mg×5日間

150mg×5日間
150mg×5日間＋ニコチン酸一dl一αトコフェノール600mg　7日間

150mgx5日間十　　　　　　　　　　　〃

150mg×5日間

150mg×5日問
150mg×5日間＋hMG　1501U×5日間＋hCG　50001U

150mg　x　5日間＋hMG　1501U×4日間＋hCG　50001U

150mg×5日間＋hMG　1501U×4日間＋hCG　50001U

（一〉

（一）

（一〉

（＋〉

（＋）

（＋）

（一）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（＋）

（一）

（一）

（一）

（一）

（一）

（一）

（一）

（一）

（一）

（一）

（一）

（＋）
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表3　再受診時（平成2彗こ1月26　H）の

　　　内分泌学的検査成糸責（SRL）

LHRH （100μ9）

基礎f直 負荷

60分後 ／20分後

LH（IRMA法）
　　mIU／ml

／2 56 36

FSH（IRMA法）
　　mIU／ml

8．8 15 14

PRL（IRMA法）
ng／ml

1．4

Testosterone

ng／rnl LO

および受胎指導を中止した．そこで，次回の排卵誘

発法は，OHSS発生が低いとされている2〕“step－down

dosage　method”を採用した（表5）．その結果，誘

発開始6日目に左卵巣に主席発育卵胞φ12mm　1個

を認め（写真2），フェルティノームP⑭計1，2001U

投与し，誘発開始12日目に発育した単一卵胞の最大

卵胞径が20mm以上に達したため（写真3），誘発13

日目にhCG　5，0001Uを筋注，受胎を指導した．誘発

14日目に卵胞の消失により排卵を確認（写真4），そ

の後妊娠が成立した．そして平成2年9月7日現在

妊娠12週で（写真5）妊娠経過は順調であり，この

間OHSSの発生は全く認めていない，

表4　pFSH製剤のfixed　dQsage　methodによる治療過程

LH　6．3mlU／me

H2． 5／7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

pFSH（IU＞

↑

150

1

↑

150

2

↑

150

3

↑

150

4

↑

150

5

↑

150

6

↑

150

7

↑　　　↑　　　↑

150　治療中止

8

表5　pFSH製剤のStep－down　dosage　methodによる治療過程と血中ホルモン動態

H2． 6／15 16　　17 18　　　　19　　　　20　　　　21　　　22　　　　23　　　　24　　　　25　　　　26　　　　27　　　　28

　　　　　　　↑　　↑　　↑　　↑　　↑　　↑

pFSH（IU）　225　225　　150　　150　　75　　75

　　　　　　　1　　2　　3　　4　　5　　6

↑　　↑　　↑　　↑

75　　　　75　　　　75　　　　75

7　　8　　9　　10

↑　　↑　　↑　　↑
　　　　　hCG　　　　　　　Ovulation
　　　　　50001U
l1　　　12　　　　13　　　　14

FSH（mlU／m尼）

LH（mIU／m尼）

LH／FSH
E，（P9／me）

P（ng／m尼）

最大卵胞径（mm）

（治療前）

7．7

9．o

l．16

11

2．8

025

12

5．9

22
0．37

13　　　　14　　　　15　　　　16　　　18

3．8

2．7

0．71

591

0．3

20↑　20↑

写真1　pFSH　fixed　dosage　method（pFSH　1501U×

　　　　8days／2001U）による治療後の卵胞

写真2　pFSH　step－down　dosage　methodによる排卵誘

　　　　発6日目の卵胞



平成3年4月1日

写真3　pFSH　step－down　dosage　Inethod　（pFSH

　　　12001U）による治療後の卵胞

写真4　pFSH　step・down　dosage　methodによる卵胞刺

　　　激後hCG投1’iによリ排卵を確認した卵巣

写真5　平成2年9月7日　妊娠12週の胎児

考　　案

　従来から行われているhMG製剤の同一量連続投与

法に従い，pFSH製剤を用いてPCOS症例に排卯誘

発治療を行ったところ，OHSSの発生が強く疑われ

た．そこで次の治療周期ではpFSHの投与法を変更
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し，“step－down　dosage　method”（フェルティノー

ムPL〈3・3・2・2・1・1・1・1・1・1管／
日，FSH　751U／管，含有）によって治療した結果，

単一卯胞の発育，成熟が認められたため，引き続い

てhCGを投与して排卵を促し，単胎妊娠の成立に成

功した．しかも，OHSSは全く認められなかった．

　血中のFSHレベルは，　pFSH　2251U／日投与開始

直後に一過性に上昇して5日目に高い値を示した後，

90目以降はやや低下傾向を示して正常レベルで推

移した．これは投与した外因性のpFSH投与量の漸

減と，内因性FSHの分泌低下による変化と考えられ

る，一方，血中LHレベルは，　pFSH投与開始直後

から急速に低ドしたが，本製剤はLH含量が極めて

少ない（＜0．11U／管）ところから，内因性のLH分

泌の急激な低下による変化と考えられ，投与開始5

日目以降は投与前値の1／3以ドの値にとどまり低値

のままで推移した．その結果LH／FSH比は，治療開

始前の値1．16から5日目0．25へと急速に低下し正

常化した（表5）．このLHの低ドの機序としては，

pFSHの連続投与により速やかに上昇するestradiol

17一βによるnegative　feed　back機構を介しての抑制

のほか3｝，pFSHによるLH抑制作用の存在が考えら

れている3〕．

　PCOS症例の排卯誘発法にpFSHを用いた場合，

従来のhMG製剤の使用した場合と比較して，妊娠率

が優れ，さらに副作用であるOHSSの発生頻度が低

いなどの利点が報告されている〃』6）．

　pFSHの投与により引きおこされるLHの急激な

低FとLH／FS｝1比の正常化による効果と考えられて

おり，その結果によりもたらされる卵胞内のアンド

ロゲン代謝機構の変化が卵子の成熟と胚の着床に有

利に作用するとの主張がある7）．

　これに反して，PCOS症例に対する排卵誘発効果，

副作用の発現頻度に関しては，pFSH製剤とhMG製

剤との間に差を認めなかったとの報告がある8），この

場合それぞれの誘発法で対象とした症例が異なる事

により導かれた結果とも考えられる．ただ少数例の

検討ではあるが同一症例を対象とし，pFSHとhMG

の2種類の異なった製剤で排卵誘発法を実施して比

較検討した結果，両者間に明らかな差を認めなかっ

たとの報告もある9》ので，今後さらに大きな集団の同

一症例問での比較検討が必要と思われる．

　また，PCOS例で，ゴナドトロピンによる排卵誘

発治療のたびにOHSSを繰り返す症例に対しては，

pFSHの間欠的皮F投与法が，卵胞成熟のために必

要なpFSHの総投与量が増加するという不利益はあ

るものの，排卵成績を低下することなくOHSSの発
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生頻度を低下させたとの報告がある6｝．

　　さらに，Flemingio）は，　Gn－RHアナログを長時間

連続投与すると，下垂体のゴナドトロピン分泌が抑

制されることに着目し，PCOS患一者に先ずGn－RHア

ナログを持続投与して内因制のLHを正常レベルま

で低下させ，そのうえでhMG製剤による卵誘発治療

を行い，優れた妊娠率を得たばかりか，OHSSは1

例も発生しなかったと述べているが，その後の検討

によれば，必ずしもOHSSの発症を阻止する事は困

難iと思われる．

　今回採用した，pFSHの漸減投与法は，外部から

投与されたpFSHの生体内におけるpharmaco－
kineticsより考案された非常に論理的で，しかも簡便

な治療法といえるであろう2）ID．また最近IVF－ETな

どの際の卵巣刺激法においても，pFSHの“step－down

dosage　method”によるゴナドトロビンの投与法が，

成熟卵．了・を数多く回収する目的に適しているとの報

告がある12）．

　今回，OHSSの発生が疑われるPCOS症例に対し，

pFSHの“step－down　dosage　method”による排卵誘

発治療を行い，pFSHの総投与量1，2001Uで，単一卵

胞の発育，単胎妊娠に成功し，OHSSを全く認めな

かった症例を経験したので，本法は今後さらに症例

を．追加して検討してみるべき治療法と言えよう．

　稿を終えるに臨み，貴．重なデータの御供与ならび

に御懇篤な御助言を賜わった，群馬大学医学部産科

婦人科学教室五十嵐正雄教授，水沼英樹講師に深甚

なる謝意を表します．また，本論文の御校閲を戴い

た名古屋市立大学医学部産科婦人科学教室八神喜昭

教授，花田征治助教授に深謝いたします．
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Apregnancy　in　a　woman

　　　with　polycystic　ovary

　　　　syndrome　treated　by

　　　　　　purified　urinary

follicle・stimulating　hormone

　　　　　　with　a　step－down

　　　　　　　dosage　regimen

Satoshi　Fujisawa

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　　Toyokawa　City　Hospita1，

　　　　　　　　　　　Aichi　442　Japan

Human　menopausal　gonadotropin　in　combina一

tion　with　hLlman　chorionic　gonadotropin　has　been

used　to　induce　ovulation　ill　women　with　polycystic

ovary　syndrome（PCOS）in　whom　clomiphene－
citrate　has　failed．　But　a　significant　risk　of　ovarian

hyperstimulatiQn　syndrome（OHSS）and　multiple
gestation　has　been　the　most　important　shortcoming，

despite　the　fact　that　ovulation　was　successfully

induced　in　most　cases．

　　Human　purified　urinary　follicle－stimulating　hor－

mone（pFSH）seemed　to　offer　a　theoretical　advan・

tage　when　used　for　the　induction　of　ovulation　in

such　cases，　because　PCOS　is　characterized　by

abnormally　elevated　serum　LH　and　LH／FSH　ratio．

However，　adopting　pFSH　in　such　cases，　the　preva・

1erlce　of　serious　side　effect　was　Ilot　reduced　as

significantly　as　expected。Then　a　woman　with

PCOS　was　treated　with　a　step－down　dosage　regi－

men　of　pFSH，　and　had　a　normal　pregnancy　without

any　evidence　of　OHSS．

　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年10月29日特掲）
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葛薬甘草湯と比較した随証療法による

当帰葛薬散，加味迫遥散，桂枝侠苓丸の

高prolactin血性卯巣機能

不全不妊症に対する作用

　　　Effects　of　Toukishakuyakusan，

Kamishouyousan　and　Keishibukuryougan
　　Diagnosed　by　「Zheng」　on　Hyper

　prolactinemic　Ovarian　Dysfunctional

　　　　　　Infertilities　Compared
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「証」を決定して処方した当帰葛薬散，加味遺遥散，桂枝K苓丸の高prolactin血性卵巣機能不全不妊

症に対する作用を77例で検討し，筍薬甘草湯と比較した．この結果，当帰葛薬散はprolactinを15ng／

ml以上群で有意に低下させたが，15ng／ml未満群には有意な変化を与えなかった。15ng／m1以上の

prolactin低下群ではestradio1，　progesteroneが有意に増加した，加味誼遥散でも同様な傾向が認めら

れた．これに対して桂枝侠苓丸は15ng／ml未満群のprolactinを有意に増加させたが，　estradio1，　proges－

terone値，首席卵胞の最大径に有意な変化を与えなかった．一方，15ng／m1以上群のprolactin低下例

でestradiolが有意に増加した．以上の結果より，寒虚証で卵胞機能，黄体機能不全に高prolactin血

症が合併する場合の第一選択薬は当帰葛薬散ないし加味迫遥散で，第二選択薬はBromocriptineない

し苛薬甘草湯．実熱証では高prolactin血症がhomeostasis維持のための生理的現象の可能1生が否定で

きないため，第一選択薬は桂枝侠苓丸，第二選択薬はClomipheneないしHMGで，　Bromocriptineの

使用は慎重を要すると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil，　Steril．，36（2），414－421，1991）

緒　　言

　随証療法によった当帰葛薬散，加味迫遥散，桂枝

藻苓丸に卵胞，黄体機能賦活作用が存在することが

明らかになり1・2），卵巣機能不全不妊症治療に広く処

方されるようになってきた．一方で，葛薬甘草湯の

prolactin低下作用が明らかにされ3・4），副作用のため

にBromocriptine療法が行えない高prolactin血症

卵巣機能不全不妊症に広く処方されるようになった．

そこで，漢方療法の原則である随証療法による当帰

葛薬散，加味迫遥散，桂枝侠苓丸の高prolactin血性

卵巣機能不全不妊症に対する作用を葛薬甘草湯のそ

れと比較検討し，若干の知見を得たので報告する．



平成3年4月1日 假野 （415）　　173

対象と方法

　1989年1月から12月まで当クリニックに通院中の

不妊症患者の中で卵巣機能不全症（正prolactin血性

も含む），あるいは高prolactin血症（卵巣機能正常

例も含む）と診断され，「証」1）を決定して当帰葛薬

散，加味逡遥散，桂枝荏苓丸（ツムラエキス穎粒製

剤，7．5g／day分三食前30分）を処方した22歳から

42歳の77例を対象とした．

　以上の対象について漢方方剤投与前後の月経時午

前中にprolactin（一部の症例にはMetoclopramide

10mgによるプロラクチン負荷テストq・5）を施行〉を，

BBT－3～ODay6）あるいはLHカラーが初めて陽i生に

なった日7）にestradiolを，　BBT＋5＋8Dayに
progesterone6）をRIAで潰ll定した．また，一部の症

例でLHカラーが初めて陽性になった日7）に経膣プロ

ーべ超音波断層法（経膣プローべ；アロカ社製UST－

946P・5，本体；アロカ社製SSD－650）で5mm以上

の卵胞数と首席卵胞の最大卵胞径を測定した7｝．

　さらに，高prolactin血症あるいは潜在的高
prolactin血症と診断され4・5），　Bromocriptine療法を

試みたものの悪心嘔吐などの副作用のために治療続

行が不可能だった14例に「証」を無視して葛薬甘草

湯を投与，同様な検討を行なった．

　結果はM±SDで示し，有意性の検定はStudent’s

t・testで行なった．

結　　果

　当帰葛薬散投与，一ケ月後のprolactinは，前値が

正常値上限の15ng／ml未満の群では増減相半ばして

一定の傾向は認められなかった．これに対して，15ng／

ml以上の群では有意（P〈0．05）に低下した．平均

prolactin低下率は24．6％であった（図1）．この間

の卵巣機能は前値が15ng／ml未満群ではestradiol，

progesteroneに有意な変化は認められなかったが，

前値が15ng／ml以上でprolactinが低下した群で両

者とも有意（estradio1；p＜O．05，　progesterone；p〈

0．01）に増加した．一方，前値が15ng／ml以上で

prolactinが低下しなかった群では両者ともに有意な

変化は認められなかった（図2）．

　加味適遥散投与，一ケ月後のprolactinは前値

15ng／ml未満の群，15ng／ml以上の群ともに有意な

変化は認められなかった．平均prolactin低下率は

21．7％であった（図3）．卵巣機能は前値15ng／ml未

満の群でestradiolは有意（P＜0．05）に増加したが

progesteroneの増加には有意性はなかった．前値

15ng／ml以上でprolactinが低下した群はともに有意
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図1　随証療法による当帰有薬散のprolactin（月経中，

　　　午前）に対する作用
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図2　随証療法による当帰葛薬散の血中estradiolと

　　progesteroneに対する作用
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図3　随証療法による加味趙遥散のprolactin（月経中，

　　　午前）に対する作用
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図4　随証療法による加味遣遥散の血中estradiolと

　　　progesteroneに対する作用

（estradiol；P〈O．05，　progesterone；P＜0．Ol）　に増力口

した．しかし，前値が15ng／ml以上でprolactinが

低下しなかった群ではestradiolは有意（P〈0．05）

に増加したが，progesteroneには有意な変化はなか

った．

　桂枝萩苓丸投与，一ケ月後のprolactinは投与前値

が15ng／m1の群では有意（P＜0．01）に増加した．

これに対して，投与前15ng／ml以上の群では低下傾

向が認られらたが有意性は認められない．平均

prolactin低下率は17．1％であった（図5）．卵巣機

能は投与前値が15ng／ml未満の群ではestradiol，

progesteroneに有意な変化はなかったが，投与前値

が15ng／ml以上で桂枝萩苓丸でprolactinが低下し

た群でestradio1が有意（P〈0．05）に増加した（図

6）．投与前値が15ng／m1未満でprolactinが増加し

た3例ではestradiolレベル，卵胞数，首席卵胞の最

大径，progesteroneレベルに有意な変化は認められ

なった（図7）．

　副作用でBromocriptine療法続行が不可能なため

「証」を無視して葛薬甘草湯を投与した症例では，投

与一ケ月後のprolactinは投与前値が15ng／m1未満

の症例（いずれも潜在的高prolactin血症と診断）で

は有意な変化は認められなかったが15ng／ml以上の
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図5　随証療法による桂枝K苓丸のprolactin（月経中，

　　　午前）に対する作用

症例では有意（P＜O．05）に低下した．平均prolactin

低下率は前記三方剤より高く36．1％であった（図8）．
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図7

progesteroneに対する作用
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径ならびに5mm以上の卵胞数
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図8　随証療法によらない葛薬甘草湯のprolactin（月経

　　　中，午前）に対する作用

卵巣機能は投与前値が15ng／ml未満の群では
estradiol，　progesteroneに有意な変化は認められな

かったが，15ng／ml以上でprolactinが低下した群で

両者ともに有意（estradiol；p〈0．05，　progesterone；

p＜0．Ol）に増加した．投与前値が15ng／ml以上でも

prolactinが低下しなかった群では両者ともに有意な

変化は認められなかった（図9）．

　当帰葛薬散，加味迫遥散，桂枝侠苓丸，葛薬甘草

湯，Bromocriptine投与中の月経中に行なった

Metoclopramide10mgによるprolactin負荷テスト

後prolactinレベルはコントロールに比較してBromo－

criptine群ては有意（P＜O．05）に低下したが，当帰

葛薬散群，加味迫遥散群，桂枝侠苓丸群，葛薬甘草

湯群いずれも有意な変化は認められなかった（図10）．

　副作用のためBromocriptine療法の中止を余儀な

くされた症例の「証」は寒虚証から実熱証になるに

つれ高率になる傾向が認められ，桂枝侠苓丸で最も

高率であった（表1）．

考　　察

　更年期障害を代表とする不定愁訴を伴う婦人病の

代表的漢方方剤である当帰葛薬散，加味迫遥散桂

枝侠苓丸を卵巣機能不全不妊症婦人に随証的に処方

すると，中枢的には心身症に起因するgonadotropine
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表l　Bromocriptineで副作用が発現した症例の

　　漢方薬の「証」

卵巣機能不全不妊症の分布

42．0

当帰葛薬散
加味適遥散
桂枝K苓丸

96／376（25．5％）

195／376（51．9％）

85／376（22．6％）

高プロラクチン血性卵巣機能不全症の「証」の分布

＜o．Ol

当帰葛薬散
加味迫遥散
桂枝侠苓丸

42／127（33．3％）

68／127（53．6％＞

17／127（13．4％）

副作用のためプロモクリプチン療法続行が

不可能だった症例

2
当帰葛薬散
加味誼遥散
桂枝萩苓丸

9／42　（21．4％）

16／68　（23．5％）

10／17　（58．8％）
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図9　随証療法によらない有薬甘草湯の血中estradio1と

　　progesteroneに対する作用
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図10Metoclopramide10mg静注30分後のprolactin
　　　（月経中，午前）に対する各薬物の影響

分泌不全（加味遣遥散），末梢的には瘍血に起因する

骨盤内循環不全（当帰筍薬散，加味遺遥散，桂枝侠

苓丸）を改善することで卵胞機能，黄体機能を賦活

することが明らかになってきたが1・2），三方剤の卵胞，

黄体機能に対してsuppressorとして働くprolactin

が関与する卵巣機能不全症に対する作用は検討され

ていない．

　現段階で高prolactin血症卵巣機能不全不妊症の

唯一の西洋薬であるBromocriptineは悪心嘔吐など

の副作用が高率に発現するために使用対象が制限さ

れる．このため代用薬物として苛薬甘草湯のprolactin

低下作用が注目され，その評価は定まってきた3・4）．

　本来，漢方方剤は体形体格，腹診，脈診，舌診，

自覚症状，便通などから虚実，陰陽を弁じ，「証」を

決定して処方するのが原則であるが，その弁証法が

西洋医学を学んだ医師にとってあまりに難解なこと

もあって，不妊症には当帰葛薬散，といった，安易

な診断名優先の処方が行なわれているのが実情であ

る．そこで，著者は「証」診断を容易にするため，

腹診，自覚症状を重視した簡略「証」決定法を考案

し，その運用が不妊症治療に有用であることを報告

してきた1・2）．

　その簡略証診断で「証」決定を行なうと，高

prolactinないし潜在的高prolactin血症卵巣機能不

全不妊症は当帰Z5rs散「証」を代表とする寒虚証に

高率で，ついで加味逡遥散，桂枝侠苓丸と実熱証に

なるにしたがい低率になることが明らかになった．

　さらに，当帰葛薬散と加味遺遥散（加味遺遥散は

有意ではない）に異常高値のprolactin分泌を低下さ

せる作用が存在することが明らかになった．しかし，

それらの低下作用は葛薬甘草湯より弱く，平均低下

率は当帰葛薬散が葛薬甘草湯の68．1％，加味迫遥散

は60．1％であった．

　これに対して，桂枝侠苓丸にはprolactin低下作用

はなく，むしろ正常値の15ng／ml未満のprolactin分

泌を増加させる作用が認められた．

　prolactin分泌低下に伴う卵巣機能の変化をみる

と，当帰葛薬散証，加味適遥散証では高prolactinの

分泌低下に伴ってestradiol，　progesteroneが有意に

増加した．以上の事実から，両方剤がBromocriptine，

葛薬甘草湯と同様に高prolactin血性卵巣機能不全

不妊症に有効であることは明らかである．
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　これに対して，先に述べたように桂枝侠苓丸の

prolactin低下作用は疑問であるが，高prolactin分

泌が低下した症例でestradiolが有意に増加，．proges－

teroneに増加傾向が認められた．このため症例によ

っては当帰葛薬散，加味適遥散と同じ作用が存在す

る可能性がある．しかし，桂枝侠苓丸証と診断した

例の中に別の「証」が混在していた可能性があり，

より厳密に「証」の決定を行なう必要があったのか

もしれない．

　ところで，以上の卵巣機能改善が全てsuppressor

としてのprolactinを低下させた結果起こったのであ

ろうか？

　否である．なぜなら，著者がすでに当帰葛薬散，

加味迫遥散，桂枝侠苓丸が「証」が合った正prolactin

血性卵巣機能不全不妊症の卵胞機能ならびに黄体機

能を改善する事実を報告しているからである1・2）．し

たがって，当帰葛薬散によるprolactin低下と卵巣機

能改善は原因と結果といった一連の現象ではなく，

全く別の次元で起こった可能性すらある．すなわち，

prolactinの低下は高prolactinを必要としていた体

質的異常を当帰葛薬散が改善した結果と解すること

ができるのである．しかし，今回の研究で明らかに

なったように，prolactinの低下とestradio1とproges－

teroneの増加がパラレルに推移している事実と

prolactinの低下率は明らかに葛薬甘草湯に劣るにも

かかわらず，葛薬甘草湯とほぼ同様の卵胞ならびに

黄体機能改善が得られる事実から，卵巣機能の改善

機序はprolactinが関与する系とprolactinと独立し

た系（疹血の改善に起因する骨盤内の循環改善のた

め）が相半ばしていると考えるのが妥当であろう．

　加味遣遥散も当帰葛薬散と同じ作用があると考え

られるが，正prolactin血性卵巣機能不全不妊症に対
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する卵巣機能賦活作用が当帰葛薬散より強い事実2）や

prolactin値が正常化しないケースでもestradiolを

有意に増加させた今回の結果から当帰萄薬散より

prolactinが関与しない卵巣機能賦活作用の方が強い

と考えられる．また，「証」が合った症例では不眠，

易興奮性，欝症状などの神経症状改善1・2）するため同

方剤は直接prolactin－gonadotropine系に作用して

いる可能性がある．

　桂枝茨苓丸には当帰有薬散，加味逡遥散とは反対

に正prolactin血症でprolactin分泌を増加させる作

用が認められたが，高prolactin血症になっても卵胞

機能と黄体機能は低下せずに正常範囲内に維持され

ていた．この意味を考えると，prolactinには抗利尿

作用，Na＋保持作用8）やdiabetogenic作用9）が存在

し乳汁分泌，卯巣機能抑制作用以外に全身の
homeostasis維持に重要な役割を担っていることが容

易に予想される．したがって，桂枝侠苓丸証には当

帰葛薬散証とは反対にhomeostasis改善にために生

理的にprolactinを必要としている状況が存在してい

る可能性がある．もともと実熱証には体質的に便秘

症が多く，Bromocriptineの副作用である悪心嘔吐，

便秘が桂枝侠苓丸証に高率に発現する事実や，

prolactinのover　suppressionはかえって卵巣機能を

損ねる報告1°“”12）を併せ考えると，同証では徒らに

prolactinを低下させるとかえって妊孕性の低下をも

たらす可能性さえある．したがって，実熱証では仮

にprolactin分泌が正常範囲を越えていても卵巣機能

が正常な場合はprolactinを低下させる必要はなく，

仮に卵巣機能不全が合併してもmildな高prolactin

血症では低下させる必然性がないかもしれない．い

ずれにしても，桂枝茨苓丸証の高prolactin血性卵巣

機能不全症に対するBromocriptine療法は慎重を期

表2　高prolactin，潜在的高prolactin血性卵巣機能不全不妊症に対する薬物療法

　　　　　　　高プロラクチン，潜在的高プロラクチン血性卵巣機能不全不妊症

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「証」の決定

第一選択薬

第二選択薬

第三選択薬

　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　　　　　　　　　　　　虚実

　　　　　　　　　　　　　　　腹診

　　　　　　　　　　　　　／

　　寒虚証ないし中聞証

　　　↓　　　　　　　　↓

　当帰葛薬散　　加速迫遥散

　　　↓　　　　　　　　↓

プロモクリプチン，有薬甘草湯

　　　　　　↓

　　クロミフェン，HMG

自麗状｝

　　　＼
　　　　　　　　　実熱証

　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　桂枝茨苓丸

　　　　　　　　　　↓

　　　　　　クロミフェン，HMG

　　　　　　　　　　↓

　　　プロモクリプチン，葛薬甘草湯（？）
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すべきである．

　この一方で，正prolactin血性卵巣機能不全不妊症

にBromocriptineが有効，との報告が多数13A”6｝なさ

れている．今回の結果から考えてこのようなケース

は寒虚証が多いのではないかと推測される．したが

って，寒虚証の卵胞，黄体機能不全では実熱証と反

対にprolactin値が正常範囲内でもBromocriptine

療法が有効である可能性が充分に考えられる．以上

の結果より，寒虚証，神経症状がある中間証の面

prolactin血性卵巣機能不全不妊症の薬物療法におい

ては，第一一me択薬は当帰葛薬散，加味適遥散，第二

選択薬はBromocriptine，第三選択薬はClomiphen，

HMG，実熱証の第一選択薬は桂枝侠苓丸，第二選択

薬はClomiphen，　HMGを段階的に使用すべきで

Bromocriptineの使用は慎重を要すると結論された

（表2）．さらに，卵巣機能不全不妊症の治療に当っ

ては，例え西洋薬のみで治療する場合でも安易な診

断名あるいはデータ優先の薬物選択は必ずしも妊娠

率の向上につながらず，薬物選択に当って患者個人

の体質を充分に考慮することが重要であり，その診

断法として漢方の「証」決定は極めて優れていると

考えられた．

　最後に，Metoclopramide10mg負荷テストは睡眠

中，空腹時，精神的ストレス時の高prolactinを再現

すると考えられているが5），高prolactin低下作用を

確認した当帰葛薬散と加味迫遥散服用中でBromo－

criptineに認められる負荷後prolactinの有意な低下

が認められなかったため同検査法が卵巣機能不全の

原因となる生理的潜在的高prolactin血症を再現して

いると考えることには疑問が残った，
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Effects　of　Toukishaku一

yakusan，　Kamishouyousan

　and　Keishibukuryougan

　Diagnosed　by「Zheng」

　　on　hyper　prolactinemic

　　ovarian　dysfunctional

　　　infertilies　compared

with　Shakuyakukanzoutou

Takashi　Kano

Kano　Clinic，　Osaka　542，　Japarl

　　Effects　of　Toukishakuyakusan，　Kamishouyousan

and　Keishibukuryougan　which　were　diagnose　by
‘‘

Zheng”　and　prescribed　on　hyperprolactinemic

evarian　insufficiency　were　examined　in　77　patients

and　compared　with　those　of　Shakuyakukanzoutou．

　　As　a　result，　Toukishakuyakusan　decreased　the

prolactin　level　significantly　ill　patients　with　a　level

15ng／ml　or　Inore，　but　did　not　produce　a　significarユt

change　in　patients　with　a　level　less　than　15ng／ml．

Serum　estradiol　and　progesterone　increased　signifi・

cantly　in　patients　whom　the　prolactin　level　was

decreased．　Kamishouyousan　showed　a　similar
effect．　In　contrast，　Keishibukuryougan　increased

the　prolactin　level　significantly　in　patients　with　a

level　Iess　than　15ng／ml，　but　did　not　change　the

levels　of　serum　estradiol　and　progesterone　and　the

dominant　follicle　diameter　significantly．　On　the

other　hand，　this　drug　did　not　affect　the　prolactin

level　significantly　in　the　patients　with　a　level　15ng／

ml　or　more　but　estradiol　was　increased　significant－

ly　whose　prolactin　level　wa　decreased　after　admin・

1stratlon．

　　In　conclusion，　when　hyperprolactinerrlia　ac－

companied　with　follicular　and　or　luteal　insuffi・

ciency　in　the　case　of“Kan－Kyo　Zheng”（sensitive　to

cold，　physical　strength　and　form　are　poor），　the　drug

of　the　first　choice　should　be　Toukishakuyakusan　or

Kamishouyousan　and　that　of　the　second　choice　is　to

be　Bromocriptine　or　Shakuyakukanzoutou．　In　the

case　of“Zitsu・Netsu　Zheng”（feel　hot，　physical

strength　and　form　are　good），　a　possibility　that

hyperprolactinemia　might　be　a　physiological

phenomenone　for　maintaing　hQmeostasis　cannot　be

denied，　and　hence　the　drug　of　the　first　choice　should

be　Keishibukuryougarl　and　that　of　the　second

choice　is　to　be　clomiphene　or　HMG，　and　the　use　of

brmocriptine　was　considered　to　be　cautious．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年7月11日）
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Abstract：Eleven　wornen　with　hot　flush　episodes　participated　in　this　study．　All　of　women　took　the

herbal　medicine，　TSUMURA　GOSHAKU－SAN（TJ－63）7．5g　per　day　for　4　weeks　and　over．　To

assess　the　significance　of　the　effect　of　TJ・630n　hot　flush　episodes，　we　attempted　to　measure　the

urinary　luteinizing　hormone（LH）and　estradiol（E2）values　before　and　after　nledication．　The　result

was　that　the　TJ－63　could　reduced　the　LH　secretion　but　not　E2　values．　The　hot　flush　episodes　were

relieved　by　TJ－63　medication　in　women　associated　with　reduction　of　LH　value　and　the　E2　value

more　than　O．23　ng／ml．　An　adverse　effect　of　TJ－63　was　noticed　in　only　a　woman．　ln　conclusion，

TJ－63　is　valuable　for　the　treatment　of　a　patient　with　hot　flush　episodes　who　does　not　have　long

duration　of　postmenopause．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．工Fert｛1．　SteriL，36（2），422－426，1991）

Introduction

　　The　perimenopausal　and　the　climacteric

women　have　many　kinds　of　symptoms　such　as　hot

flushes，　depression，　head　ache，　edema　and　emo－

tional　disturbances，　which　may　be　induced　by

estrogen　deficiency．　In　these　symptoms，　the　inci－

dence　of　hot　flush　episodes　has　been　found　to　be　as

great　as　85％among　women　who　go　through

physiologic　menopause　or　who　undergo　bilateral

oophorectomy．　The　longevity　of　women　has　in・

creased　proportionately　even　more　during　this

period．　The　estrogen　replacement　therapy　has　an

effect　on　those　symptoms　on　the　side　but　has

many　kinds　of　adverse　effect　because　of　long

period　usage　on　the　other　side．　Owing　to　this

concern，　in　these　days，　the　herbal　medicine　has

been　convenient　for　the　treatment　of　the

climacteric　symptoms．　The　GOSHAKU－SAN
（TJ－63）is　also　one　of　the　herbal　medicines　for　the

treatment　of　this　symptoms，　which　contains　16

kinds　of　herbal　extracts．　The　present　study，　there－

fore，　was　designed　to　find　out　whether　the　TJ－63

had　an　effect　on　hot　flush　on　the　basis　of　urinary

LH　and　estradiol　values．

Materials　and　Methods

　　Nine　women　who　went　through　physiologic

menopause　or　perimenopause　and　2　women　who

underwent　bilateral　oophorectomy　participated　in

this　study．　Every　ll　women　had　a　history　of

having　hot　flush　chiefly．　The　clinical　profile　is

shown　in　Table　L

　　AII　the　patients　had　7，5g　of　TJ－63　per　day　for　4

weeks　or　more．　First　morning　urinary　specimens

were　collected　for　5　days　consecutively　before　and

from　2　to　4　weeks　during　medication．　All　patients

reported　that　they　had　not　taken　estrogen，

estrogen－containing　med1cation　or　any　other

herbal　medicines．　All　agreed　not　to　take　any

medications　after　enrollment．

　　The　urinary　LH　values　in　all　urine　samples



平成3年4月1日 T．OKAMURA　et　a1．
（423＞　　181

Table　l　Clinical　profile　of　the　women　with　hot　flush

No．　NameAge
Duration　of　postmenopause
　　　　　　　　　（years）

Duration　of　hot　flush　at

　　enrollment（years）
Cause　of　hot　flush

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

NT
MT
NY
MY
TH
YT
RI
SI
KO
KH
NS

46

47

51

52

57

49

54

55

48

49

58

　　　　　0．2

　　　　　0．2

Perimenopause

Perimenopause

Perimenopause

　　　　　O．2

Perimenopause

Perimenopause

　　　　　　1

　　　　　　1

　　　　　　7

0．2

0．2

　1

　1

0．5

0．2

0．5

0．5

0．8

0．8

　1

　　　ATH＋BSO

ATH＋Climacteric
　　　Climacteric

　　　Clirnacteric

　　　Clirnacteric

　　　ATH＋BSO

　　　CIimacteric

　　　Climacteric

　　　Climacteric

　　　Climacteric

　　　Climacteric

ATH：abdominal　total　hysterectomy

BSO：both　side　oophorectomy

were　determined　by　a　new　semiquantitative　lm・

munoassay　kid（HI－TWINCLON　LH，　EIKEN
CHEMICAL　Co．，　Ltd．　Japan）．　This　kit，　utilizing

monoclonal　antbodies，　carl　reliably　detect　urinary

LH　levels　from　5　to　640　mlU／ml　in　approximately

2hours．　For　the　details　of　this　method，　please

refer　to　the　above－mentioned　papers．1・2）

　　Three　of　5　urine　samples　before　and　during

medication　in　every　ll　patients　were　used　for

estradiol（E2）

The　Procedure　Of　un’nary　a　level　detenuingtion　is

summarized　as　follows．

1，The　pH　of　the　sample　is　adjusted　to　pH　5．O　by

adding　IN－NaOH　or　CH3COOH（40％）2．　Buffer

solution：Add　7α5　ml　of　IN－NaOH　to　100　ml　of

lN－CH3COOH　and　complete　to　500　ml　with　dis－

tilled　water．3．　Enzyme　diluted　solution：Add　O．06

mg　of　Helix　pomatia　juice（REACTIFS　IBF，

France）containing　100．000　Fishman　units　of　beta－

glucuronidase　to　10　ml　of　buffer　solution，4．　Add　O．

7ml　of　enzyme－diIuted　solution　to　O．1　ml　of　pH

adjusted　urine　sample　and　incubate　for　30　minutes

at　62℃．5．　Hydrolyzed　urine　sample　was　used　for

radioimmunoassay（RIA）analysis．

　　Student’s　t　test　was　used　for　statistical　compari－

sons　as　to　the　analyses　of　LH　values　but　was　not

done　for　these　of　E2　values　because　the　sample

size　of　E2　was　too　small　to　achieve　statistical

significance．

Results

　　　The　values　of　LH　before　medication　were

varied　and　did　not　show　stationary　tendency

（Table　2）．　In　general，　urinary　LH　by　this　Kit

measurement　was　not　detectable　except　during

the　midcycle　surge　as　previously　reported．1・2〕The

mean　urinary　LH　values　except　periovulatory

phase　were　under　the　sensitivity　but　more　than　15

mlU／ml　in　serum　by　RIA　procedure．　Therefore，

the　values　of　LH　before　medication　except　the

patient　of　No　ll　were　exceedingly　high　compared

with　those　of　normal　reproductive　women．　The

severity　of　hot　flush　episode　was　not　always　in

agreement　with　the　LH　value　in　every　cases．

Because　that　episode　was　manifested　even　in　a

case　of　No　ll　patient　whose　LH　valuse　were

always　under　the　sensitivity．　The　E2　values　before

medication　were　Iow　compared　with　those　of

normal　reproductive　women　except　the　patient　of

No　3．　Furthermore，　it　seeemed　that　the　reverse

correlation　between　the　severity　of　hot　flush　epi－

sode　and　E2　values　was　noticed．

　　The　LH　values　in　g　of　ll　patients　could　be

reduced　after　TJ－63　medication　and　significant

differences（p〈0．05　to　p〈0．001）were　noticed　in　6

0f　g　patients．　The　LH　value　in　a　patient　of　No　5

was　increased　after　medication　of　TJ・63　converse・

ly，　but　a　significant　difference　was　not　noticed

（p＜0．2）．She　sometimes　complained　of　palpitation

and　loss　of　appetite　during　medication　so　that　she
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Table　2　Effects　of　GOSHAKU－SAN　on　LH　and　estradiol　values

Before　medication After　medication
No．　Name

LH（mIU／ml） E（ng／mD LH（rnIU／m1） E（ng／ml）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1〔〕

ll

　4．13±1．38＊

　7．14±2．47

40、00±21．9〔〕＊　＊

32．00土9．80＃＃

　2．50±1．37

14．00：ヒ4．90＊

　8．20±3．12＃

　8．20±3．12＊＊

25．〔〕0．±8．66

22．OO±9．8〔〕

　　　　　＜2．5

0．20±0．／0

0．23±0．12

6．67±2．29

0．37±0，05

0．20：士0．08

0．13±0．05

0．33土0．17

0．33±O．17

0．97土O．31

〔1．50±0．22

0。20±0。10

　2．34±1．59

6．43　±3．23

　2．75±1．84

　6．O〔〕±2．00

　4．OO±lt22

　7．50±2．50

　3．00±1．70

　2．25±1．46

13．00：ヒ6．00

13．00土6．00

　　　　　＜2，5

0．23±0．12

0．23±O．12

5．23±O．25

1．00±0．08

0．20±0．08

0．10±0

0．27±0．12

0、50±0，22

0．2±O

O．2±0

0．13±0．05

Values　are　mean±SD．

Significant　differences　of　LH　vahles　between　before　and　after　medication　are　as　follows．

＊：p＜O．05

＃：p＜O．02

might　be　not　able　to　take　medicine　according　as

the　rule．　Therefore，　the　iIlcremellt　of　LH　value　ill

this　case　may　be　due　to　that　reason．　Ultimately，　it

seemed　that　the　TJ・63　could　suppress　the　LH

secretion　by　way　of　unknowrl　cause．　The　E2

values　after　rrledication　did　not　show　the　statiol｝

ary　tendency．　The　TJ－63　could　not　affect　the　E2

value．

　　The　hot　flush　episodes　in　60f　llpatients　subsid－

ed　or　improved　by　TJ・63　administration，　but　not

subside　in　the　other　5　patients．　However，　it

seemed　that　the　use　of　this　rnedicine　did　not

aggravate　the　condition　of　climacteric　symptoms．

Relief　from　hot　flush　episode　in　every　6　patients

was　accompanied　with　the　reduction　of　LH　value

and　a　value　of　E2　more　than　O．23　ng／ml．　The　LH

values　i1130f　5　patients　without　relief　from　hot

flush　were　also　reduced　after　medication．　But　all

of　the　E2　values　in　these　3　patients　were　O，2　ng／ml

and　less．　In　remainillg　2　patients，　one　could　not

take　the　medicine　according　as　the　rule　because　of

adverse　effects　so　that　the　hot　flush　might　be　Ilot

relieved　and　the　LH　value　might　be　increased

conversely．　Another　patients　could　take　the　medi－

cine．　As　the　LH　value，　however，　was　under　sensi・

tivity　before　medication　it　was　not　clear　in　this

case　whether　the　medicine　might　have　an　effect

on　LH　secretion．

＊＊：P＜O．01

＃＃：p〈0．001

Discussion

　　The　climacteric　symptoms　have　many　kinds　of

complains　and　may　be　lasting　for　more　than　10

years．　Therefore，　it　seems　that　the　medicine

without　or　with　little　adverse　effect　is　much

desirable　for　the　treatment　of　this　symptoms．

Recently，　the　clonidine　also　was　used　for　the

treatment　of　hot　flushes．　Ginsburg　et　a1．3）showed

that　the　clonidine　had　a　beneficial　clinical　action

on　hot　flushes　but　had　side　effects　on　cardiovas．

cular　system　which　were　not　serious，　though．

Taking　it　into　collsideration　the　herbal　medicilユe

may　be　more　convenient　drug　for　the　treatment．

GOSHAKU－SAN（TJ－63）is　one　of　the　herbal

medicines　for　the　climacteric　symptoms，　espe－

cially，　hot　flush　episodes．　As　above　mentioned，

TJ－63　has　16　kinds　of　herbal　extracts．　Therefore，

it　is　not　clearly　understood　now　that　what　and

how　herbs　may　affect　or　illtel‘act．　Furthermore，

all　of　the　herbal　medicines　have　no　adverse　effects

ill　any　circumstances．　The　treatment　of　herbaI

medicine　is　introduced　a　concept“Shou”which　is

constituted　by　physical　differences　or　characteris・

tics　of　patients　to　treat　apPropriately．　In　this

study，　the　concept　of“Shou”was　ignored．　Unfor－

tunately，　some　adverse　effects　were　noticed　in

only　one　of　ll　patients　which　were　not　serious，
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though．　This　patient　has　been　stlffering　from

palpitation　before　medication　and　that　was　mis－

sed　unwillingly．

　　It　has　been　said　that　the　characteristics　of

climacteric　were　a　high　value　of　gonadotropin

and　a　low　value　of　estrogen　as　the　results　of

ovarian　deficiency4），　A　selective　rise　of　follicle－

stirnulating　hormone（FSH＞was　noticed　at　the

onset　of　the　perimenopausal　period　and　followed

by　LH　as　well．　For　want　of　urinary　FSH　measure－

ment，　urinary　LH　value　was　used　for　hormonal

evaluation　which　was　easily　detected　by

HITWINCLON　LH，　The　urinary　LH　measure－

ments　utiIizing　non・radioactive　materials　have

overtaken　RIA　owing　to　siniple　procedure，　col－

lecting　of　urine　at　home　and　have　a　value　in

detecting　of　tonic　LH　variance　without　influence

of　the　LH　pulsatile　secretion　as　it　is　in　serum．　In

our　study，　the　urinary　LH　values　in　all　but　one

patients　were　above　sensitivity　which　could　not

detect　except　periovulatory　phase　in　normal　re－

productive　women．　However，　all　of　the　ll　patients

complained　hot　flush　episodes　with　difference　ill

extent．　Rebar　et　aL5）and　Tepper　et　aL6〕reported

that　the　hot　flushes　occurred　together　with　pu1－

stile　release　of　LH　and　suggested　that　the　cate－

cholamines　and　the　endegenous　opiated　had　also

take　part　in　occurrence　of　the　hot　flushes．　Mean－

while，　Nagamani　et　aLア）pointed　out　that　the

number　of　LH　pulses　before　and　after　treatment

were　about　the　same．　Therefore，　it　does　not

always　follow　that　the　high　tonic　LH　value　also

may　be　characteristics　of　climacteric　women，　On

the　other　hand，　the　E2　values　before　medication

except　a　patient　of　No　3　were　low　in　comparison

with　normal　reproductive　women．　It　has　been　said

that　the　hot　flushes　were　not　the　uncommon

association　of　high　gonadotropin　values　with

elevated　estrogens4），　or　a　weak　negative　correla－

tion　was　found　occasionally　between　the　LH　and

the　E2　values．　In　any　cases，　however，　high　LH

value　and　low　E2　value　did　not　always　lead　the

cause　the　hot　flush　episodes，　but　the　other　factors

also　might　play　role　at　least　in　part．

　　It　seems　that　the　TJ・63　has　an　effect　of　reduc－

tion　on　the　LH　values　if　only　a　patient　took　the

medicine　according　as　the　rule．　The　TJ－63　how一
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Table　3　Schema　of　the　effects　of　LH　and　estradio

　　　　　　　values　on　hot　flush

LH　level↓ →E＞0．2ng／mI lmprovement

＼

LH　level↓ →E≦0，2ng／ml→no　improvement

ever，　has　no　effect　on　E2　values．　It　is　not　clearly

understood　now　why　and　how　the　TJ－63　may

affect　on　the　LH　values．　The　hot　flush　episodes

were　relivevd　in　60f　ll　patients　after　the　TJ－63

medication　In　all　of　these　6　patients，　the　LH

values　were　suppressed　by　TJ－63　and　the　E2　val－

ues　could　be　always　detected　above　O．23　ng／ml．　In

the　remaining　5　patients，　the　hot　flush　episodes

were　not　relieved．　Nevertheless　the　LH　values　in

30f　5　patients　were　suppressed　by　TJ・63　medica－

tion，　the　E2　values　were　O．2　ng／ml　and　less．　In

view　of　the　results　so　far　achieved，　the　hot　flush

episodes　were　relieved　by　the　GOSHAKU－SAN　as

aresult　of　suppression　of　the　LH　secretion　and

yet，　the　E21ay　in　value　more　than　O．23　ng／ml

（Table　3）．ln　other　words，　the　GOSHAKU－SAN

have　an　effect　on　early　complaint　of　hot　flush

associated　with　elevated　LH　and　E2　values．
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五積散のhot　Flushに

　　　対する効果

東京大学医学部附属病院分院産婦人科

日不妊会誌36巻2号

岡村　隆　竹内　亨　西井　修

柳沼　恣

　のぼせを主訴とする更年期婦人および卵巣摘出婦人

11例に五積散1日7．59を4週間以上投与し，投与前，

中の尿中エストラジオール（E、〉，尿中LHを測定し，

その効果を検討した．E2はRIAにて，又LHはHitwin・

clon　LHにて測定した．その結果11例中6例に症例の

改善を認めた．これら6例中5例のLH値はTfi．積散の

投与により，有意に減少し，1例も減少傾向を認め，

E2値は五積散投与による変化を認めなかった．症例改

善を認めなかった5例はLH値が減少せず，或いはLH

値は減少してもE2値が0．2μg／1未満であった．以L

の結果，五積散はいわゆるのぼせに対してその効果を

発揮する為にはLHf直が減少すること，ある程度のE2

値が存在することが必要であり，恐らく症例発現の比

較的早期の症例に有用であるとおもわれた．

　　　　　　　　　　　　（受付：1990年7月ll日）
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不妊治療における“1年妊娠率”，
“

2年妊娠率”およびそれに関与する

因子の検討

　　The　One－year　and　Two－year

Pregnancy　Rates　with　Infertility，

and　the　Factors　Influencing　Them

高　橋　　　晃

Akira　TAKAHASHI

倉敷中央病院産婦人科

橋　井　康　二

　Kouji　HASII

浮　田　昌　彦

Masahiko　UKITA

　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Kurashiki　Central　Hospital，　Kurashiki　710，　Japan

　当院不妊外来を受診した280人について受診後1年の時点での妊娠成立者数，2年の時点での妊娠

成立者数を検討し，“1年妊娠率”，“2年妊娠率”を求めた．その上で，個々の不妊期間，不妊原因等

の因子の妊娠率への関与について検討した．

（1）全体の1年妊娠率は56．6％（原発性52．1％，続発性63．9％），2年妊娠率は77．8％（原発性69．7

％，続発性89．4％）であった．

（2）既往治療例の妊娠率は有意に低く，妊娠不成立例での不妊期間は有意に長期であった．

（3）第1度無月経より軽度の排卵障害の例での妊娠率は排卯障害の無い症例とほぼ同じであったが，第

II度無月経では有意に低い妊娠率であった．

（4）内分泌因子を有する症例では治療により満足しうる妊娠率となっていたが，子宮因子，卵管因子の

存在は妊娠率低下の傾向をもたらした．また，頸管因子，腹腔因子，男性因子は有意に妊娠率の低下

をもたらした，

（5）有している不妊因子の増加にともない妊娠率は低下した．不妊因子数2以上の1年妊娠率は50％以

下であり，不妊因子数5以上での妊娠例はなかった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steri1．，36（2），427－432，1991）

緒　　言

　これまでの不妊外来治療の成績の検討では，ある

期間に受診した不妊患者数を母数とし，検討時点で

の妊娠成立者の割合を便宜的に妊娠成功率として表

すことが少なくなかった．しかし，この検討方法で

は対象となった患者の治療期問は様々であるために，

この妊娠成功率を用いて，不妊原因，治療方法など

の各因子の影響を比較検討することは正確さの面で

不適当であると考えられる．そこで，各症例毎に初

診時からの一定治療期間後における妊娠成立の有無

をみることにより，さらに厳密な治療成績の検討方

法を試みた．すなわち，治療開始後1年以内の妊娠

成立率を“1年妊娠率”，治療開始後2年以内の妊娠

成立率を“2年妊娠率”として求め，背景因子，不

妊因子のこれに与える影響について検討を行った（図

1）．

検討方法

対象は，1985年1月よりの2年間に挙児を希望し
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198＊ 198＊ 198＊ 198＊
検討
時期

　　　　　初診期間

初診 1年後　　2年後 3年後

　↑

1年妊娠率

　小
2年妊娠率

ある期間に受診した症例の中で

検討時点での妊娠成功率をみる場合

症例毎に受診後1｛卜ll，2年目の

時点での妊娠成功の有無をみる場合

図1　2つの検討方法の模式図

（1年後） （2年後）

対象　280例 治療施行　　236例

検査中断　　25例

妊娠成立　　107例

妊娠不成立　82例

治療中断

妊娠不可能　19例

　　　　　　図2　対象と1年後， 2年後のf’後

47例

　　　　妊娠成立　　21例
一
　　　　妊娠不成立　37例

　　　　治療中断　　24例

て倉敷中央病院不妊外来を初診した280例である．

この中でルーチン検査を終え，治療を行った症例は

236例であり，これらの各症例についてそれぞれ初診

後1年，2年の時点での妊娠成立の有無を検討し，

以下の方法で“1年妊娠率”，“2年妊娠率”を求め
た．

　1年妊娠率＝（1年以内に妊娠の成立した症例数〉／

（1年以内に妊娠の成立した症例数＋1年後に妊娠の

不成立であった症例数）

　2年妊娠率＝（2年以内に妊娠の成立した症例数）／

（2年以内に妊娠の成立した症例数＋2年後に妊娠の

不成立であった症例数）

　それぞれの妊娠率に与える影響を原発性・続発性

不妊症，本人，夫の初診時年齢，他施設での既往治

療の有無，不妊原因，不妊因f’数について検討した．

不妊原因の検討は内分泌因f，子宮因子，卵管因子，

頸管因子，腹腔因子，男性因子の6因子に分けて行

った．

結　　果

　不妊外来を受診した280例の中で，検査を途中で

中断した症例は25例，無精子症など妊娠不可能症例

は19例であった．治療を行った236例中1年以内に

妊娠が成立したのは107例，妊娠が不成立であった

のは82例，1年以内に治療を中断したのは47例で

あり，1年妊娠率は56．6％であった．1年後の妊娠

不成立82例中2年以内に妊娠成立したのは21例，

2年後にも妊娠不成立だったのは37例で，2年妊娠

率は77，8％であった（図2）．

　1年妊娠率は原発性不妊症で57．O％，続発性不妊
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表1　原発性・続発性不妊症，既往治療の有無と妊娠率

計
不妊症種類

（検定）
既往治療

原発性 続発1’生 なし あり

（検定）

1年妊娠率

2年妊娠率

107／189　　　　　61／107　　　　　　46／82

（56．6％）　　　　（57．O％）　　　　（56．1％）

128／165　　　　　69／99　　　　　　　59／66

（77．8％）　　　　（69．7％）　　　　（89．4％）

NS．

P＜0．01

75／ll3

（66．4％）

90／102

（88．29を｝）

32／76

（42．1％）

38／63

（60．39／o）

P＜0．Ol

P〈0．Ol

表2　初診昨年齢，夫年齢，イ・妊期間と妊娠成立の有無

初診時年齢（歳） 夫年齢（歳） 不妊期間（Jj）

　　　　　　成　iltl
1年以内妊娠
　　　　　　不成tll

27．4±3．8

29．3±4．6

30．2±4．3

32．1±4．9

23．9±22．5
　　　　　　P＞0．01
41．1＋32．8

　　　　　　成　、ttl
2年以内妊娠
　　　　　　不成、’tl

27．6±3，7

30．7±5．5

30．4：ヒ4．3

32．9±5．7

24．5±22．O
　　　　　　P＜0．Ol
49，1±36．3

症では56，1％と差を認めなかったが，2年妊娠率で

は原発性不妊症で69．7％，続発性不妊症では89．4

％と有意差（P〈0．01）を認めた．既往治療歴のあ

る症例では1年妊娠率42．1％，2年妊娠率60．3％

と，治療歴の無い症例の66．4％，88．2％に比してそ

れぞれ有意に（P＜0．01＞低率であった（表1）．1

年妊娠率，2年妊娠率と初診時年齢，夫年齢の間に

は特に関連を認めなかったが，不妊期間は，1年以

内妊娠例23．9±22。5カ月，1年目妊娠不成立例

41．1±32．8カ月，2年以内妊娠例24．5＋22．0カ月，

2年目妊娠不成立例49．1±36．3カ月とそれぞれの間

に有意の（P＜0．01）相関を認めた（表2＞，

　無排卵を始めとするなんらかの排卵異常は約8⑪％

の症例にみられた．正常排卵症例の1年妊娠率51．4

％，2年妊娠率77．4％は黄体機能不全，稀発排卵，

無排卵周期症，第1度無月経症例のそれぞれの1年

妊娠率，2年妊娠率と差がなかったが，第II度無月

経の1年妊娠率16．7％，2年妊娠率25．0％は有意

に（Pく0．01）低率であった（図3，4）．

　不妊因子は6因子に分けて検討を行った．LH・RH

負荷試験，TRH負荷試験，黄体期progesterone値

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
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図3　排卵異常の頻度
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　　図4　排卵異常と妊娠率

の異常などの内分泌因子を有する症例は約86％であ

ったが，これらの症例の1年妊娠率52．2％，2年妊

娠率76．4％は内分泌因子を有していない症例の妊娠

率とほぼ同じであった．子宮奇形，子宮筋腫などの

子宮因f－，あるいは卵管閉塞，卵管摘除後などの卵

管因子の存在は妊娠率低下の傾向をもたらしたが，

因子を有している症例はそれぞれ16．8％，9．6％と

少なく，有意の差とはならなかった．外性予宮内膜

症，卵巣嚢腫，腹腔内癒着などの腹腔因子，頸管粘

液分泌不良などの頸管因子，乏・無力精子症などの

男性因子の存在は有意に妊娠率を低ドさせていた．

特に，腹腔因子の存在は1年妊娠率22．9％，2年妊

娠率27．6％と著明な妊娠率の低下をもたらしていた

（図5，6）．

　各症例の有している不妊因子数は，約半数の症例

が1因子以下であり，3因子以上を有しているのは
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　　図8　不妊因子数と妊娠率

因子数5以上の症例では治療期間2年となっても妊

娠例はなかった（図8）．
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　　　図6　不妊因子と妊娠率

約5％であった（図7）．有している不妊因子数が増

加するにしたがって妊娠率は低下しており，特に，

1年妊娠率では不妊因子数1と2の間で大きな差と

なっており，不妊因子数2以上の症例の1年妊娠率

は50％以下であった．これらの症例においても2年

妊娠率は1年妊娠率に比して向上していたが，不妊

　不妊治療の最終目標が健常生児を得る点にあるこ

とは言うまでもないが，そのための不妊治療による

妊娠例の管理と出生児についての検討はすでに報告

した1）．また，第一目標である妊娠成立のための不妊

治療の成績を検討するためには，各治療方法の有効

性，各不妊因子の影響，各施設での妊娠率などが比

較しうる形で呈示されなければならない．しかし，

これまでの治療成績の報告は，ある施設である期間

に治療した症例の妊娠成功率として表されているた

め，個々の症例の治療期間は一定ではないことがほ

とんどであった．そのため，他の報告との比較検討

が不可能であり，また，同一報告の中でも各症例の

いわば妊娠しやすさとでも言うべきものが陰蔽され

てしまい，各治療法，不妊因子の影響の比較も不正

確であった．また，従来の報告の多くは妊娠成功例

の大部分は2年以内に妊娠が成立しているとしてい

るが，一方で，2年間の治療にも関わらず妊娠不成

立である症例の頻度などの検討も重要な問題である．
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しかし，これに言及した報告はこれまでほとんど見

られていない．そこで，今回の検討では各症例毎に

受診後1年目，2年目の妊娠成立の有無をチェック

し“1年妊娠率”，“2年妊娠率”を求め，その上で，

各不妊因子の影響を比較検討してみた．

　今回の受診者の中で検査中断者は25例であった．

他の報告者2・3）も検査未終了者や治療を拒否したりし

たいわゆる脱落例の頻度を15～21％としている．わ

れわれの検査中断者の中の1／3，全体の約3％は両側

卵管閉塞，高度乏精子症など特殊な治療が必要な症

例であD，その結果が判明した時点で治療を断念し

ている．また，無精子症，染色体異常による卵巣発

育不全など妊娠が不可能と考えられる症例が約7％

あり，これらを合わせた約10％の症例では特にその

後の対応についての綿密なinformed　choiceが必要

であろう．

　1年妊娠率，2年妊娠率からみた背景因子として

は，不妊期間が大きな要素であった．不妊期間が長

期になるにつれて妊娠成功率の低下がみられること

は従来より指摘されているが3・4），今回の検討でも1

年目，2年目の妊娠不成立症例の不妊期間は有意に

長期であった，また，原発性不妊症に比して続発性

不妊症では2年妊娠率が有意に高率であったがこの

原因については不明である，

　不妊因子は6因子に分けて検討を行った．内分泌

因子の有無の妊娠率への影響は少なく，ほぼ満足し

うる治療が行い得ていると考えられた．特にこの中

にはbromocriptineによる妊娠が多くみられ，同剤

の有用性は大きいと思われた5），子宮因子，卵管因子

の存在は妊娠率低下の傾向をもたらしたが，因子を

有している症例数が比較的少ないため，有意の差と

はならなかった．腹腔因子，頸管因子，男性因子の

存在は有意に妊娠率を低下させており，これらの因

子の中には十分な治療の困難なものが少なくないこ

とを示唆していると考えられた．他の報告2）でも卵巣

因子に比して卵管因子，子宮内膜症，男性因子を有

する症例の妊娠率は低いとされている．特に腹腔因

子では治療開始後1年で妊娠が成立しなかった症例

では，その後の妊娠成立はかなり困難であり，さら

に高度な治療方法を考慮しなくてはならないであろ
う．

　不妊因子数の増加は当然のことながら妊娠率の低

下をもたらしていた．約半数の症例では複数の不妊

因子を有していることから，ルーチン検査を必ず行

い個々の症例の問題点を充分に見つけ出したうえで，

個別的に治療計画を立てることが妊娠率の向上には

重要であると考えられた．

　以上のように，“1年妊娠率”，“2年妊娠率”を求

めて検討を行ったが，単にある検討期間の妊娠成功

率からの検討に比して，より正確な検討が可能であ

ると考えられる．しかし，今回の検討方法にもいく

つかの問題点が残る．一つは，不妊因子の検索によ

りかなり治療困難な因子が明らかになった場合に，

1年未満で治療を断念してしまう症例があることで

ある．この症例は以後の妊娠率の検討からは除外さ

れてしまうために，その不妊因子の意味合も陰蔽さ

れてしまうことになる。さらに，治療後1年未満に

妊娠が成立しなかった症例が2年未満で治療を断念

した場合は，母数が減少するために，他に新たな妊

娠症例が無い場合でも2年妊娠率は1年妊娠率より

も高くなることとなる，この問題点を解消するため

には“2年目妊娠率（治療開始後1年目の妊娠不成

立症例の中で，次の1年で妊娠が成立する率）’tの検

討があわせて必要と考えられた．

　なお，本論文の要旨は第34回H本不妊学会（旭川）

で発表した．
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Akira　Takahashi，　Kouji　Hasii　and　Masahiko　Ukita

　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Kurashiki　Central　Hospita1，　Kurashiki　710，　Japan

　　The　1－year　and　2－year　pregnancy　rates　in　280

infertile　women　treated　at　our　hospital　were　inves－

tigated．

（1）The　l・year　pregnancy　rate　was　56．6％（52．1％in

primary　infertility　and　63．9％　in　secondary　infer－

tility）and　2・year　pregnancy　rate　was　77．8％（69．7％

in　primary　infertility　and　89．4％in　secondary　infer－

tility）．

（2）The　pregnancy　rate　of　patients　who　had　been

treated　previously　was　Iow　and　the　sterile　period　in

patients　who　did　not　conceived　was　significantly

longer　than　that　ill　those　who　conceived．

（3）There　was　no　difference　between　the　pregnancy

rates　for　luteal　insufficiency　anovulatory　cycles，1．

st　degree　amenorrhea　and　normal　ovLユ1atory　cycles，

but　the　pregnancy　rate　in　2．　nd　degree　amenorrhea

was　significantly　lower．

（4）The　pregnancy　rate　of　patients　with　endo－

crinological　disorder　was　good，　but　those　with

uterine　and　tubal　disorders　had　lower　pregnancy

rates．　Cervical，　abdominal　and　male　disorders　were

associated　with　significantly　lower　pregnancy

rates．

（5）The　pregnancy　rate　decreased　with　an　increase

in　the　number　of　factors　contributing　to　infertility．

In　particular，　the　1－year　pregnancy　rate　of　patients

with　more　than　two　factors　was　under　50％and　no

patients　conceived　with　more　than　5　factors．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年4月4日）

迅
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　男性不妊治療の現状と問題点を解析するために，平成元年1月から12月末までの問に当科で施行し

たAIH（75周期）およびIVF－ET（77周期）の成績を，精液所見良好者と精液所見不良者に分けて比

較検討した．AIH全体の妊娠成功率は4．0％と低値であり，精液所見不良者の成功率は2．0％とさら

に低値であった．IVF－ETにおいても，精液所見不良者の受精率，妊娠成功率はそれぞれ44．4％，14．3

％と，良好者のそれぞれ74．0％，28．6％に比し低値であった．また，不良者の妊娠2例は，ともに流

産に終わり生児を得ることができなかった．

　男性不妊に対して，AIH，　IVF－ETなどの治療法は，受精能あるいは発生能に問題のある精子を用い

る限りにおいては，決して有効とはいえない．今後は，Testis，　EpididymidisのPhysiologyやPathology

といった造精機能そのものに対する理解を深め，その理解にもとついた治療法の出現が望まれる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　FertiL　Steril．，36（2），433－437，1991）

緒　　言

最近の不妊症治療の進歩は著しいが，不妊を訴え

るカップルにおいて，男性の側にその原因の存在す

る場合，その治療は今なお困難である．その理由は，

男性不妊のほとんどを占めるのが，原因のわからな

い造精機能の異常であり1），根本的治療が困難な場合

が多いからである．そこで現時点では，得られた精

子で，いかに妊娠を成立させるかという観点から，

比較的少数の運動精子のみで治療が成立すると考え
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Table／　Pregnancy　Rates　of　Our　Infertility　Clinics

　Total　　no．　of

no．　of　　　infertile

out・patients　patlents

　　　no．　of
（％）　　　　　　　（％）
　　pregnanc！es

（％）

30

1975　　　　5011

1976　　　　5199

1977　　　　5510

1978　　　　5445

1979　　　　5385

1980　　　　5437

1981　　　　5758

1982　　　　5771

1983　　　　5691

1984　　　　5529

1985　　　　5426

1986　　　　5087

1987　　　　5072

1988　　　　4786

1989　　　　4850

579　　　11．6　　　 47　　　8．1

734　　　　14．1　　　　83　　　11．3

877　　　15．9　　　104　　11．8

962　　　17，6　　　88　　　9．1

797　　　14．8　　　 79　　　9．9

824　　　15．1　　　77　　　9．3

790　　　　13．7　　　　　75　　　　9．4

846　　　　14．6　　　　104　　　12．3

807　　　　14．1　　　　　99　　　12．2

812　　　14．6　　　　98　　　12．0

823　　　　15．1　　　　　93　　　11．3

783　　　　15．4　　　　　92　　　11。7

852　　　　16．8　　　　121　　　14．2

785　　　　16．4　　　　116　　　14．7

771　　　　15．9　　　　138　　　17．9
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られる配偶者間人工授精（AIH），配偶子卵管内移植

法（GIFT）および体外受精一胚移植法（IVF－ET）

が主な治療法となっている．

　今回，我々は京都大学医学部附属病院産婦人科妊

孕外来における男性不妊治療の現状を解析し，その

問題点を分析した．

対象および方法

（1）精液所見の分布

　平成元年1月から12月末までに当科妊孕外来を訪

れた患者で，平成元年度に初回精液検査を施行した

353名の精液所見（精子濃度，精子運動率〉の分布を

調べた．

（2）AIHの妊娠成功率

　平成元年1月から12月末までの間にAIHを施行

した40名（75周期）の妊娠成功率を精液所見良好者

と精液所見不良者に分けて比較検討した．当科では，

AIHをおこなう際には精液を無処理で子宮腔，子宮

頚管および膣円蓋に注入している．

（3）IVF－ETの受精率，妊娠成功率

　平成元年1月から12月末までの問にIVF－ETを施

行した77周期の受精率，妊娠成功率を同様に，精液

所見良好者と精液所見不良者に分けて比較検討した．

　なお，精液検査は，全て当科外来において，マク

ラー精子濃度算定盤を用いておこなった．また，精

子濃度40×IO6／rnl未満あるいは精子運動率40％未

　0　　　0　　　～10　～20　～30　～40　～50　～60　～70　～80　～90　～100

　　　　　　　　　　　　　　　　　SPerm　mo咲tllity（％）

図2　Distribution　of　sperm　motility　in　our　infertility

　　clirlic（Jan．～Dec．，1989）

4α8％
一 一

15．4

14．3

14．0

11．7

8．3
7．4 7．4

8．6 8．6

3．7

2．0

満を精液所見不良者とした．

結　　果

　表1は最近15年間における当科妊孕外来の概況を

示している．外来を訪れる患者のうち，挙児希望の

ものは約15％を占め，その妊娠成功率は平均11．7％

で，最近の3年間では15．6％であった．

（1）当科妊孕外来における精液の所見の分布（図1，

図2）

　平成元年1月から12月末までに初回精液検査を施

行した353名のうち，精子濃度40×106／m1未満のも

のは45．3％，精子運動率40％未満のものは40．8％

を占めていた．

（2）AIHの成績（表2，表3）

　表2は最近6年間の不妊患者の妊娠数と，AIHに

よる妊娠数を示しているが，AIHによる妊娠数は全

妊娠数の5．0％を占めるに過ぎなかった．平成元年

1月から12月末までのAIH例について検討してみ

ると，40名の患者に対し，75周期にAIHをおこな
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い，3例妊娠した．妊娠率は，患者数に対して7．5％，

施行周期に対して4．0％であった．精液所見不良者

におけるAIHの成績は，27名に対して49回施行し，

妊娠は僅かに1例であり，妊娠率は患者数に対して

3．7％，施行周期に対して2．0％と，さらに低率であ

った．

（3）IVF－ETの成績（表4，表5）

　平成元年1月から12月までにIVF－ETをおこなっ

た症例を精液所見不良者と良好者に分けて検討する

と，不、良者の受精率は44．4％であり，良好者の74．0

％に比し有意に低率であった（X2test，　p＜O．Ol）．また，

Table　2　Pregnancy　rates　of　AIH　in　our　infertility

　　　　cliniCS
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妊娠率も不良者では14．3％と良好者の28．6％に比

し低値であった．さらに精液所見不良患者で妊娠に

至った2例はともに流産に終わり，生児を得ること

はできなかった．表5は，精液所見不良者14名の成

績を詳しく見たものであるが，症例1から5の精子

濃度が20×106／ml以下の場合，受精率が特に悪いの

がわかる．なお，表5のoriginal　sperm欄の値は，

IVF－ET施行当日のものである．

Total　no．　of

P「egnancles

Pregnancy

by　AIH
Percent

1984

1985

1986

1987

1989

1990

98

93

93

121

116

123

5

5

3

7

9

3

5．1

5．3

3．2

5．8

7．8

2．4

考　　察

　男性不妊のほとんどを占める造精機能障害に対し

ては，従来から薬物療法等，種々の治療法が試みら

れているが，このことは逆に男性不妊治療の困難さ

を表している．

　乏精子症の治療法として広くおこなわれているAIH

は，我々の成績をみる限りでは決して効率のよい治

療法とは考えられない．AIHの治療成績を向上させ

る目的で，精子洗浄法2）3），アルブミンカラム法4），

Perco11法5〕，　layering法6）などが考案され，ある程度

の成績が報告されている．我々もこれまで，運動精

子のみを高率に回収できるMigration－Gravity　Sedi－

mentation　Method（MS法）7）を用いて精子を回収
Table　3　Results　of　AIH　in　our　infertility　clinic（1989）

Indications　of　AIH

　OIigozoospermia＆Asthenozoospermia

　Anti－sperm　antibody　positive

　Unexplained　infertility

Total　AIH　tried

　Total　number　of　patients

　Total　number　of　cycles

　Total　number　of　pregnancies

　　Pregnancy　rates

AIH　tried　to　sperm－infertility　patients

　Total　number　of　patients

　Total　number　of　cycles

　Total　number　of　pregnancy

　　Pregnancy　rate

27cases

lcase

12cases

　　　　　40patients

　　　　　75cycles

　　　　　　3patients

7．5％per　patient

4，0％　　　per　cycle

　　　　　27patients

　　　　　49cycles

　　　　　　lpatient

3．7％per　patient

2．0％per　cycle

Table　4　Pregnancy　rates　of　IVF－ET（1989）

OP．U．

cycles
oocytes
acquired

oocytes
fertilized

P「egnancy
（rate／OPU）

delivered

　　十

〇n’901ng

Patients　of　sperm　infertility

others

14

63

108

304

48（44．4％）　　　　2（14．3％）

225（74．0％）　　　18（28．6％）

0（　0％）

10（15．9％）

0．P．U．（ovum　pick　up）
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Table　5　1VF－ET　of　sperm　infertility　patients（工989）

　　　　Original　spernユ

　COnC．　mOtility　anOmaly
（×106／ml）　（％）　　（％）

　Washed　sperm
　conc．　　　motility

（×106／ml）　（％）

oocytes　　oocytes　　　oocytes
　　　　　　　　　　　　　　P「egnancyacquired　　fertilized　　cleaved

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2．1

7．0

11．5

14．O

l6．0

22．0

27．0

32．0

35．0

35．0

38．0

46．0

52．0

60，0

48

80

25

11

33

15

74

65

25

45

37

5〔〕

40

70

＜10

＜10

＜10

20

〈10

〈10

〈10

20

〈1（1

〈10

＜10

＜10

く10

0．15

3．2

0．4

0．6

2．4

3．0

1．5

5、0

5．5

5．2

12．O

lO．O

l7．O

98

80

75

100

90

99

70

98

99

99

99

99

99

5

3

12

12

8

3

6

4

10

12

7

4

11

6

2

3

0

0

0

2

5

4

0

8

6

4

8

6

2

1

0

0

0

2

1

4

0

7

5

4

8

6

×

×

×

×

×

O
×

×

×

×

×

○

×

×

し，AIHを57周期おこなったが（昭和62年1月か

ら3月），妊娠成功率は5．3％と低率であった．さら

に精液所見不良患者では，平均36％以上の運動精子

を回収できたにもかかわらず，妊娠に至った症例は

なかった8）．このようにMS法は手技の煩雑さの割に

十分な効果が得られなかったため，当科では現在採

用していない．

　IVFETは比較的少数の運動精．了一のみで治療が成

立すると考えられ9｝，その適応に乏精子症が挙げられ

ている．しかし，Mahadevanら10｝は，精子運動率が

20％以下では受精は認められず，織田ら11）も，30％

以ドの運動率では受精がみられなかったと報告して

いる．

　我々の成績でも，精液所見不良患者では，受精率，

妊娠率ともに精液所兄良好者に比し低率であり，生

児を得ることができなかったことを考えると，現在

のIVF－ETは，男性不妊に対する治療i法として，な

お不十分であると考えざるを得ない．IVF－ETにおけ

る妊娠率の向上をめざして，精子調整法，排卵誘発

法，採卵法，培養液，培養条件，胚移植法などの改

善が試みられているが，いずれにせよ得られた精子

でいかに妊娠を成立させるかという考え方にもとつ

いており，そうした発想には限界があると考えられ
る．

　最近，乏精子症に対する治療法として注目を集め

ているマイクロファーティライゼーションを用いた

IVF－ET’2）も，受精能あるいは発生能に問題のある精

子を用いる限りにおいては，決定的な治療法とはな

り得ないのではないだろうか．

　以上述べてきたように，現在の不妊治療における

精液所見不良者の取り扱いは，その割合が多いにも

かかわらず，現在の治療は必ずしも有効な方向へ進

んでいるとは言えず，受精能，発生能を改善させる

といった新しい方向づけが必要と考えられる．今後，

不妊症治療にあたっては，Testis，　Epidydimidisの

PhysiologyやPathologyといった造精機能そのもの

に対する理解を深めることが重要であり，その理解

にもとついた治療法の出現が望まれる．
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　　　　　　　Yasuo　Goto，　Yoichi　Noda，

Katsuhiko　Narimoto，　Takafumi　Nonogaki，

　　　　　　Kenji　Ida，　Kenichi　Tatsumi，

　　　　　　　Yoh　Umaoka，　Junj　i　Kishi，

　　Takashi　Tokura，　Satoshi　Natsuyama，

Masahide　Shiotani，　Masatsune　Fukuoka，

　　　Kenji　Takakura，　Hideharu　Kanzaki，

　　　　Shunzo　Taii　and　Takahide　Mori

Department　of　Gynecology　and　Obstetrics，

Faculty　of　Medicine，　Kyoto　University，

　　　　　　　　　　Kyoto　606　Japan

　　To　analyze　the　present　status　and　problems　of

male　infertility，　results　of　AIH（75　cycles）and

IVF－ET　（77　cycles）performed　in　our　hospital

between　January　and　the　end　of　December，1989，

were　compared　between　patients　with　good　sper－

matologic　findirlgs　and　those　with　poor　sper－

matologic　findings．　The　pregnancy　rate　following

AIH　was　4．0％in　all　patients，　but　only　2．0％in　the

group　with　poor　spermatologic　findings．　The　rates

of　fertilization　and　pregnancy　following　IVF・ET

were　44、4％and　14．3％，　respectively，　in　the　group

with　poor　spermatologic　findings　and　74．0％and　28．

6％in　that　with　good　findings．　Pregnancy　occurred

in　2　cases　in　the　group　with　poor　spermatologic

findings　but　resulted　in　spontaneous　abortion．　AIH

and　IVF－ET　are　not　always　effective　for　male

infertility　at　present．　New　treatment　methods　based

on　the　physiology　and　pathology　of　the　testis　and

epididymidis，　which　represent　spermatogenic　func－

tion，　are　needed．

　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年11月29日特掲〉
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概　　要

　基礎体温の測定は，不妊症や月経異常等の診断・治療において，簡便かつ有用な検査法である，一

般に早朝覚醒時の口腔温が測定されるが，理論的には就眠安静状態の体温が測定されるべきである．

本研究では就寝中の寝床温度を自動的に測定・記録するシステムを開発し，それが基礎体温の指標に

なるかを検討した，温度センサを臥床時の躯幹中央を横切る位置に15個配置して寝床温度を計測，測

定値を電気信号に変換してRAMカードに記録し，パソコンにて解析した．躯幹直下のセンサにおい

て最高床温が得られ，腹壁皮膚温と一致した経時変化を認めた．又その変化はII腔温による基礎体温

の変化ともほぼ一致し，最高床温から血中ホルモン値の分析に基づく排卵日，黄体期日数の推定が可

能であった．以hより，室温に極端な変動がなければ，本システムは生理的に基礎体温と同様な意味

を持ち，女性生殖の基礎的な機能の一つを判定する有用な方法と考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn。　J．　FertiL　Steril．，36（2），438－443，1991）

緒　　言

　基礎体温の測定は，女性の性周期における排卵の

確認やその時期，黄体機能を簡便に知り得る点で，

不妊症や月経異常などの診断・治療に不可欠な検査

法の1つとなっている5），また受胎調節を行う際の指

標としても広く普及している．基礎体温の測定は通

常婦人体温計を用い，早朝覚醒時，寝床の中で口腔

温を計測する方法が行われているが，測定もれ・測

定時刻のばらつきなどの問題だけでなく，種々の要

因による影響を受け，さらに，理論的に真の基礎体

温とされる身体機能の基礎状態を反映する就眠中の

安静・臥床状態における体温を知ることはできない．

そこで，測定を行う者に負担をかけず，就寝中に自
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動的に体温を測定記録できるシステムの開発が望ま

れている，今回，東京医科歯科大学医川器材研究所

との共同研究で，就寝中の寝床温度を計測する装置

を開発し，その基礎的並びに臨床的応用に関する検

討を行ったので報告する．

研究方法と対象

1．寝床温度測定装置とその使用法

　今［［il開発した装置（図1）1）は，①／6個の温度感

知器（サーミスタ，PBN・41E芝浦電子）から成るセ

ンサ部，②測定他を電気信号に変換する入力変換装

置，③半導体記録素∫一（RAMカードA・111Y　MIPS

Japan）による記録装置，④パーソナルコンヒュータ

ー を用いた解析装置，の4部分で構成されている．

図1　寝床温度測定装置の構成

通常の測定に当たっては，図2に示す如く，躯幹中

央を横切る位置でシーツとマットレスとの間にセン

サ部を横一列に装着し，等間隔（6cm）に並んだ

15個のセンサを用いて寝床温度を計測，残り1個の

センサで必要に応じて腹壁皮膚温度や室温の測定を

行った．測定植は入力変換装置を経てマイクロアロ

セッサにより，設定した一定時刻毎にRAMカード

に記録した．1枚のRAMカード（128　Kbit）には

16　channelのデーターを504回i当：き込むことができ

MA丁TRESS

SHEET

SENSORS

PERIPHERAL
　UNiT

SENSORS

図2　寝床温度測定装置の測定時の配置

CARD
READER

冒

るので，5分間隔に8時間入力する場合は，5日毎

にカードを交換することになる，記録装置ヘカード

を入れ換える際にt測定者は記録の方法，日付，測

定開始および終ゴ時刻，測定時間間隔などの項〕を

設定する．計測終ゴ後RAMカードをバーソナルコ

ンヒューターに接続してデータを読み取り，解析を

行った．

2．寝床温度の経時的変化に関する検討

　入眠から覚醒までの寝床温度の経時的変化と，こ

の間の寝床内の温度分布を検討する口的で，33歳の

女性を対象に，深夜0時30分から7時30分まで間，

本装置の15個の温度センサを用いて1分間毎の寝床

温度を測定・記録した．

3．寝床温度と皮膚温ならびに室温との関連につい

ての検討

　平均室温を24および18℃に設定した環境で深夜1

時5分から早朝7時までの寝床温度と皮膚温の経時

的変化を検討した．温度センサ14個で寝床温度を，

腹壁皮膚温と室温を同時に他の2個の温度センサを

用いて1分毎に測定すると共に，測定結果を5分毎

の平均値として分析し，最高寝床温度と皮膚温度を

求めた．

4．月経周期における最高寝床温度と，ll腔内温度

および血中ホルモンの変化

　lE常周期を有する6八を対象として．全周期にわ

たって最高寝床温度と皮膚温度を連日測定記録した．

また一部の対象については，通常の基礎体温（早朝

lI腔温）と同時に，最高寝床温度と室温を全周期に

わたり測定し，月経周期8目目から25日までの間1－

3日毎に採lnLして血lli　LH，　FSH，　estradiol．　proges．

teroneを各々特異的なradioimmunoassayにより測

定した．

研究結果

1．寝床温度分布の経時的変化

　寝床温度測定用の各センサ：chalmelをX軸座標，

測定時刻をY軸に，測定温度をZ軸にとって処理す

ると図3に示す立体図が得られた．各時刻における

各センサの測定温度には経時的な変化が見られる．

また各時刻の変化を見ると，躯幹直下のセンサが記

録する最高床温は，はじめは寝床の中央に位置して

いるが，睡眠中の体動（ねがえり）と一．－F致して，時

間の経過と共に右，左へと移動している．

2．室温の寝床温度に与える影響

　平均室温24および18℃の環境で深夜1時5分から

lii一朝7時までの最高寝床温：BED　TEMP，腹壁皮膚

温：SKIN　TEMPと室温：ROOM　TEMPの経時
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　　　X軸：各センサ（15個）の座標

　　　を7車由　：沮1」定11寺亥il　（0　：30－　7　：30）

　　　Z軸：寝床温度（℃）
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的変化を比較検討すると，図4の．E段に示す室温24℃

の下では，腹部皮膚温が就寝後約30分で定常状態に

達し，最高寝床温は就寝後約1時間で皮膚温より低

いレベルで一一定となってお1）　，その後体動に伴った

軽度の変動が見られる．測定時間の始めの部分に当

たる温度上昇時を除いて，両者の経時変化はほぼ一一

致していた．一方室温18℃の環境でも，これら温度

の変化は同様の傾向を示したが，（図4下段），最両

寝床温が上昇して安定するまでの時間に明らかな影

響が見られる．また最高寝床温と最高皮膚温とはい

ずれもほぼ同じ時刻に記録され（室温24°C：最高寝

床温：6：43，最高皮膚温：6：19，室温18℃：最

　　　　　不同室温の皮膚温と床温

　℃　室温24℃
40．oo

35．00

30．OO

25．00

20，00

t5、00

　01：05　　　　　　　　　　　　　　　　　　08』O時
　最高床温：06；43』O：35，63　’C　最高皮膚温：06：19：00：36．26℃

　t　室温18℃
40、00

35・oo 　　　，，一・一一一一’一一一一一軸一亀一賦一鞠働L－rL一藩≡r≡｝』唱⊇論6－　　一’1

30。00

25．OO

20．00

15．00

01：50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0ア：00時
最高床温：04：47：00：35℃　　　最高皮膚温：04：42：00：35，69　’C

図4　平均室温：ROOM　TEMP　24℃　（L段）と18℃

　　　（下段）における皮膚温：SKINTEMPと寝床温：

　　　BED　TEMPの経時的変化

日不妊会誌　36巻2号

高寝床温：4：47，最高皮膚温：4：42），両者の差

は，室温24℃では0．63℃，室温18℃では0．69℃で

あった．

3．寝床温度と皮膚温ならびに室温との関連につい

ての検討

　最高寝床温，早朝口腔温ならびに夜間平均室温を

全月経周期にわたり記録した2例の結果を図5，6

に示した．2月20日から4月21日の間に測定を行

った例では測定期間の後半に最高寝床温に室温一一ヒ昇

の影響がみられるが，最高寝床温とrl腔温の変動バ

ターンはほぼ一致しており，（図5），最面寝床温上

で低温期と高温期を明らかに区別でき，排卵日を推

定することも可能である．しかし図6に示す如く，

7月から8月にかけての夏季に測定を行った場合に
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図5　最高床温：BED　TEMI），口腔温：ORALTEMP

　　　と夜間平均室温：ROOM　TEMPの排卵性周期に

　　　おける経時変fヒ　（搬三例1）
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図6　最高床温：BED　TEMP，1」腔温：ORALTEMP

　　　と夜間平均室温：ROOM　TEMPの排卵性周期に

　　　おける経時変化（症例2）
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は，当初でも夜間平均室温が26℃以上であり，後半

はさらに30°C以上が持続している状態で，最高寝床

温は不規則な変化を呈した．また本例のll腔温の変

動に月経発来後の下降が見られないこともあって，

両体温測定値の変化が一致しない日がみられる．

　月経周期8日から次周期の1日までの各温度と血

中ホルモンレベルの経日的変化を検討した1例の結

果は図7のごとくである．この例でも室温が日によ

って15℃以一ヒと大きく変動しており，これに伴って

最高寝床温も一部不規則な変動を呈した．血中

estradiolのピーク，LHサージと，これに続くproges－

teroneのヒ昇から判定される排卯目は最高寝床温の

高温相への移行日と一致しており，一方口腔温の上

昇はこれより2日遅れて認められた．

考　　察

　基礎体温とは，基礎代謝のみが行われている状態

の体温であり，目覚めてから測定せざるを得ない通
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図7　最高床温：BED　TEMP，口腔温：ORAL　TEMP

　　　と夜間平均室温：ROOM　TEMPおよび血中ホル

　　　モンレベルの排卯性周期における経時変化（症例

　　　3）

　　　E2：estradiol，　P：progesterone

常の1」腔温の測定では理論的に厳密な基礎体温は得

られない．ここに口腔温測定値の臨床的な意義の基

本的な限界があり，就寝中の体温を測定して求めら

れる基礎体温の情報としての重要性があると言えよ

う，しかしこの体温測定を行う方法の簡便さも実地

臨床における基礎体温の意義を左右する大きな因子

であり，被検者が負担と感じないで連日測定を継続

し得てこそ診断・治療における有用性を持つことに

なる．この課題に対する対策として近年急速な進歩

をとげたエレクトロニクスの技法を導入し，基礎体

温の臼動測定記録装置の開発が試みられているが，

その多くは温度感知器を被検者の体表面に固定する

様式がとられている．しかしセンサを身体につけて

就眠することは被検者にとって不快であり，またセ

ンサが脱落したり，接触が不十分なために測定誤差

を生じることも多く，センサが接触する部位の皮膚

に障害を来す恐れもあって，長期間継続することは

困難であるのが現状であろう．

　本研究に導入した体温測定システム1）は，当初睡眠

中の体動のモニタリングを目的として開発され2｝，直

接皮膚温を測定するのではなく，寝床温度から体温

を求める方式を採用しているので，本研究では先ず

両温度の関連と，寝床温度に影響を与えると考えら

れる室温の変化についての系統的な検討を行った．

　睡眠中の寝床での発熱源である身体の移動が寝床

内の温度分布に大きく影響することは図3に見られ

るように明らかである．特に体動に伴う温度上昇速

度は速く，体動後10分以内に躯幹直下のセンサで最

も高い温度になると予想される．従って，就寝中の

どの時点に，寝床のどの部位で測定した温度をもっ

て基礎体温を推測すべきかという点が問題となる．

夜間寝床を離れることがない場合でも寝床温には

0．8℃前後の変動があり3〕，一方，rl腔温で測定した

低温期と高温期の温度差は0．5℃前後であるので4｝，

寝床温の平均値を用いることは適当でない．これら

の点を考慮して最高寝床温をもって基礎体温を推測

することの妥当性を検討することとした．そこで15

個のセンサを用いて測定した寝床温度から最高値（最

高寝床温）を選び分析すると，入眠30分から1時間

後には，体動直後に数分間にわたる一過性のノイズ

様の温度低下を寝床温度曲線上に数同認めるものの，

ほぼ一定の温度に安定することが確認された．また

入眠時の温度上昇期を除けば，最高寝床温度は皮膚

温とはほぼ同様の経時的な変化を示すことも明らか

である（図4）．しかし，個々の測定値について最高

寝床温度と皮膚温が一致しない場合の測定条件を検

討すると，夜間の室温が30℃以上または10℃以下で
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あったり，変動が大きい環境であったことが多いこ

とは，本システムを使用する際に1一分注意すべきで

ある．最高寝床温度と皮膚温の絶対値を比較すると，

室温，シーツを含む寝床の熱吸収のために，前者で

より低い値となるが，臨床においては個入での基礎

体温の相対的，経時的変化が重要であるので，本シ

ステムで得られる最高寝床温が基礎体温を反映し，

卵巣機能の指標となることが1一分期待される．

　以上の基礎検討結果をもとに排卵性周期をもった

6例を対象として，最高寝床温を書旨標とした基礎体

温とt’　［1一朝ロ腔温，およびlllL中ホルモンレベルの経日

的変化を総合的に比較検討したところ，口腔温測定

に問題があった可能性のある1例を除いて両体温は

ほぼ同じ変動を示し，最高寝床温から判定した排卵

f測目は，その前後のlnL中ホルモンハターンともよ

く一一致していた．これらの成績は本システムによる

体温の測定が臨床的にもト分信頼できる方法である

ことを示唆していると考えられる．

　現在・般に行われている口腔温測定は，一見単純

で，誰にでも容易にできると兄なされがちで，また

最近は1分間の計測後に合図が鳴る，デジタル表示

式の体温計がi’；流となって，以前よりは測定が簡単

にはなったが，朝覚醒1自：後に測定するこヒが習慣と

なるまで継続するには，かなりの忍耐力が必要であ

る．また種々の人為的ミスや不可避的な川来事によ

って正確な測定値が得られない場合が少なくないこ

とは，実際に測定を求められた人達を対象とした調

査4）からも明らかである．一ワ∫寝床温度ll［1淀法では測

定・記録が自動化されており，またたとえ・日一離床

しても，最高寝床温からそのHのデータは得られる，

などこれらの問題点が解決されていると言えよう．

　今回使用した測定システムは持1ち運びにやや不便

であり，価格的にもいまだ一般臨床において菩及す

るまでには至っていない．また室温の影響を補正す

る方法の検討も残された課題である．より理論的な

基礎体温に結び付く本システムによる寝床温度の測

定は，これらの実用面での間題点が解決されれば，

婦人科臨床において多くの有用な情報を提供してく

れる検査になると考えられる．

結

　本研究で用いた寝床温度測定・記録システムで就

寝時の体温変化を経時的にモニターして最高床温を

把握することにより，理論的な基礎体温を推i1lllでき

ることが明らかとなった．現在のシステムそのもの

には実用面で制限が存在するが，器械の小型化や操

作の簡便化がなされれば，卵巣機能障害や不女丁，症の

診断・治療での弔1要な指標の一つである基礎体温の

測定がよりiE確に行なわれtかつ従来の口腔内温度

測定に比して被検折への負担が大きく軽減されると

考’えられる．
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Facultv　of　Medicine，　Tokvo　IMediα11　and

　Dental　University，　Tokyo　llil，　Japan

Jian－Xin　ZhoL1，　Toshiyo　Tamura

　　and　TatSLIo　Togawa

　Divisioll　of　Instrしlmentation　Engineering，

Institute　for　Medical　alld　Dental　Engineering，

　Tokvo　Medical　and　I）ental　Universitv，

　　　　　　π、okyo　I13、　Japan

　The　illformati（）Ils　provided　by　the　mollitoring　of

basal　body　temperature（BBT）are　of　great　impor－

tance　in　the　diagl1（）sis　and　treatment　of　oN・arian

disorders　and　infertility．　Although　oral　te1丁1perature

measured　in　bed　illl　early　morllillg　has　been　widely

accepted　as　the　BBT，　the　true　BBT　should　be

es　timated　during　sleep　ill　order　to　exclude　various

factors　affecting　the　basal　activity　of　the　illdivid－

uals．　As　an　attempt　to　obtain　the　body　temperモlture

durillg　　sleep，　an　　automatic　　bed　　tempeT’ature

monitoring　system　was　deveroped　in　this　study．
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The　system　can　measure　the　temperature　at／5

points　across　the　bed　horizontally　and　those　of　body

surface　and　bed　room　using　thermosensors．　The

result　were　recorded　in　RAM　card　and　analyzed　by

personal　computer．　The　maximum　bed　ternperature

was　Iower　than　that　of　abdominal　wall，　but　both

values　fluctuated　synchronously　throughout　men・

strual　periods．　The　BBT　pattern　constituted　by　this

system　　clearly　distinguish　follicular　and　luteal

phases，　and　identify　the　pQssible　day　of　ovulation

indicated　by　hormonal　parameters．　It　is　suggested

that　the　reliability　and　convenience　of　this　system

wake　it　a　prQmising　substitute　for　ordinary　oral

BBT　mesurment．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1990年6月13日）
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新しい妊娠関連蛋白の単純放射免疫

拡散による測定法の考案と

妊娠時動態

Quantitation　of　a　new　pregnancy－

associated　protein　in　pregnancy

sera　by　means　of　a　single　radial

　　immunodiffusion　technique

　　　　北里大学医学部産科婦八科学教室

馬嶋恒雄　 中居光生
Tsuneo　Majima　　　　Mitsuo　Nakai

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Kitasato　University　School　of　Medicine，

　　　　　　　　　　　　　　　Kanagawa　228，　Japan

　われわれは既に妊婦血清中に含まれ，正常人には認めがたい蛋臼の存在を報告した，免疫電気泳動

上α2領域に泳動されるこの妊娠関連蛋白（pregnancy－associated　protein：PAP）は妊娠血清のみなら

ず婦人科悪性腫瘍患者血清中に増量する．また既知の癌関連抗原，妊娠関連蛋白と異なる本抗原の精

製，特徴についても既に報告した，

　本稿では単純放射免疫拡散法を用いてPAPの測定を行い，以下の結果を得た．

　85例の健康婦人血清のPAPは全例が感度（5．5U／m1）以下であり，卵胞期，排卵期，黄体期で差

はみられなかった．

　260例330検体の妊娠ltlL清中PAPは142例が陽性で，その陽性率は43．0％であった．また妊娠lttL清

中のこの蛋自は感度以ドから47．2U／mlまで分布し，妊娠9週より増量し妊娠tli期でプラトーとなっ

た．妊娠前期，中期，後期での陽性率は26．7％，50．5％，48．1％であった．

　29検体の膀帯血の陽性率は20．7％，生後14日目までの新生児57例72検体の陽性率は15．3％であ

った．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J，　Fertil．　Steri1．，36（2），444　251，1991）

緒　　言

　妊娠に関連して妊娠血清中に増加するSP，一，｝7，8，32｝

PPs9’13）29）などの新しい妊娠特異蛋白（pregnancy－

specific　protein）や妊娠関連蛋臼（pregnancy・

associated　protein）が多数報告されている．

　1981年にわれわれは初めて胎盤組織および奇胎組

織抽出液中に未知の蛋白が存在し，これが既知のも

のとは異なる新しい妊娠関連蛋白（pregnancy一

associated　protein：PAP）であることを報告した3）．

さらにMajima　et　al．はこれと共通抗原性をもつ蛋

白が婦人科悪性腫瘍患者血中に著明に増加すること

を観察し報告した21｝．これらの事実から本抗原がon－

codevelopmental　antigenの1つであって，新しい

抗原であることが次第に明らかにされつつある．1986

年にNakai　et　al．は本抗原を卵巣癌患者腹水から抽

出，精製し，これのもつoncodevelopmental　antigen

としての性質について生化学的，免疫学的に検討し
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新しい知見を報告した↑26）．

　既にMajima　et　al．は妊娠関連蛋臼としての本抗原

の妊娠時動態について報告した22）が，本稿では単純放

射免疫拡散法（Single　Radial　Immunodiffusion：

SRID）を応用した本抗原の測定法の考察と，これを

活用した妊婦血中濃度の測定結果と，血中動態の臨

床的志義などについて以ドに報告する．

材料と方法

1，抗血清の作製

　ヒト満期胎盤組織抽出液より硫安分画法，DEAE・

cellulose　column　chromatographyにより分画，精

製した部分精製標品10mgをFreund’s　adjuvantを

用いて懸濁し，これを家兎に免疫して抗血清を得た．

得られた抗血清を非妊婦血清および溶血液を用いて

強力に吸収し，特異抗血清を得た．精製法，抗血清

作製の詳細については既に報告した3－－4・24）．

2，アガロース平板の作製

　アガロース129，アジ化ナトリウム100mg，ベ
ロナール緩衡液（PH　8．6，イオン強度0．05）50　ml

と蒸留水50mlを加え，溶解した1．2％アガロースゾ

ル9mlを55℃の恒温槽中に静置し，これに予め算出

された至適量の抗血清を混和し（0．8％），85×100×

1ml－nの寒天平板を作製した．平板のゲル化を待っ

て，孔間12mm，直径2．7mmの孔を一平板に30個
作成した．

3，測定法

　標準液および被検血清をMicrodispenser（Drrum－

mond）を用いて孔に5．5μ1注入後，平板を湿潤箱

中で室温に48時問放置した．試料の希釈にはベロナ

ール緩衡液を用いた．反応終了後，平板を1夜生食

水で脱蛋白した後，蒸留水で1～2時間洗糠し脱塩

した．

　この免疫拡散板をCoomassie　brilliant　blue　R250

で5分門染色，次いで10％酢酸溶液で脱色した．沈

降輪の縦径，横径をpeak　scale　Lupe　lO×を用いて

測定し，標準液と比較し測定値を算出した．

4，標準液

　標準液は任意に定めた単位を用いて，本抗原を／00

U／ml含有するものを前回同様に採用した1｝．

実験成績

1，測定実施条件の検討

　1）　抗血清濃度と試料注入容量の決定

　O．3％から1．5％までの抗血清を含有するアガロー

ス平板を作成し，それぞれの平板に直径2．7mm，3．8

mmの2種類の孔を作成した．

　標準液を4濃度（100，50，25，12．5U／ml）に希

釈した抗原試料を2．7mm孔には5μ1，6μ1を，

3．8mm孔には5μ1，6pt　1，10μ1をそれぞれ注入

し生ずる沈降輪を測定した（表1）．

　その結果は，直径2．7，3．8mmの2平板共，抗血

清濃度0．6％以下のゲルでは沈降輪の形成は不明瞭

か判定不能であった．抗血清濃度がO．75％以上のゲ

ルで，添加抗原量が12．5U／mlと25　U／m1，注入量

が5μ1および6μ1の時に直径2．7，3．8mmの2平

板共沈降輪は判定可能であった。直径3．8mm，注入

甲二10μ1の平板では沈降輪は全て不明瞭であった．

　以上の成績に基いて，抗血清濃度は測定可能濃度

より少し高いO．8％とし，孔径は最終沈降輪形成後

の周囲の必要最低限の余白面積5）を考慮し便宜上2．7

mmを選択し，添加試料の容量は孔容量に適当な5．5

μ1とした．

　2）　反応時間・温度

表1　抗血清濃度と抗原量

ring　area（㎜2）

well　diameter（mm）

2．7 3．8

volume（μ1）

5　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　10
antiserum

　　conc．

　　（％）

PAP（U／m1）

12．5 25 50 100 12．5 25 50 100 12．5 25 50 100 12．5 25 50 100 12．5 25 50 100

O．30

　　～0．60

　　　　0．75

　　　　0．85

　　　　LOO

　　　　120

　　　　1．50

一

47．3
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　至適反応時間，温度条件を調べる目的で抗血清濃

度O．8％のアガロース平板を用いて試料を4濃度（原

液，2，4，8倍希釈），duplicateで注入した．　incuba－

tionの温度は4℃，室温，37℃の3条件ドで反応を
みた．

　図1から明らかなように室温および37℃の条件下

ではおよそ48時間後に沈降反応は完rし，最大沈降

径を示すが，4℃では前2者に比べて反応は遅延し，

不十分であった．以上の結果から反応時間は48時間，

温度は室温とし以下の実験を行った．

100

50

100

s
l，。

喜

100

50

20　　　　40　　　60　　　　80　　　100　　　120　　　140　　　160

　　　　ヨ㎞oubation　t1皿e（bOurB｝

図1時間と温度か沈降輪におよほす影響

　試料原液●一●2倍希釈0－0
　4倍希釈■一■8倍希釈＿1－□

　3）　同時再現性・H差再現性

　3濃度の標準液（25U／ml，12．5U／ml，6，25　U／

1－nDをそれぞれ10孔に注入した後，同時再現性を

みた．それらの変動係数はそれぞれ25U／rn1，7．1％，

12．5U／ml，10．1％，6．25　U／m1，8．O％であった．

次に異なる平板上2濃度の標準液（11U／ml，5．5U／

ml），　duplicateで日差再現性を調べた結果，変動係

s
雪

買

数はそれぞれ11U／ml，4．9％，5．5U／ml，5．9％で

あった，

　4）　干渉因子

　クエン酸塩添加血清では2重の沈降輪形成が観察

され，計測に支障となったが，ヘパリン添加の影響

はなかった．溶血血L清の測定値は，ヘモグロビン濃

度が120mg／d1では添加前の104．0％，150　mg／dlで

110．1％200mg／d1で136．1％，　240　mg／d1で158，1

％と高値を示した．

　この結果から溶血中ヘモグロビン値150mg／d1以

上の明らかな溶血液は試料として不適であることが

わかった．

　5）感度
　前述の抗血清濃度0．8％，室温，48時間，試料5．5

μ1の条件下でO．6U／mlから33　U／mlまでの24濃

度の標準液をduplicateで測定し，　ring　area（mm2）

を計算した，

　結果は図2に示すように5．5U／mlから25　U／m1の

範囲で検量線は直線性を示したところから，上記の

方法によるSRIDの感度は5。5U／mlであった．

130

100

50

　　　　5　　　　　　10　　　　　15　　　　　20　　　　　25　　　　　30　　　　　・35

　　　　　　　　　　　pneω／皿1）

図2SRID法による［1［Lili　PAP　f直と沈降輪面積との相関

2，単純放射免疫拡散法実施条件

上述した実験結果を参考にして，最終的な測定条
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件としてイ）1、2％アガロース，ロ）抗血清濃度0．8

％，ハ）一孔あたりの注入試料容駐5．5μ1，二）反

応温、度室温，ホ）反応時間48時1｝llを採用してlfll清rli

濃度測定法とした．なお毎llTlの測定に際して，標準

液は2濃度（12．5U／ml，6．25　U／ml），　duplicate，

被検lf］L清は3濃度（原液，2倍希釈液，4倍希釈液），

duplicateとした．

3，対象

　1）　妊婦

　北里大学病院産婦人科を受診した17歳から41歳

までの妊娠4週から42週までの妊婦で，妊娠中合併

症がなく，妊娠，分娩ともに正常に経過した単胎妊

娠260例である．

　2）　　JE女壬女辰

　対照群は正常排卵性月経を示す健康な20歳から39

歳までの婦人85例である．

　血清は採血後室温で分離した後一20℃に凍結保存

し，測定時に溶解し，遠心し，その上清を実験に供

した．

4，結果

　1）　非妊婦

　正常月経周期を有する健常婦人85例を卵胞期（56

例），排卵期（14例〉，黄体期（15例）に分類し調査

した．これら85例の1直は令例とも5．5U／mlの感度

以下であった．

　2）　　女丑女il｝

　260例330検体の［fil中PAP　f直の分布を健常婦人

85例とともに図3－aに示した．5．5U／ml以上の陽

性例は全体として妊娠9週以後に増加傾向を示した．

　⊥　　　　　　　　　　　°’”z

　3〔｝

言

9
峯20

5，5　、

　　蓬鎌

定であった．妊娠週数を4週間毎に区切った症例数，

陽性例数，陽性率を表2に示した．表2から明らか

なように陽性率は妊娠8週以後増加し，妊娠12週以

後はほぼ一定の値が分娩時まで続いた．若iiの変動

はあるがその陽性率はおよそ43％であった．9週以

表2　妊娠各時期における血中PAPの陽性率

　　　　　　　　　　　　caces　　　　No．　ofpregnant
　　　　　　　No．　of　　　　　　　　．，

4～7
8～11

12～15

16～19

20～23

24～27

28～31
32　一一　35

36～39

40～42

29

33

28

42

35

28

37

39

42

17

0

9

15

24

17

12

19

17

21

8

0

27．3

53．6

57．1

48．6

42．9

51．4

43．6

50．0

47．1

total 330 142 43．0

　norn〕ally　　　　工　6　8　】012　14　16181e　2LJ　2426283〔〕323436384042
　n｝enstruatlng　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Pregnant　　　　　　　　　　weeks〔〕f　gastat　，1）

　“，orrlピn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“，ornen

　〔n＝95）　　　　　　　　　　　　　　1】1＝33〔｝｝

図3－a　健常婦八および妊婦のlfi1中PAPf直の分布

全期間を通じての陽性例は，330検体中142検体

（43．0％）であった．陽性率は妊娠前期では24／

90（26．7％），妊娠中期では53／105（50．5％），妊娠

後期では65／135（48．1％）で妊娠中期以後はほぼ一

後その分布範囲は5．5U／ml以ドから47．2U／mlと

広範囲な個人差がみとめられた．

　3）　膀帯」血・新生児

　図3－bに膀帯血および生後14目Hまでの新生児

のlnエ中PAP値を示した．膀帯血27例，29例検体の

陽性例は6例，6検体で，陽性率は，20．7％であっ

た．膀動脈，膀静脈より同時に採血を2例に行った

が差は認められなかった．

　生後14口目までの新生児57例，72検体の血中

PAP値は5．5U／ml以下から16．1U／mlに分布し，

陽性例は11例，11検体で陽性率は15．3％であった．

20

？

≧

象・・

5．5　’

oord
blood
｛n＝29）

1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　10　11　12　13　14

deyg　aftor　bSrth
　（n＝72　）

図3－b　膀帯血および新生児のltltili　PAP値の推移

考　　察

1，妊娠関連蛋白について
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　1971年Bohnは胎盤抽出液を家兎に免疫し，その

抗血清を非妊婦血清で吸収した後，妊婦血清と反応

させることにより得られた4つの異なる蛋白を検出

し，このうち3種を新しい妊娠蛋臼としSchwanger－

shaftsprotein（SP）からSPI，　SP2，　SP3，と呼んだ7）．

これをII高矢としてその後妊娠特異蛋臼（pregnancy－

specific　protein），あるいは妊娠関連蛋臼（pregnancy－

associated　protein）とll乎ばれる多数の蛋白の存在が

注目され，強い関心をもたれるようになった．

　その後もLin　et　al，のPAPP－A（pregnancy－asso－

ciated　plasma　protein－A），　PAPP－Bi6““m，　Bohn　et

al．のPPs（placental　tissue　proteins）9－”13）29）が相次

いで報告されている．それらの蛋白の血中増加の臨

床的意義は十分解明されていないのが現状である．

　われわれはトリプシン活性測定に用いられる合成

基質であるN・Benzoyl・D，　L－arginine　p－nitroanilide

（BAPA）を水解する酵素活性を示す未知の蛋白2）の抽

出，精製過程でヒト胎盤組織抽出液中に非妊婦では

検出されない妊娠関連蛋臼が存在することを初めて

報告した3）．

　さらにその後の一一連の研究から，この胎盤由来蛋

自と共通抗原性を示す蛋臼が妊婦血清中のみならず，

婦人科悪性腫瘍患者lnL清中4・21）腹水lPにもまた著明に

増加していることを見1士㌔し報告した25｝，ヒト胎盤由来

抗原2・3・4・24），卵巣癌患者腹水抗原25、27）のそれぞれの生

化学的，免疫学的性質の比較から，免疫電気泳動上，

ヒト胎盤由来抗原はβ領域に，卵巣癌患者腹水由来

抗原はα2一β領域に，妊婦，卵巣癌患者ともに血中

抗原はα、領域に泳動されること，分一了・量約10万を示

す分画があることなどを報告した．

2，測定法について

　1）　抗血清濃度と抗原量

　すでに渥美の行ったLaurell法の至適抗血清濃度が

0．7％であったこと’，を参考とし，0．3～1．5％の範囲

で最適濃度を調べた，

　Mancini法では抗原の濃度は沈降輪の面積に比例

する一次式として示される23）が，本実験では面積の代

わりに沈降輪の直径の2乗で表現した．

　得られた結果から本実験では抗血清濃度0．8％，

孔径2．7mm，試料容量5．5μ1，孔間16mlnと定め
た．

　2）　反応時問・温度

　Mancini法ではおよそ24－48時間後に反応は終ゴ

し，その時の最終沈降輪を用いて検量曲線を作成し

ている23）．本実験では，4℃の条件ドでは反応が十分

進行せず，室温，37°Cの条件ドではおよそ48時間後

に反応は終rし，その最終沈降輪の直径は頂f直を示

した．しかし37℃の条件ドでは寒天板の菲薄化，腐

敗が起こりやすいため，結局室温，48時間の条件を

採用した．

　3）　同II芋再現性・H墓一再現性

　本法の同時再現桝i，H差再現性の変動係数は

4．9～10．1％であって，実施応用ヒ十分満足できるも

のであった．

　4）　干渉因子

　高度の溶血は測定値に影響を与えることがわかっ

た．溶血が強度の試料はヘモグロビン濃度を測定し，

測定から除外した．

　5）感度

　検量線が直線性を示した測定可能範囲は5，5U／ml

から25U／mlであった．反応終了後の最終沈降輪は

肉眼での判別は不可能であり，その測定の下限を拡

大させるために全ての寒天板をComassie　brilliant

blue　R　250で染色後，寒天が乾燥しないうちに計測

を行った．

　右田によるとSRIDの測定範囲は染色法などの増

感法で0．005～0．04μgとされる6｝．本実験では抗原

を5．5μ1注入することから0．OO5～0．04μg／5．5μ

1すなわち0．91～7．3μg／mlのllll」定範囲であり，感

度が5．5U／mlであることからこの蛋白の1Uはおよ

そ0．2－－1．3μgと思われる．

3，妊娠時動態について

　非妊婦では月経周期に関係なくいずれも感度（5．5

U／1nl）以下の値を示した．妊婦では妊娠9週から陽

性例が現われ，その陽性率は妊娠中期にピークに達

し，以後プラトーが漱減するような印象を受けた．

　既知の妊娠蛋自あるいは妊娠関連蛋白として知ら

れているものにはhCG，　hPL，　PAPP・A，　PAPP・B，

SP1，　SP2，　SP3，やBohnにより検出された胎盤組

織蛋白（placental　tissue　proteins　PPs）などがある．

PPsをBohnは臓器分布状態により1，pregnancy－
specific　tissue　proteins　（PP5，　PPio，　PPi2），　2，

solitary　tissue　proteins　（PPI，　PP：s，　PP，，　PP，，，

PP16，　PPI8，　PP，9，　PP20，　PP2星），3．ubiquitous　tissue

proteins（PP2，　PP，，　PP，，　PP8，　PPg）の3つに分

類している12－13），

　本蛋臼はf’備実験により胎盤以外の他の多くの臓

器で検出されることがわかっていることから前記し

た分類1：ではubiquitous　tissue　proteinに属する．

　Double　immunodiffusionを用いた免疫学的検査

法により本蛋臼とhCG，　hPL，　PAPP－A，　SP，，　SP2，

SP3，PP2（Ferritin＞とは竪なる物質であることは既

に報告した24》．また本蛋白は膀帯血中にも検出された

が，PP，，　PP，，は膀帯血中に存在しないとの報告15）



耳三h気3｛r4」」1fI 馬嶋　他 （449）　　207

もある．

　妊娠時血中動態より比較すると，増量する時期に

より，／．妊娠初期（hCG）2．妊娠中期（SP332｝。

PP且211・31））　3．　妊娠後其月　（hPL2⑪・28），　SP，7｝，　PAPP－

A18～19）PP529〕，　PPIo9）など）に分類され，本蛋臼は

妊娠中期に増量し，以後プラトーが漱減するようで

あった．SP3，　PPl2とは臓器分布からみて異なる蛋臼

であると考えている．

　妊娠全経過中では各時期での症例数が異なるが，

おおよその陽性率は表2の如く43．0％であった．ま

た図4に示す様に全経過を通じて測定f直にバラつき

がみられ，感度以ドの症例が多くみられた，この点

についてはPAPP・Ai8～ig）の妊娠時動態によく似てい

るがその理由など詳細は不明である，

　本蛋臼はhPL2°・28）のように胎盤機能を反映する蛋

白とは異なるようである．陰性例が多い理由は，PAP

の妊婦血清中の含有量が少ないことと，SRIDの測定

感度の不足に起因するものと推測されるが詳細は不

明である．また本抗原は初め胎盤組織より抽出され

たのにもかかわらず婦人科悪性腫瘍患者の血清中や

卵巣癌患者血清中，腹水中にも存在することが判明

しており，PAPの産生部位は必ずしも胎盤とは限ら

ない．本蛋白の産生部位の特定と体液中への増量の

機序については今後の研究課題である．

　また本測定法で妊娠9週から陽性例が現れたよう

に，排卵後予定月経前に母体血中に証明されるhCG

やSP，　i4・3°｝の如く妊娠初期に著明に増量する蛋r1では

ない，

4，膀帯血・新生児について

　表2の如く妊娠36～39週の分娩直前の妊婦血清中

では50，0％の陽性例が見られるが，膀帯lfiL中では

20．7％，生後14日までの新生児］ilL清中では15，3％

の陽性率であった．新生児の生後日数と血中濃度の

間に一定の傾向はなかった．この結果，本蛋白の起

源は胎盤由来か，それ以外の母体組織由来か，新生

児での血中への出現の意義についても不明である．

　膀帯1血や新生児の血清は時間の経過と共に溶血が

強度となるので検体採取試料の取り扱いには十分の

注意を払う必要がある．

　最後に，この新しい妊娠関連蛋白の妊娠時の血中

増量，新生児血中への出現など，未知の諸現象が明

らかになったことの臨床的意義は大きく，今後の研

究が待たれる，

　高感度微量定量法の開発によって本蛋白の臨床的

意義が明らかにされることが期待されるが，その為

には本蛋臼の精製，純化が不可欠であり，この目的

に沿って研究は続行中である．新しいoncodevelop一

mental　alltige11の1つとして臨床応用性を確ウニした

い．

　稿を終えるに臨み，故新井正夫教授に深甚なる謝

意を捧げます．また種々御教示を賜わった北里大学

医学部生化学教室堀江滋夫教授に感謝致します．御

協力いただいた生化学系曽根由美子技術員に御礼申

しあげます．
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　　　　　　Quantitation　of

anew　pregnancy－associated
　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　　proteln　ln　pregnancy

　　　　　　sera　by　means　of

　　　　　　　asingle　radial

immunodiffusion　technique

TsLlne（，　Majima　and　Mitsuo　Nakai

Department　of　Obstetrics　and　Gynecoiogy，　Kitasato

　　　　　　　　　　　　　　　　University

　　　School　of　Medicine，　Kana暮awa　228，　Japan

　　XVe　previously　reported　that　pregllallc．y　sera

contained　a　protein　that　was　not　usually　found　ill

Ilormal　serum．　This　pregnancy－associated　proteil1

（PAP）with　α2－mobilit｝・was　elevated　ill　sera　of

Pregnant　women　as　well　as　tunlor－bearers．　PartiaI

purificati（．）1）　and　preli111inary　characterization　of

this　alltigell　revealed　that　it　is　distinct　fron）　well－

knowll　pregnanc｝r－related　　proteins　as　well　as

cancer－related　aTltigCTIs　so　far　described．

　　In　the　present　stu〔ly，　an　assay　method，　involvin9
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single　radial　immunodiffusion（SRID），　was　deve1－

oped　for　the　measurement　of　the　PAP，　In　85　non－

pregnant　co航ro】sera，　PAP　was　below　the　detec－

tion　limit（5．5　U／mD　in　all　the　samples　tested．　No

differences　in　PAP　levels　among　follicular，
ovulat（，ry　and　luteai　phases　were　seen．　Contrary　tぐ）

the　control　subjects，　in　33〔〕samples　from　260　preg－

nant　women，　a　measurable　amount　of　PAP　was
detected　irl　l42　samples　（43．0％）．　Serulll　levels　of
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this　antigen　ill　norrnal　pregnancy　ranged　froIn

undetectable　to　472　U／ml．　The　levels　began　to　rise

ill　week　9，　reaching　a　plateau】evels　in　the　second

trimester．　The　positive　rates　were　26．7％in　the　first，

50．5％in　the　second　and　48．1％in　the　third　trirnes－

ters，　respectively．

　　The　positive　rates　were　20．7％for　29　cord　sera，

15．3％for　72　sera　from　57　infants　of　less　than　l4

days　after　birth．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’受f寸二1990｛1三4　月　4　［ヨ）
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地方部会講演抄録

第28回　日本不妊学会中国四国支部学術講演会

日　　時　平成2年9月1日（－i二）

会場倉敷国際ホテル

1．パルス超音波照射のマウス初期胚に及ぼす

　　影響

　　　　　　岩部富夫・関島秋男・谷川正浩

　　　　　　大野原良昌・寺戸博文・戸田稔子

　　　　　　原田　省・見尾保幸（鳥取大産婦）

（目的）近年，ヒト配偶子操作に超音波断層法が広く

用いられるに至り，その卵胞内卵子，未受精卵およ

び初期胚に対する影響や安全性に対する一再評価の必

要性が指摘されている．　in　vitro実験系にてマウス初

期胚にパルス超音波を照射し，その胚発生に及ぼす

影響を検討した．

（方法）マウス初期胚は，B6C3Fl雌マウスを過排卵

処理し，2細胞期胚を採取後，フラスチック製スト

ロー精液管0．5ml中に培養液と共に密封した．培養

液には，BWW培養液を川いた．本実験におけるパ

ルス超音波は，周波数2．0　MHZ，パルス繰り返し周

波数1．OKHZ，パルス幅10μS，平均音響強度12

mW／cm！とし，振動子は15mm径の円形平板振動子を用

いた，超音波照射後5％CO2in　air　37℃にて培養し，

96時間後のExpanded　blastocyst以上への発生率を

検討した．照射時間は，60および90分間とした．

（成績）平均音響強度12mW／CM2のパルス超音波照射

において，Expanded　blastocyst　L］．L上への発生率は，

パルス超音波照射60分間では，非照射群51／63（81．0

％）に対して，照射群108／135（80．0％）であり，

90分間照射では，非照射群66／86（76．7％），照射群

52／82（63．4％）と，それぞれの各群間において，有

意差を認めなかった．

（結論）平均音響強度12mW／cm2のパルス超音波照射

は，照射時間60分および90分間の双方で，マウス

2細胞胚の発生を抑制せず，この高二響強度における

パルス超高二波照射の安全性を強く示唆する結果であ

った．

2．排卵機序におけるplasminogen　activator－

　plasmin系の意義について　　特にln　vitro

　　ラット灌流系を用いて　　（第2報）

　　　　　　　森岡信之・向田哲規・相良祐輔

　　　　　　　　　　　　　　（高知医大産婦）

（目的）近年，卯胞内Plasminogen　actixrator（以下

PA）－Plasrnin系の排卵機序への関与が注目されて

いる．我々は，未成熟ラット卵巣灌流系を用い，PA－

Plasmin系の阻害剤であるtrans－4－（aminomethyl）－

cyclohexane　carboxylic　acid（以ドAMCHA）の

排卯抑制効果および，排卵抑制効果の発現時期とそ

の様式を検討することで，PA－Plasmin系の排卵現象

に及ぼす影響を解析した．

（方法）未成熟Sprague－Dawly　rat　27　H齢を用い，

PMSG　20単位投与48時間後に右卯巣を摘出し，

Medium　199にて灌流した．　LH（0．1μg／ml）＋IBMX

（02mM）投与後O，1，2，3，5および7時間

目にAMCHA　slnMをMedium中へ加え，20時間
灌流後，各々の排卯数を観察した．次にLH＋IBMX

投与1時間後にAMCHAを加え，1，2，3時間の

AMCHA暴露後Mediumを交換し，20時間灌流後
排卵数を観察した．

（成績）LH十IBMX単独群の排卵数は，18．9±

0．7（n＝5）であった．一一方，AMCHA投与では，

LH＋IBMX投与後0，1，2，3時間投与群でのみ，

有意の排卵抑制効果を認めた．次にAMCHA暴露1

時間群の排卵数は22．0±1．8（n＝5）と抑制されな

かったが，暴露2，3時間群では，各々11．6±3．3（n＝

5），6．0±2．4（Il＝7）と有意の排卵抑制効果を認

めた．

（結論）AMCHAの排卵抑制効果は，　LH投与4時間

以内に作用させた時にのみ認められることから，PA－

Plasmin系は，　LH　sLlrge後の排卵過程の極初期段階

に作用し，卵胞壁破裂機序に重要な荒義を有する可

能性が強く示唆された．
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3．排卵と基礎体温一自然周期とclomid投与

　　周期の比較一

　　　　　　片Ill隆章・新谷恵司・’ド野由紀夫

　　　　　　自河一郎・多賀茂樹・名越一介

　　　　　　清水健治・吉田信隆・関場　香

　　　　　　　　　　　　　　　　（岡山大産婦）

（目的）基礎体温は排卵の有無の判定，あるいは排卵

日の推定に汎用されており，低温相最終IIが排卵日

と一致することが多いと言われているが，臨床では

一致しない例をしばしば経験する．そこで排卵と基

礎体温との関係につき検討を行った．

（方法）対象は当科不妊外来受診者のうち，連Hの経

膣超音波断層法による卵胞の観察を行った結果，排

卵が確認され，しかも基礎体温が二相性を示した自

然周期13例，clomid投与周期13例であり，これら

の症例は連Hの［／l1中progester（me（P）の浪i淀も併せ

て行った．排op　liは超昌：波ヒ成熟卵胞の消失した日

とした．基礎体温の解析はMcCarthyのAVE／3法

に基づき行い，低温相最終日を基礎体温上の推定排

卯日　（PDO）とした．

（結果）自然周期はPDO当日に排卵した例が6／13例

（46％）と最も多く，clomid投与周期はPDOの翌11

に排卵した例が6／13例（46％）と最も多かった．

また低温相で排卵した例は自然周期では11／13例（85

％）であったが，clomid投与周期では4／13例（31

％）のみであり，両群の問に有意弟（P〈O．ODを

認めた．また排卵日のPは，白然周期は1．7±0．6ng／

ml（mean＋SD），　clomid投与周期は3．9±3．2と

clomid投与一周期の方が有意（P＜O．〔〕5）に高値を示

した．

（結論）自然周期は基礎体温が低温相の時に排卵する

例が多く，clomid投与・周期は高温相になった後に排

卵する例が多かった，この違いは排卵日のPの違い

によると考えられた．

4．卵巣刺激周期における卵胞後期のプロゲステ

　　ロン値上昇時期と卵成熟およびその後の治療

　　成績との関連

　　　　　　原田　省・関島秋男・岩部富夫

　　　　　　谷川正浩・大野原良昌・寺戸博文

　　　　　　戸田稔子・見尾保幸（鳥取大産婦）

（「拍勺）自然周期ではプロゲステロン（P）のヒ昇が

LH　surgeに先行するか同期するといわれている．我々

は，Clomid・hMG刺激によるIVF周期においてH－I

surgeあるいはhCG投与前後のP－L昇の時期が，卵

の成熟度，分割率，妊娠率に与える影響を検討した．
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（方法）対象は当科で1989年1月から1990年2月ま

でclomid－hMGにてIvFを施行した59例70周期
とした．estradiol（E2），　P，　LHは周期3日目より

隔H，または連日12時間毎に測定した．LH値が基

礎レベルの80％以上上昇したときをLH　surgeとし

た．hCGは当科の基準にて投与した．　LH　surgeあ

るいはhCG投与12時間前から24時間後までのP値

の上昇時期を各周期毎に，1．0　ng／mlを基準に検討し

た．

（結果）70周期中19周期（27％）にLH　surgeが認

められ（surge群），31周期でhCG投与し（hCG群），

20周期をキャンセルした．hCG群（男性因Jiを除く）

では，成熟卵の採取数が多く，胚移植周期も高率で

あったが，妊娠率に差はなかった．LH　Surgeあるい

はhCG投与12時間前から24時間後までのP値の上

昇（1．Ong／mD時期を検討すると，　surgeあるいは

hCG投与・と同時および12時間後にP値が上昇した周

期で成熟卵の割合，分割率が高く，妊娠例もこの周

期にのみみられた．

（考察）LH　surge・hCG投与に連動したP値の上昇

が，卵胞後期における卵成熟の完成，その後の卵分

割，妊娠に重大な影響をij・えることが示唆された．

5．GnRH　ana】og（GnRHa）を併用した

　　IVF・ET，　GIFT　programにおける

　　血中ホルモン動態の検討

　　　　　　関島秋男・岩部富夫・大野原良昌

　　　　　　谷川正浩・寺戸博文・戸田稔ゴー

　　　　　　原田　省・見尾保辛（鳥取大産婦）

（目的＞GnRHa併用IVFET，　GIFT周期における1人1

分泌学的環境やGnRHaの卵のqualityに対する影響

解明を目的とした．

（方法＞1989年5月より1990年4月までに当科で血

中Estradio1（E2），　Progesterone（P），　L　Hの連

日測定と卵胞径計測による卵胞期管理のもとにIVF－

ETやGIFTを実施した202周期を対象とした．対象

をClomipheIle＋hMG群（Standard　regime；SR，

99例）と，2秤類のGnRHa＋hMG群（Midluteal
regime；MR，56例，　Flare　regime；FR，47例）の

3群に分類し，各群のi佃1：ホルモン動態，卵胞発育

およびIVF・ETやGIFTの成績を比較検討した．

（結果）異常反応周期はSR，　MR，　FRで同程度認め

られた．採卵に要した口数に差はなかったが，【ft1中

E2植はMR，　FRで高値であった．血中LH値はMR，

FRで有意に抑制されていたが，　lflL中P値に差はなか

った．平均採卵数はMR，　FRで多かったが，成熟度，

受精率，ET周期率，妊娠率に差は認めなかった．
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（考察）血中E2値上昇が急激な症例で血中P値L昇が

多く認められる傾向にあり，また，E2のpositive

feedbackによるLHの変動も加わってGrlRHa併用

周期でも異常反応周期が出現すると考えられた．ま

た，GnRHaの併用により採取卵数は多くなるものの

卵のqualityは変化しないことが示唆された．

（結論）GnRHa併用周期においても頻回の血中ホル

モン測定を加えた卵胞期管理が重要であり，症例毎

により適切な卵巣刺激法の設定が必要であると考え

られた．

6．EIA法を用いた新しいLH，　FSH測定

　　キットの検討

　　　　　　多賀茂樹・吉田信隆・片山隆章

　　　　　　白河一郎・中塚幹也・名越一介

　　　　　　平野由紀夫・清水健治・関場香

　　　　　　　　　　　　　　　　く岡山大産婦）

（目的）LH，　FSHの測定にはIRMA法による測定キ

ットが用いられているが，測定に時間がかかり，多

数の検体をまとめて測定しなければならないという

欠点がある．そこで今回Enzyme　Immunoassayを

用いた新しい測定システムであるIMXと，従来の

IRMA法による測定系であるスパックS－LH，　FSH

を用いて，LH，　FSHの測定を行い，測定値を比較

した．

（方法）1990年4月3日から4月24日までにLH・RH

静注前，15分後，30分後，60分後，120分後に採血

を行った15症例について，LH，　FSHをIMXおよ

びスパックS・LH，　FSHによって測定し，結果を検

討した．

（結果）IMX－LHとスパックS－LHとの間の相関は

r＝O．795で回帰式はY＝1．07X－3．48（Y：IMX，

X：スパック）であり，症例別に検討すると，相関

は0．903くr＜0。999と良好であったが，回帰直線の

傾きは1．Olから2．93まで大きなばらつきを示した．

IMX－FSHとスパックS・FSHとの問の相関はr＝

0．953と良好で，回帰式はY＝O．76X十〇．79（Y：

IMX，　X：スパック）であった．　IMX－LH，　FSHの

測定誤差（CV）はそれぞれ6．9％，1．6％であった．

（結論）Enzyme　immunoassayを用いた新しい測定

システムであるIMXによるFSHの値は，従来の
IRMA法による値と良い相関を示した，　LHについ

ては，同一症例での相関はよいが，症例問での比較

については今後検討が必要と考えられた．

日不妊会誌36巻2号

7．月経異常患者の血中LH－RH，　LH濃度および

　　1．H－RHテストについて

　　　　　吉野和男　　　　（平田市立病院産婦）

高橋健太郎・永田裕子・草苅万寿夫・北尾学

　　　　　　　　　　　　　　　（島根医大産婦）

　排卵現象にはLHの律動的分泌が必要であり，LH・

RHも律動的な分泌が認められることが報告されてい

る．そこで，今回，無排卵性の月経異常患者8名（経

月室超蒔波で卵巣に多嚢胞が認められた群；PCO群，

4名，多嚢胞が認められなかった群；non－PCO　1＃　，

4名）の血中LH，　LH－RHを180分間15分間隔で

測定し，その後LH－RHテスト（LH－RH　IOOμg静

注法）を施行した．そして，血中LH，　LH－RHの基

礎値，パルスの頻度，振幅およびLH－RHテストの

ピーク値を比較検討した．

　結果としてPCO群ではLHの基礎値が
9．68　一一　12．36mlU／mlで，パルス180分間で1～3

回，振幅は2．5－－4．9　mlU／ni1，　LH－RHの基礎値が

O．59　一一　O．77　pg／ml，パルスの頻度が3～5回，振幅

は0．14～0．81pg／mlであった．一方，　non－PCO群で

はLHの基礎値が低く（1．14，1．17，2．081U／mD，

パルスの認められない例が3例あり，そのうちの2

例はLH－RHの基礎値が0．51，　O．57　pg／mlであった

が，1例はLH・RHが高値（1．00　pg／ml）であった．

また他の1例はLHの基礎値が高く（8．31　mIU／ml），

LH・RHは低く（0．19　pg／ml），パルスも認められな

かった．LH－RHテストではPCO群の方がLHのピ

ー
ク値が高かった（50．7　一一　121　．7　mlU／ml）．以上の

ことより，異常月経周期である症例の中で卵巣の多

嚢胞の有無により間脳，下垂体の機能に差があるこ

とが示唆された．

8　．　Nocturnal　Hyperprolactinemia症例における

　　夜間メラトニン並びにPRL分泌動態について

　　　　　　　岡谷裕二・岡田真尚・相良祐輔

　　　　　　　　　　　　　　　（高知医大産婦）

（目的）Melatonin（Me1）は夜間に増量する日内変

動を有し，夜間に増量するPRL分泌パターンと密接

な関連のあることを明らかにし報告してきた．そこ

で，今回夜間にのみ30ng／ml以上のPRLの過剰分

泌を示すnocturnal　hyperprolactinemia（NH）に

注目し，Me1とPRL分泌との関連を検討した．

（方法）21時に消灯し，翌朝6時に点灯起床させる明

暗条件ドで，20時間より8時まで2時間毎に採血し
た．

（成績）Mel分泌については，　control群では22時間
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より増量し，2時にピークを示し以後8時まで減少

した．NH群では20時にすでに高値を示し，以後著

増し，0～4時にピークを示し，以後8時まで減少

する変動を示し，control群より早期にしかも有意の

分泌の増量が示された．一方，PRL分泌については，

control群ではMelの増量より2時間遅れた0時から

増量し，PRLのpeakもMe1より2時間遅れていた．

NH群では，20時のMelがすでに高値を示すのに伴

って，22時にはすでに増量し，22～0時の著明なMe1

の増量に伴い，0～2時に著明に増量が認められた．

さらに，20時のPRL値に対する各時刻のPRL値の

％change値と，2時間前のMel値との間にはcon・

trol群，　NH群とも有意の正の相関が認められた．

　従って，NH群においても，夜間のMel－PRL分泌

間には，cOntrol群と同様の関連が示され，夜間に認

められるPRLの過剰分泌は，　Mel分泌の増量がその

一因である可能性が示唆された．

9．体重減少性無月経患者に対するブセレリンの

　　使用経験について

　　　　　　　中村康彦・田村晴代・杉野法広

　　　　　　　川本和則・石松正也・加藤　紘

　　　　　　　　　　　　　　　（山口大産婦）

　体重減少性無月経の治療のFirst　choiceは，減少

した体重をもとの体重に増やす事であるが，月経周

期の回復に数年を要する症例が少なくない．そのた

め患者は，現在の無月経と将来の妊孕性に不安を抱

く事が多い．当科では，こうした症例に対して精神

的なカウンセリングはもちろんであるが，カウフマ

ン療法をはじめとするホルモン療法を積極的に行っ

てきた．今回は，二次的な下垂体機能不全に陥った

第二度無月経患者に下垂体賦活の目的でブセレリン

を用いて良好な結果を示した1症例を報告する．症

例は，28歳の未婚女性で3カ月間に8kgの体重減少

の後無月経となり，2年後当科を受診した，初診時

のLHは1．2　mlU／ml，　FSHは4．5mIU／mlで，

LH－RHテストは反応性不良を示した．ブセレリン300

Pt、g／日×7口間の点鼻を施行した後のLH－RHテスト

では，前値は依然低いものの反応性には回復がみら

れ，次の周期にLH－RHパルス療法を施行したとこ

ろ排卵周期が誘導できた．その次の周期では，クロ

ミフェン150mg／day×5日間で排卵を認め，現在

follow　up中である．今回の症例は，初診時の，　LH，

FSHの値およびLH－RHテストの反応性からみて，

視床下部の機能は回復傾向にあるものの，下垂体は

まだ十分には反応できない状態と考えられた．こう

した症例の下垂体刺激にたいしてブセレリンを用い
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る事は，有用と考えられた．

lO．内因性摂食調節物質2－buten－4－olideの

　　ゴナドトロピン分泌抑制作用に関する検討

　　　　　　斎藤誠一郎・横山裕司・井川　洋

　　　　　　松崎利也・植田敏弘・安井敏之

　　　　　　三宅敏…・東敬次郎・苛原　稔

　　　　　　青野敏博　　　　　（徳島大産婦）

　重度の体重減少により月経周期が停IEするが，そ

の機序は明らかではない．前回，我々はin　vitroの

ラット実験系を用いて，絶食により体内に増加する

内因性摂食調節物質2－buten－4－olide（2・B40）がラッ

トの視床下部・下垂体に影響を及ぼし，エストロゲ

ンのポジティブ・フィードバックによる下垂体から

のLH放出を抑制し性機能を低ドさせることを報告

した，今回は，同様のin　vitroラット実験系を用い

て2－B40のGnRH刺激によるド垂体からのLH放
出，およびin　vitroでのLHのパルス状分泌に及ぼ

す影響について検討した．ラット視床下部・下垂体

還流系に，100μMの2－B40を還流しながら，下垂

体をGnRHで刺激したときのLH放出は，89±44％

（対照群：380±171％）の増加に止まり2－B40は

GnRH刺激によるLH放出を有意（P〈0．05）に抑

制した．また発情休止期の雌ラットを用いて，2－B40

を静脈内投与（体電1kgあたり50　mgおよび100　mg）

すると，LHパルス状分泌の頻度は有意に抑制された

（対照群：O．96±0」回／時間，50mgおよび100　mg

投与群：0．42TO．1回／時間，0．66±0．21，il／時間，

P〈0．01）．以上の成績より，2－B40はド重体の

GnRHに対する反応性を低ドさせ，　LHのパルス状

分泌を抑制することが示唆された．

11．体外受精用培養液における至適力リウム濃度

　　に関する検討

　　　　　　谷川ill浩・関島秋男・岩部富夫

　　　　　　大野原良昌・寺戸弘文・戸田稔子

　　　　　　原田　省・見尾保幸（鳥取大産婦）

（目的）ヒト体外受精用培養液カリウム濃度はその種

類により異なっている．また報告されているマウス

およびヒト卵管液中カリウム濃度は従来の培養液中

の濃度に比較して高いことから培養液中カリウム濃

度が初期胚発生に及ぼす影響をマウス体外受精系に

より検討し若干の知見を得たので報告する，

（方法）マウス体外受精はB6C，Fl雌マウスを過排

卵処理し，HCG投与14時間後に卯細胞を採取した．

同系雄マウス精巣上体尾部から精子を採取し2時間

前培養の後媒精した．培養液は1mg／ml　BSA添加
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BWW培養液を用いた．検討したカリウム濃度は1．19

mM，5．9mM，7．7　mM，17．9mMでBWW培養液
をもとにKCI，　NaClを置換してカリウム濃度を調整

した．それぞれの培養液で媒精，胚培養を行い受絹

率，胚発生率を比較検討した．受精率は2細胞胚へ

の発生率，胚発生率は胚盤胞以降への発生率を比較

検討した．

（結k）受精率では…定の傾向を認めなかった．受精

後の胚発生率はそれぞれ88．2％，88，3％，66．7％，

57．1％とカリウム濃度7．7　mM　，17．9mMでorig｛－

nal　BWW（5、9mM）に対して有意に低値を示した．

（結論）おもなヒト体外受精用培養液のカリウム濃度

（1．4mM～6．OmM）では受精率，胚発生率ともに良

好な結果を示した．カリウム濃度が高くなると（7．7

mM，17．9　mM）胚発生は有意に抑制された．

12．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・平野由紀夫・片III隆章・多賀茂樹

　　　　　　名越一介・新谷恵司・清水健治

　　　　　　吉田信隆・関場　香（岡lh大産婦）

（口的）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・胚移植は，取近では

男性因∫・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．しかし精液所見が，体外受

精・胚移植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，

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f’後にどの様

に影響しているかを検討した．

（方法）排卵刺激方法としてclomiphene　citrate

100mgを月経周期3H目から511間，　hCG　150単位

を月経周期4日目より連ll投ij一する方法を用いた．

（結果）全体で167個の卵が採取され（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．原半ll液（精子数，運

動精子数，運動率）および，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（P＜0．05）を認めた．また妊娠事

でも運動率が50％未満では0％と，妊娠例を認めな

かった．

（結論）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．

口不妊会誌　36巻2号

13．IVF－ETによる妊娠症例における初期胚の

　　発育速度の検討

　　　　　　名越一介・吉田信隆・巾塚幹也

　　　　　　平野由紀夫・自河一郎・片Ll」隆章

　　　　　　多賀茂樹・新谷恵司・清水健治

　　　　　　関場香　　 （岡山大産婦）

（目的）我々が基礎体温L排卵日をほ1ま特定できる症

例でも胎嚢（GS）の発育の差異を認めてきた．それ

が初期胚の発育速度の差によるものか，排卵が遅延

しているものか特定するのは困難である．このこと

を解明するために受精時期のti／lかなIVF－ET症例を

用いて検討した，

（対象および方法）当科においてIVF－ET後妊娠にい

たった14人15周期を対象とし，尿中hCG　titerお

よび経腔起音波法により測定した胎嚢の大きさと採

卯Hをday＝0とした採卯後の日数との関係，および

胎児心拍（FHM）確認の時期について検11寸した．

（結果）胎児の生存を確認し得た妊娠11周期では尿

中hCG　titerはday　l4　一一　21（単体妊娠；day　18～2L

多胎妊娠；day　14　一一　21）で2001U／1に達し，

day　17　－v　24　（単．体妊娠；day　19～23，　多胎妊娠；

17～24）で10001U／1に達した．また経腕的超斉波断

層法でFIIMを確認し得た16のGSにおいて，GSを

確認できたのはday　18～27（22．2＋2．1）であり，FHM

を確認したのはday　27～37（30．9±3．4＞（mean±SD）

であった．IUFDとなった1周期は尿中hCG　titer

1，000　IU／1陽性日がday　33，　GSを認めた目がday　35

と遅延していた．f宮外妊娠となった3症例は
day　26　一一　30で尿中hCG　titer　l，0001U／1陽性となり，

day　21　’“　34には卵管間質部あたりにGS様の像を認

めたが確認後もGSの大きさはほとんど増大しなかっ

た．

（結論）受精時期の確実なIVF－ETによる妊娠におい

てもFHMが確認できる時期までに初期胚発育速度

は既に10日程度の差を認めた．

14．採卵による不妊治療法（体外受精，GIFT

　　等）117回の分析

　　　　　　　本山洋明・谷口勝紀・安藤llヨIJl

　　　　　　　山崎史行・吉岡　保

　　（倉敷成人病センター南くらしき病院産婦）

　　　　　　　藤井好孝　　　（同医科学研究所）

（口的）採卵治療成績に関連する諸因ゴーを過排卵刺激

法を中心として分析する．

（方法）1986年7月から1990年4月の間に92名の不

妊症例（平均年齢342歳，平均不妊期間9．2年）に
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対してll7周期の採卵による治療を行い22　liilの臨床

的妊娠が成立した．妊娠率は，IVF－ET妊娠／胚移

植＝8／44　（18．2％），GIFT＝13／56　（23．2％），

PROST＝1／7（14．3％）であった．その他10周期

は受精しなかった．これらに行った過排卵刺激法は

（A）clomid－HMG，（B）pure　FSH－HMG，（C）HMG単

独，（D）LHRHa・HMGの4種類であり，全例最終的

にHCGを使用した．

（結果）採卵数は腹腔鏡ドと経膣超音波下とで有意差

は無く，全体の平均は5．7個，このうち成熟卯数3．9

個であり，移植卯（胚）数はGIFT　4．4個，　IVF－ET　3．2

個であった．GIFTにおける過排卯刺激法別の平均採

卵数は（A）3，6（B）5．9（C）7．6（D）8．0，妊娠率（妊娠数／

周期数）は（A）3／12　（B）4／14　（C）2／

11　（D）4／19．一方IVF－ETでは同じく採卵数

（A）3．5　（B）2　　（C）4．7　（D）6．3，妊娠率

（A）1／6　　（B）0／1　　（C）2／14　（D）

5／23であった．

（考察および結論）GIFT，　IVF－ETともにLHRHa－

HMGが良好な成績を示した．現在我々はこれをfirst

choiceとしているが，採卵数の少なかったclomid・

HMGでも妊娠例があり，各症例に応じて刺激方法を

使い分ける必要があるように思われる．

15．新しいマウス自己免疫性精巣炎（EAO）モ

　　デルの確立とその各種近交系マウスにおける

　　疾患感受性の系統差の解析

　　　　　　　徳永一葉・伊藤正裕・向笠晶子

　　　　　　　平峯千春・’北条憲二

　　　　　　　　　　　（香川医大免疫病理学）

（目的）マウスでは，モルモットと異なり，EAOを

高率に発乍させることは困難である．そのため，通

常の精巣ホモジネートとCFAによる免疫に加えて，

co－adjuvantとしての百日咳菌の静注が必要とされる，

最近我々は，C311／Heマウスにおいて同系精巣細胞

（TC）2回以上の皮ド注射のみで，　adjuvantその他

の免疫増強操作なしに，高率にEAOを発生させるこ

とに成功した．本研究は，各種近交系マウスを用い

て，このEAOモデルに対する疾患感受性の系統差の

解析を行うことを目的としている，

（方法）今回12系統のマウスを対象とし，9週齢♂

マウスを以下の2群に分け実験に供した．同系TCl

x107個を2週間隔で2回皮下注射した群（TCx　2

群），同様に3回注射した群（TCx　3群）．初回注射

より40日後に屠殺し，組織学的観察と免疫応答の測

定（TCに対する遅延型足蹴反応，　ELISAによる血

清抗TC抗体価）を行った．
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（結果）今回検索した12系統のうち1系統を除いて

すべての系統において，病変の頻度と強さは異なる

が，精巣炎と造精障害の発生が認められた．FAOの

発生頻度と強さにはかなりの系統差が存在したが，

疾患感受性と特定のH－2ハプロタイプとの間の相

関性はみられなかった．抗TC抗体価は，どの系統

においても同程度の上昇がみぢれたが，遅延足蹟反

応は，感受性系マウスでは明らかに増強していたが，

抵抗性系マウスでは増強が認められず，EAO発生へ

の細胞性免疫の関与の重要性が示唆された．

16．精子不動化抗体陽性不妊患者に対する治療法

　　とその有用性についての検討

　　　　　　　平野洋紀・平野正志・森　一正

　　　　　　大頭敏文・青野敏博（徳島大産婦）

　近年，抗精子抗体を原因とする不妊症の存在は明

らかであるが，その治療法および治療方針について

はまだ確立されたものはない．抗精子抗体の不妊症

発症機序としては，精子の頸管粘液通過抑制や受精

阻害等が考えられる．治療法としては，抗体産生を

抑制する方法（コンドーム，ステロイドの使用），抗

体を除去する方法（血漿交換），抗体との反応を避け

る方法（AIH，　IVF－ET）等が報告されている．そこ

で今回，精子不動化抗体陽性不妊患者に対する各種

治療法とその有用性について検討を加えた．当科不

妊外来における精子不動化抗体陽性患者は，女性

1200例中84例（7．0％），男性265例中15例（5．7

％）であり，陽性率は両者間に有意差が認められな

かった．当科における妊娠例は，治療が継続しえた

不妊患9－　31例を対象としてretrospectiveに検討し

た結、果，過排卯刺激のみで22例中2例，　AIHあるい

はrepeat　AIH併用で20例中2例，　capacitated

AIH（精子を前培養してのAIH）で3例中1例（男

性），IVF－ETで9例中2例が妊娠した．　IVF・ET以

外はすべて1年6カ月以内に妊娠していた．精子不

動化抗体陽性患者に対する治療は，まず過排卵刺激

を併用したAIHあるいはcapacitated　AIHを行い，

1年6カ月以上妊娠しない症例に対しては積極的に

IVF－ETを考慮する必要があると思われる．

17．原因不明習慣流産における父系由来胎児抗原

　　に対する免疫応答性の検討

　　　　　　苛原稔・安井敏之・漆川敬治

　　　　　　大頭敏文・青野敏博て徳島犬産婦ケ

（目的）原因不明習慣流産（習流）の一因として，抗

HLA抗体の産生低下が示唆されている．そこでその

機序の一端を解明する目的で，習流患者およびマウ
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ス習流モデルについて父系由来胎児抗原に対する免

疫応答性を調べた．

（方法）習流患者の夫婦のHLA型およびABO式赤

血球抗原型，妻血中の抗HLA抗体活性および抗A・

抗B抗体活性を検討した．さらにマウス習流モデル

（雌CBA／J×雄DBA／2J：H－2抗体低F）と，正常モ

デル（雌CBA／J×雄BALB／C：H－2抗体1［常）での

赤血球抗体活性を比較した．

（成績）15例の習流患者では抗HLA抗体活性はいず

れも低一ドしていたが，夫婦間のHLA型一致率（Class

I：26．7％，Class　II：30．0％，　Total：28．2％）

は正常夫婦の一．一致率（Class　I：28．2％，　Class

II：32．4％，　T〔〕ta1：28．9％）と差異を認めず，抗

HLA抗体の低ドの原因として夫婦間のHLA類似性

は考えにくかった．一ノi，夫婦間で赤血球型の異な

る習流患者での赤tfTL球抗体活性陽性率（66．7％）は

正常夫婦（50．0％）と差異はなく，またマウス習流

モデルと正常モデルにおける赤血球抗体陽性率も各々

63．2％，50．〔〕％と差異はなく，習流患者およびマウ

ス習流モデルでの赤血球抗原系の免疫応答性は11三常

と考えられた．

（結論）習流患者における抗HLA抗体の産生低ドの

原因として，母体における父系由来HLA抗原に対す

る特異的低免疫反応性が示唆された．

18．r・AFS分類に基づく子宮内膜症進行度と各

　　種自己抗体との関連性およびこれらに対する

　　ダナゾール療法の効果について

　　　　　　寺戸博文・関島秋男・岩部富夫

　　　　　　谷川iE浩・大野原良昌・戸川稔r一

　　　　　　原田　省・兄尾保幸（鳥取大産婦）

（目的，方法）子宮内膜症とf・宮内膜抗体およびr－

AFS分類による病巣の変化との相関関係を検討する

ため，臨床的f宮内膜症群62例（A群），原因不明

不妊群48例（B群），非1’一宮内膜症群15例（C群），

子宮内膜症群17例（D群）の合計142例について血

巾CA－125，抗核抗体を，またB，　C，　D群には抗

カルジオリピン抗体も併せて測定し比較検討し，A，

D群ではダナゾール投与による各値の変動を追跡し
た．

（結果）各群についてCA－125値陽性率はC群で低

く，D群では高い傾向にあった．抗核抗体の陽性率

はD群で高い傾向にあった．さらにD群をr－AFS分

類で細分すると，両者ともにステージIII　IIIの群で

高値をとり，ステージIVの群では，かえって低f直を

とる傾向があった．次にダナゾールで治療した群の

CA－125値は陽性例全例に下降傾向を認め，抗核抗
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体ではA群には一定の傾向は認められなかったが，

D群のステージIIIIIIでは，やや下降する傾向が推

察され，ステージIVでは治療終了後上昇した例を認

めた．

（考察，結論）1．r・AFS分類上の子宮内膜症ステー

ジIIIIIIの群ではCA－125，抗核抗体陽性率ともに

非子宮内膜症群より高く，両者とも子宮内膜症の指

標となりうる．2，また軽症子宮内膜症では，ダナ

ゾール投与により両者ともに陰性化する傾向が認め

られた．3．原因不明不妊症で腹腔内所見の得られ

た症例の17／32（53％）に予宮内膜症が発見され，

その10／17（58．8％）は軽症の子宮内膜症であった．

19．子宮内膜症腹水中に含まれる初期胚発育抑制

　　因子：その測定法の開発および活性の分析

　　　　　　武田康成・中橋徳文・北川博之

　　　　　　杉並　洋・松浦俊’IZ（愛媛大産婦）

（目的）子宮内膜症腹水中にマウス後期2細胞胚の体

外発育を抑制する因子（embryo　suppressing　factor：

ESF）が存在することを報告してきた．今回，　ESF

の定量的測定法を開発し，個々の症例におけるECF

活性を分析した，

（方法）腹腔鏡下に腹水を採取した．5％calf　serum

加Ham’s　F－10mediumに腹水濃度（0．5～20％）で

加え実験培養液とした．過排卵誘起・自然交配幼弱

ICRマウスより各実」験培養液中に後期2細胞胚を採

取した．各実験培養液中に10個つつの後期2細胞胚

を加え，37℃・5％CO2　in　air環境で24時間培養

し，8細胞胚への発育を観察した．卵胞期非子宮内

膜症腹水をcontrolとして平行線検定を行い各腹水

検体のESF比活性値を算出した．

（成績）黄体期非子宮内膜症腹水のESF比活性値は

0．78±0、05（Mean±SD，　n＝3）であり，卵胞期

に比べESF比活性値の低ドを認めた．子宮内膜症群

におけるESF比活性値はRAFS－1：1．95±
0．76（Mean±SD，　n＝15），　II：2．45±1．31（n＝

6），III：1．86±0．54（n＝3），IV：1．55±0．22（11＝

3）で各stage間に有意差を認めなかった．　RAFS－

1群を腹腔鏡後に妊娠したり妊娠歴を有するもの（易

妊娠群）とその他（難妊娠群）に分けると，易妊娠

君羊：1．33±0．23　（n＝6），　難i妊娠君羊：2、36±

0．71（n＝9）で後者における上昇は有意であった．

ESF活性値はいわゆる活動性を有する症例において

高かった．

（考察＞ESFは子宮内膜症不妊に関与していることが

推測された．
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20．腹腔鏡下Nd：YAGレーザー焼灼術に関する

　　基礎的検討

　　　　　　　北川博之・中橋徳文・杉並　洋

　　　　　　　松浦俊平　　　　　（愛媛大産婦）

　我々はこれまでに長期不妊症例，いわゆる原因不

明の不妊症，臨床所見等より子宮内膜症が疑われる

症例などに対して積極的に腹腔鏡を施行してきた．

そして子宮内膜症の存在する症例に対しては腹腔鏡

下高周波電気凝固療法を施行し良好な成績をおさめ

てきた．しかしながら高周波電気凝固療法では症例

ごとでの，また焼灼部位ごとでの通電性の違いから

安定した凝固が得られないことがしばしば起こる．

また一部では腹腔鏡下での高周波電気凝固療法の危

険性を報告する文献もみられる．そこで腹腔鏡下焼灼

術にNd：YAGレーザー（SLT：CL・50）を導入し，

一部の症例においては明らかにレーザー焼灼術が奏

功したが，高周波電気焼灼術に比して良好な妊娠成

立率が得られなかった．そこでNd：YAGレーザー

を用いて，より高い完全焼灼率，そして高い妊娠成

立率を得るためにブタおよびラット小腸漿膜面を用

いての基礎的検討を行った．接触型，非接触型焼灼

の影響，先端チップ形状の影響，出力（照射ワット，

照射時間）の影響，色素塗布による焼灼面における

色調の変化による影響などに関して検討を加えた．

接触型では非接触型に比べて一照射当りの焼灼面積

は広く，また接触型では先端チップが半球状のもの

が安定した焼灼が得られた．また接触型でも非接触

型でも色素塗布により，より強い焼灼が得られた．

今後の症例の追加により，高周波電気焼灼術との成

績の比較検討が望まれる．

21．分娩後急激な増大を来し種々の画像診断を用
　　　　　　　　ヨウ
　　いても悪性腫瘍との鑑別が困難であったチョ

　　コレート嚢腫の1例

　　　　　溝口さおり・高橋健太郎・加藤節司

　　　　　秦幸吉・永田裕子・北尾学
　　　　　　　　　　　　　　（島根医大産婦）

　卵巣子宮内膜症は一般に急激な増大傾向を示すこ

とは少ないと言われているが，今回，分娩後わずか

の月経周期の間に急激な増大を来し悪性腫瘍との鑑

別が困難であった卵巣子宮内膜症の症例を経験した

ので報告する．

　症例は22歳，主婦．妊娠中に超音波断層法で7．0×

6，9cmの右卵巣腫瘍が発見され，経過観察していたが，

妊娠期間中は増大傾向はなかった．しかし，分娩後

9カ月の間に10．6×15cmに増大した．またCT，　MRI
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等の画像診断にても腫瘍内は不均一な構造であり，

周囲との境界も不鮮明で腹水が認められた．また経

膣カラー・ドプラ法で腫瘍内に血流が表示され，パ

ルス・ドプラ法により拡張末期血流の比較的増加し

た血流速度波形が描出された．よって卵巣悪性腫瘍

が否定できず開腹術施行した．開腹所見は右チョコ

レート嚢腫であり，最終的に右卵巣子宮内膜症と診

断された，

22．多嚢胞卵巣症候群に対するpure　FSH療法に

　　おけるGnRH併用効果
　　　　　　横山裕司・井川　洋・斎藤誠…郎

　　　　　　松崎利也・植田敏弘・安井敏之

　　　　　　三宅敏一・東敬次郎・苛原稔

　　　　　　青野敏博　　　　　　（徳島大産婦）

（目的）Clomiphene無効の多嚢胞卵巣症候群

（PCOS＞患者に対して，本症に有用性が高いpure

FSH療法（単独療法）と，それにGnRHを併用する

療法（併用療法）を比較し，本症に対するpure　FSH－

GnRH併用療法の効果を検討した．

（方法＞PCOS　12例29周期に単独療法を行った後，

そのうちの6例15周期に併用療法を行って臨床成績

を比較した．単独療法では消退出血の4～6日目か

らpure　FSH（75　IU　一一　150　IU／日）の投与を開始し，

主席卵胞の平均径が18mmを越えたらhCGを投与し

て排卯を誘発した．一方併用療法では，消退出血の

1～2日目からGnRHaを900μg／日投与開始し，15

日目からこれに加えてpure　FSH（751U～1501U／日）

を併用した．

（成績）両療法を比較すると，周期別排卵率（単独二

75．9％，併用：66．7％），周期別妊娠率（単独：20．7

％，併用：20．O％），平均FSH総投与量（単独：

1500±660　IU，併用：1621±195　IU），平均発育卵胞

数（単独：3．6個，併用：3．5個）には差はなかった

が，併用療法でOHSS発生率が有意に低く（単独：

24．1％，併用：13、3％），またFSHの総投与量も個

人差が少なかった．さらに投与開始前とhCG切替時

の血中LF／FSH比の変化は，単独療法では差がない

のに対して併用療法では低下していた，

（結語）PCOSに対するGnRH－FSH併用療i法はFSH

単独療法と比較してOHSSの発生率が低く，管理も

しやすい可能性があり，PCOSの治療法として有用

であることが示唆された．
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23．当院における子宮外妊娠に対する卵管温存に

　　ついて

　　　　　　○中橋徳文・北川博之・武川康成

　　　　　　　安藤雅章・杉並　洋・松浦俊br

　　　　　　　　　　　　　　　（愛媛大産婦）

　卵管妊娠症例の卵管温存を考慮する場合，卵管破

裂を起こすと卵管障害が大きく，また緊急性を有す

るためその温存が困難である．近年，超剖皮機器，

低単位CG測定キット，腹腔鏡検査の普及により了一宮

外妊娠の早期診断が可能になった．我々は，BBTま

たは最終月経より妊娠6週以後で，尿中hCG陽性，

子宮内にGSを認めず，明らかな急性腹症の所見を示

さない23例に対しr宮外妊娠疑いとして腹腔鏡検査

を施行した．18例に卵管妊娠を認めた，引き続き1

例は腹腔鏡ド卵管摘ll‘1術，15例は開腹術を施行した

（10例に保存手術，5例に卵管摘出術）．他の2例は

MTX療法を施行し，そのうち1例は治療中腹腔内出

血にて開腹術を行った．5例には了一宮外妊娠の所見

を認めなかった．卵管摘出を行った6例中5例は経

妊婦，1例は卵管障害が強く温存困難と思われた．

腹腔鏡検査は侵襲的な検査であるが，子宮外妊娠の

早期診断，ひいては卵管温存の補助に有効な手段で

あると思われる．

24．子宮奇形に対する手術後成績

　　　　　　西条仁了一・金重恵美f・・赤松一　・fk

　　　　　　林　伸旨　　（岡山中央病院産婦）

（目的）子宮奇形を合併する不妊・不育症例の治療成

績を検討した．

（方法）1985年6月より1990年5月の5年間に挙児

希望で当科を受診した患者のうち，双角了・宮以Lの

子宮奇形が判明し当科でJones＆Jones手術を行っ

た7例，手術未施行例2例，および他院での手術後

に当院を受診した3例の12例を対象とした．

（成績）子宮奇形例の当科初診時年齢は高齢なものが

多く，妊娠既往は12例中5例にあったが，いずれも

流産であった．また2例は当科初診後に妊娠したが

流産していた．当科手術施行例は，すべて初診から

2年以内に手術を行っていた．r一宮内膜症，子宮筋

腫を合併した症例が3例あり，このため手術時間は

53～200分と症例による差が大きかった．当科手術施

行例の7例中4例が妊娠したが，妊娠成ttlは手術後

14カ月以内であった．妊娠経過は2例が分娩終J’，

1例が妊娠継続中，1例は子宮外妊娠であった．ま

た他院手術例の1例が妊娠分娩した．分娩3例はす

べて帝王切開を施行しており，川生時体重はやや小
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さい傾向にあった．当科手術施行例では子宮外妊娠

を含め4例が未妊娠であるが，他の不妊因子がある

ものが多く，1例は予術後2カ月しか経過していな

い．

（結語）子宮奇形に対する手術療法は，術前の不妊・

不育状態を改善できると考えられ，他の不妊因子の

検索・治療とともに早い機会の手術が推奨されると

思われる．

25．ストラスマン子宮形成術が有効であった単頸

　　双角子宮の1例

　　　　　　　内出昭弘・妹尾大作・帯刀哲夫

　　　　　　　　　（済生会江津総合病院産婦）

　　　　　　　高橋健太郎・北尾　学

　　　　　　　　　　　　　　（島根医大産婦）

　∫一宮奇形一分類である単頸双角子宮が習慣性流産

の原因と考えられ，ストラスマン7術を施行し妊娠

に成功した症例を経験したので報告する．

　患者は28歳，会社員，既往妊娠歴は3経妊0経産

で，自然流産が3　irilであった．3回の自然流産の内

容は，昭和61年に妊娠12週で稽留流産，昭和62年

に妊娠7週で進行流産，昭和63年に妊娠7週で稽留

流産であった．以トより，習慣性流産の診断のもと

にその原因の検索を行った．習慣性流産の原因とし

ての染色体，感染症およびホルモンなどの検査では

異常は認められなかった．子宮卵管造影法により単

頸双角子宮と診断し，この奇形を習慣性流産の原因

と考え，昭和63年11月24日にストラスマンf・宮形

成術を施行した．術後の子宮卵管造影法により，術

前には確認できなかったf宮体部を確認することが

できた，平成2年2月28Hから3JJ　5日までを最終

月経として妊娠が成蹉し，妊娠6週5Hで超音波断

層法により胎児心拍を確認，現在妊娠14週5日で経

過順調である．

26．下垂体性男子性腺機能不全にホルモン療法を

　　施行し，sperm　maturationを獲得した1例

　　　　　　　武田繁雄・空本慎慈・杉元幹史

　　　　　　　安元章浩・竹中生昌

　　　　　　　　　　　　　（香川医大泌尿器）

　中枢性内分泌障害に起因する男子不妊症に対して

は，hCG・Testosterone・Clornipheneを始めLH－RH

療法・hCG／hMG療法などが試みられ，一部に妊孕

能獲得例もあるが，期待されるほどの効果をあげて

いない．中でもprepubertal　stageでのhypopituitar－

ism例は，有効例の報告がほとんど兄られない．私た

ちは，suprasellar　germinomaにて放射線照射後の
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panhypopituitarismに対するhCG／hMG療法・Tes－

tosterone補充療法を行い，　sperm　maturationを獲

得したので報告する．患者は19歳男fで，13歳時尿

崩症の診断のもとに5100radの照射を受けた．その

後panhypopituitarismにて，　Hydrocortisone・

DDAVP・甲状腺末の補充療法を受けていたが，第二

次性徴が見られないため15歳時より，hCG／hMG療

法・LH－RH　continuous　infusionを受けた，しかし

効果なく，19歳にて当科紹介となった．当科では，

第二次性徴発現と造精機能改善を目的としてhCG／

hMG療法（hCG　2000単位，　hMG　150単位週1回）

を2カ月間行い，陰茎の発育・睾丸容量の増加が僅

かに認められる程度のため，Testosterone補充療法

を併用し，13カ月］に初めて射精が見られたが，

azospermiaであった．更に13カJj間hCG／hMG療

法を増量して（hCG　3000単位，　hMG　150単位週2

回），ついにsperm　maturationを獲得した．　prepuber－

tal　stageでの下垂体性男子性腺機能不全に対する，

hCG／hMG療法とTestosterone補充療法の有用性

が示唆された．

27．Mixed　Gonadal　Dysgenesisの1例

　　　　　　　大橋洋三・森岡政明・片岡真一

　　　　　　　山本志雄・戦　泰和・藤田幸利

　　　　　　　　　　　　　（高知医大泌尿器）

　症例は13歳，戸籍上男子．38週正常分娩にて産ま

れた．出生時より外性器の異常を認めていたが，放

置されていた，1987年8月19日（11歳）近医より

治療目的に紹介され受診．初診時の外性器所見は，

陰茎は前屈しており，外尿道口は陰茎根部に開口し

ていた．陰嚢は二分陰嚢状を呈しており，内容は右

触知せず，左は陰嚢入口部に触知した．身長は127．7

cm，体重41　kgと短躯，肥満体であったが，翼状頸，

外反肘，女性化乳房は認めなかった．DIPでは上部

尿路に異常なく，逆行性尿道膀胱造影でも，尿生殖

洞への逆流は認めなかった．1987年9月10日Asopa’

smethodsによるone　stage　urethroplastyを施行し

た．術後fistulaが発生したため1988年8月18日

Fistula　closure，右嵐径部試験切開を行ったが，陰

嚢内容は認めなかった．末梢血培養による染色体検

査が45，X／46XYであり，　Mixed　gonadal
dysgenesisを疑い，1989年8月17日試験開腹，左精

巣固定術を施行した．手術所見は腹腔内よりgonad

様massを後腹膜腔に認め，管状構造物が膀胱後面

～ 前立腺に向けて走行していた．これを可及的末梢

側で切除した．摘出標本は，精巣上体様組織，卵管

様組織，精管様組織および尿路h皮様組織よりなっ
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ており，Mullerian　duct　rest　with　dysgenesisと考

えられた。左停留精巣は精巣上体付着異常を認めた

が精巣に異常は認めなかった．NGD本邦報告例を集

計し，文献的考察を行う．

28．　Y染色体の1）NA解析をしえたmixed　gonadal

　　dysgenesis

　　　　　　　森一ド　ー・武本幹彦・青野敏博

　　　　　　　　　　　　　　　（徳島大産婦）

　　　　　　　稲井　徹　　　　　　　（泌尿器）

　　　　　　　泉　啓介　　　　　　（第2病理）

　　　　　　　中込弥男　　　　（国立小児病院）

　一側性腺が精巣で，他側がstreak　gonadである稀

な疾患のmixed　gonadal　dysgenesisの1例を経験し

た．近年Y染色体のDNA解析が可能となり，本症の

原因追求がなされるようになったが，本症の末梢血

および両側性腺のY染色体のDNA解析を行ったので

報告する．

　症例は17歳で，無月経を主訴として来院し，家族

歴，既往歴には特記すべきことはなかった．現症で

は身長157　cm，体重66　kg，乳房，恥毛の発育は不良，

陰核は肥大し，小陰唇の発育はやや不良であった．

膣腔は7cmで，外子宮口は不明であった．双合診で

子宮らしきものを触知したが不明瞭であった．両側

卵巣は触知しなかった．血中ホルモン値はFSH110．

5mIU／ml，　LH19．1mIU／mlで，　LHのpulse状分泌

は5時間で5回認められ，testosterone　O．6ng／ml，

estradiol　lOpg／ml未満であった．末梢血の染色体検

査では46，XYであった．　XY　gonadal　dysgenesis

の診断にて開腹手術を施行した．子宮は4×2×1

cmで，右側には」il常の卵管が認められたが，右性腺

と思われる部位は索状であった．左側には卵管は認

められたが卵管采の形成は不良で，小指頭大の性腺

が認められた．両側性腺摘出術を施行した．病理組

織学検査では右側は脂肪組織とlfi1管のみであったが，

左側は形成不全な精巣組織が認められ，mixed

gonadal　dysgenesisと診断した．　Y染色体のDNA

解析では検索した22プローブは末梢」fiL，両側性腺と

も全て陽性であった．なお術後Kaufmann療法を行

い，消退出血を認めている．

29．精子凍結保存法の検討

　　　　　　　小林正幸・伊東武久・道岡　亨

　　　　　　　成松昭夫・山下三郎

　　　　　　　　（社会保険徳山中央病院産婦）

　精子の凍結保存において，保存液，冷却法，保存

容器，精液処理法，精子運動率等の諸条件の精子蘇
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生率に対する影響につき検討した．保存液はHAMF－

10にGlycerol，またはDMSOを加えたものよりも，

KS保存液の方が良好な成績であった．冷却法はプロ

グラムフリーザーを用いるよりも，直接液体窒素内

に入れた方が蘇生率は良好であった．しかし，当科

のフリーザーでは，プログラム温度に実際のサンプ

ル内温度が追従せずプログラムフリーザーの能力面

に問題を残した．保存容器はプラスチックチューブ

を用いた方がストロー法より良い成績であり，これ

は特に直接液体窒素内に入れ凍結する際に顕著であ

った．swim　up法，　glass　wool法，パーコール法等

で精液を処理して凍結しても，原液を凍結しても，

蘇生率に差はなかった．精ゴ・の原液の運動率が40％

以上のものは比較的良好な蘇生率を示したが，原液

の運動率が10％以ドの精子は蘇生しないものが多か

った．原液の運動率10％以上の精チの蘇生率は平均

43．4±3．48％であった．

　以一ヒより，今回の検討では精子の凍結はKS保存

液，プラスチックチューブを用い，液体窒素内に直

接投入する方法が，手技も簡単で成績も良好であっ

た．しかし，凍結することにより精子は相当なdamage

を受ける事は考慮しておく必要があると思われた．

30．補中益気湯の精子妊孕能の改善効果について

　　　　　高橋健太郎・溝口さおり・永田裕∫・

　　　　　山崎裕行・吉野和男・北尾学

　　　　　　　　　　　　　　（島根医大産婦）

　特発性男性不妊症の薬物療法は数々の方法が行わ

れているが，著効を示すものは数少ないのが現状で

ある．今回，特発性男性不妊症に対して，漢方製剤

である補中益気湯を経11投与し，精液所見および

hypoog．　motic　swelling　test（HOS－test）の変化につ

いて検討したので報告する，

　女性因子を有しない運動精子濃度36×106／ml未

満の乏精子症患者でAIHを5回以上施行しても妊娠

に至らなかった17名を対象とし，補中益気湯7．59／

日を連日経口投与した．その結果5例（29．4％）が

投与開始16週以内に妊娠した．薬剤投与により，非

妊娠症例，妊娠症例を問わず，精液所見およびHOS・

testの改善が75　一一　100％に認められた．そして，その

改善率は運動率に著しい傾向が認められ，投与開始

8週目にpeakが出現した．一方，濃度，運動率，運

動精子濃度ともに改善した症例は非妊娠症例では

41．7％にすぎなかったが，妊娠症例では80％の改善

を示した．また，妊娠症例では運動精f儂度が投与

開始後早期（4週～8週）に上昇し，HOS・testの値

が12～16週でpeakを示す傾向が認められた，さら

日不妊会誌36巻2号

に，妊娠時の精液所見は必ずしも，最高の値を示し

ていないが，　HOS－testは全例で最高値を示していた．

　以上より，補中益気湯は精液所見の改善傾向があ

り，特に運動率の改善効果を有していると思われる．

また，妊娠の予知は一般精液所見よりもHOS－testが

よりill確であると思われる．

31．ラット実験的精索静脈瘤に対する薬物療法と

　　外科的療法

　　　　　　　ニコラス　ソフィキティス

　　　　　　　高橋千寛・岡崎敏也・門脇浩幸

　　　　　　　中村勇夫・嶋本　司・佐伯英明

　　　　　　　宮川征男　　　　（鳥取大泌尿器）

　精液静脈瘤に対する諸種の外科療法と保存療法を

比較検討するため，8週齢ウイスター系ラット56匹

において精索静脈瘤モデルを作成した．コントロー

ル群として開腹術のみを行った7匹のラット群を用

いた（A群）．治療を行わなかった7例（B群）では，

術後75H目においてA群に比べ，精子形成，精子運

動能の有意な低下，両側精巣，副睾丸，副生殖器の

有意な萎縮，両側精巣内温度の有意な上昇，妊孕率

の有意な低一ドを認めた．一方，術後31日目に左精巣

静脈結紮（7匹）を行った群では，術後75日目にお

いてB群に比べ，これらの項目に関して有意な回復

を認めた．特に後者の群では，より良好な回復を示

した．その他42匹のラットでは，術後31日目より

HCG，カリクレイン，インドメサシン，　HCG　＋　PMSG，

クロミフェン，HCG十PMSG十アスコルビン酸投与

を行ったが，これらの群でもB群に比べて有意なlr1】

復が認められた．しかしながら，いずれも外科療法

には劣るものであった，これら薬物のほとんどはテ

ストステロン生成促進作用または精巣内血流の増加

作用を示すので，精索静脈瘤での妊孕性低下には，

テストステロン生成低下，または，精巣内血流障害

が関連していることが考えられる，

　以上より精索静脈瘤に対して外科的療法が有効で

ない場合や，施行できない場合には薬物療法が選択

されるべきであると思われる．

32．下大静脈後尿管を合併した先天性精管欠如症

　　の1例

　　　　　　馬場良和・石津和彦・中村金弘

　　　　　　植野卓也・瀧原博史・酒徳治三郎

　　　　　　　　　　　　　　（山rl大泌尿器）

　精管と尿管とはどちらも中腎管由来の臓器である

ため，先天性精管欠如症に腎形成不全等の上部尿路

奇形を合併することが多い．われわれは無精子症の
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精査中に右先天性精管欠如症とド大静脈後尿管を合

併した1例を経験したので報告する．

　症例；30歳．男性．結婚後2年間不妊のため精査

目的で当科不妊外来を受診した．両側精巣容量とも

12m1であり，左精管は陰嚢内に正常に触知し，右精

管は索状物が触知した．精液検査にて精液量2．5　ml，

無精子症．血中LH，　FSH，　Testosteroneは正常範

囲内．精巣生検では両側とも精子細胞までのsper－

matogenic　arrestを認めた．精嚢撮影時，右精巣上

体体部より精管まで欠損していた．左側精管は容易

に露出され造影剤の注入も抵抗なく可能であったが，

左精嚢は造影されなかった．骨盤部CTスキャンで

は両側精嚢とも確認された．上部尿路奇形の検索の

ため点滴静注性腎孟撮影法，逆行性腎孟撮影法を施

行し下大静脈後尿路と診断した．閉塞性無精子症に

ついては精路再建術を行った．右側は精巣上体頭部

で，精巣上体管の拡張を認め，これを切開したとこ

ろ精子の流出を認めたので人：J二精液瘤の増設を行っ

た．左側は精管よりの造影剤の注入によって精巣上

体尾部で閉塞を認めた．精巣上体体部で精巣上体管

の拡張を認め，これを切開したところ精子の流出を

認めたので精管精巣上体管吻合術を行った．現在，

射精液中に運動精子を認めAIHを施行中である．

33．当科における精管欠損および閉塞性無精子症

　　に対する手術療法の検討

　　　　　　　山根　享・吉田光宏・大枝忠史

大森弘之

大橋輝久

永井　敦

山下良孝

　　（岡山大泌尿器）

　（岡山赤十字病院）

（日本鋼管福山病院）

　　　　（落合病院）

　精路通過障害は男性不妊症の主な原因の一つとさ

れており，今回当科における先天性精管欠損症およ

び閉塞性無精子症と診断された9例について手術療

法を施行し，その検討を行った．

　対象は昭和59年～平成1年までの6年間に不妊を

主訴とした9例で，年齢は25　一一　46歳（平均34．3歳），

不妊期間は1～17年（平均7．2年）で，全例無精子

症であった．そのうち4例が両側精管欠損，4例が

閉塞性無精子症，1例が両側鼠径ヘルニア根治術後

の無精子症である．精巣容積は全例ほぼ正常であり，

内分泌検査でも異常は認めなかった．全例精巣生検

を施行しており，JSCは8～9で造精機能を有する

ことを確認した．

　本症に対する手術療法としては，精巣上体精管吻

合術を3例に，人工精液瘤造設術を6例に施行した．

術後の精液検査では，精巣上体精管吻合術は1例，
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130×104／ml精子を認めたが，他の2例は精子を認め

なかった．人工精液瘤造設術の6例は，全例精r・の

回収は可能であり平均3回のAIHを施行したが，妊

娠に至らなかった．

34．嚢胞腎・肝嚢胞を合併した精嚢胞状拡張症の

1例

　　　　　稲井

　　　　　香川

徹・浜尾　巧・梶本昌昭

征　　　　（徳島大泌尿器）

　35歳の男性．主訴は挙児希望．父親は高血圧と尿

路結石症，長兄は尿路結石症．兄は高血圧・脳卒中

にて死亡．既往歴では5年前に両側尿路結石の自排．

不妊期間は10年．配偶者は34歳．精液検査では精

液量1．3ml，精f’数4×106／ml，運動率0％，奇形

率50％であった，精巣容積は15ml大と正常．内分

泌検査ではLH3．4mIU／ml，　FSH　3．8mIU／m1，　Tes－

tosterone　8．1ng／m1，　PRL2，7ng／mlであった．染色

体検査は46XY．精子不動化抗体は陰性であった．精

巣生検では精細管内には種々の段階にある細胞がみ

られ，精子も見られ，ほぼ正常であった．精嚢精管

造影では両側の精嚢は嚢胞状に拡張しており，造影

剤の尿道への流出はなかった．2週間後のKUBで，

精嚢部の造影剤の貯留残存を認めた．CTで肝・両側

腎に多発性嚢胞を認め，肝嚢胞・嚢胞腎と診断した．

また，両側腎に多発性結石，胆石も認めた．経直腸

的超音波検査では膀胱後面両側に内部エコーの均一

な低吸収域を認めた．膀胱鏡検査で精阜の腫大を認

めた，

　以上の結果より，嚢胞腎・肝嚢胞を合併した，精

嚢嚢状拡張症による精子無力症と診断した．本例は，

石津らの報告の精嚢腺および精管末端部嚢胞状拡張

の第2型に相当した．また，酒徳らは嚢胞腎との合

併例を報告しており，岩崎らの精嚢嚢状拡張症と定

義している病態にあたると考えられた．

特　別　講　演

特発性男子不妊症の病態生理

　　　　　　　三宅弘治（名古屋大泌尿器科教授）

　不妊の50％弱は男性側に原因があるとされている，

その原因の大部分を占めているのが特発性男子不妊

症（特発性無精子症・乏精子症）である，我が国に

おいても第2次世界大戦後，不妊に対して男性側へ

の追求が激しくなるにつれ，この疾患の頻度が近年，

とみに多くなって来たように思われる．しかし，残

念なことに，この疾患の原因は勿論，病態生理に関

してもほとんど研究されておらず，洋書・和書を問
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わず，病態生理に関する記載がない．従って治療も，

はっきりとした根拠を持ったものがないのが現状で

ある．以前，酒徳教授が京大時代に調べられた膨大

な症例の遠隔成績の統計によれば，治療群では妊娠

率は19．8％，治療せず放置すると妊娠率は21．7％

と，かえって高い％を示したと報告されている．従

って，妊娠率が20％を大巾に越えない治療法はこの

疾患に関して言えば無意味と云うことになる．私は，

男子不妊症の治療に関しては，極度の増加でない限

り，精子数の増減で，有効・無効を云々するのは無

意味と考えている．やはり妊娠率で云々すべきと考

える．近年，この疾患群の巾ではっきりと左精索静

脈瘤を有するものを選んで，左精索静脈瘤の手術を

すると40～50％，時には，55％近くの妊娠率が報告

されてきた．これはすばらしい福音といえる．すべ

ての特発性乏精f症が適応となるわけではないが，

この方法は現在，唯一の男子不妊症に対する有効な

治療法と考えてよいのではないかと思われる．

　ところで，この疾患では既往歴を聴取していると，

かなりの患者が過去に妊娠させた経験を述べる．相

手の女性を疑えばもとも子もないが，この事実を信

用すると，この疾患は後天性を思わせる．私の大雑

把な集計でみると，22　一一　23歳以前には，妊娠させ得

るだけの正常に近い精子数があったのではないかと

思われる．それが，23　一一　24歳を境に急激に減少し始

めてくる．そして結婚で発見されることになる．

　私は，この20年来，自分でも偏執的と思われるほ

ど，この疾患群を追求してきた．先にも述べた如く，

病理学の本にも泌尿器科学の本にもこの特発性不妊

精巣の的を得た病理所見の記載のないことから，ま

ず病理所見を解明することが第一と考えた。今まで

のほとんどの著書は，精細管内の精f形成の状態を

高度障害，中等度障害，軽度障害，精子形成停止な

どと分類しできた．私は，この分類はこの疾患の病

態解明には全く意味がないと考えている．例えば，

腎炎などの実質性腎疾患で，腎の牛検試科でポーマ

ン氏嚢内の原尿が多いの少ないのと云っているよう

なもので，尿を作っている機械の故障，すなわち糸

球体や尿細管の変化などをみていないのと同じだ，

と思われる．従って，私は不妊精巣の精巣生検でみ

る大切なところは，精細管内の精細胞の分化や精f一

の形成程度ではなくて，精子を作っている機械，す

なわち，精細管そのものの故障，変化，また精細管

周囲の周囲の変化であり，ここに注目するのが，こ

の疾患の病態生理の解明に通ずる第一歩と考えてい

る．事実この疾患の精巣の変化は面臼く，現在，数

多くの精巣障害の実験動物モデルが報告されてはい
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るが，似たものは全くない．従って現実にはこれら

実験動物モデルに種々の治療薬が応用され，良い結

果を得たからと云って，ヒトの特発性乏精子症に応

用されることがあるが，良い結果すなわち20％をは

るかに越えるような妊娠率が得られないのは考えて

みれば当然かもしれない，

　私は上記のような思索に基づいて，この疾患の精

巣生検を精力的に行ってきた．正直いって一一般の考

えに従えば，精巣生検の適応とは思えないような無

精子症で大豆大の精巣でも，この疾患の病態生理の

解明という研究目的から，患者の納得を得て精巣生

検を行ってきた．このような重症な疾患では，精細

管内の精子形成の悪いことは分かりきっているが，

精細管という機械そのものの形態的質的変化や精細

管周囲の種々の変化を調べるためには是非とも必要

と考えられたからである．極めて多数の不妊精巣の

不妊精細管を軽症例から重症例まで並べてみること

により，不妊精巣や不妊精細管の経時的変化を把握

することが出来る．

　私が特発性不妊精巣の生検の研究より注目してい

る所児は，精細管に関しては，1．精子形成のモザ

イク像，2．精細管壁の肥厚，3．精上皮の剥落像

であり，精細管周囲の問質では，4．ライデッヒ細

胞の増加，5。間質結合組織の増生，6．間質およ

び精細管壁内の肥満細胞の増加，などである．また，

この疾患では，このような精巣変化の経時的推移に

平行して血中ホルモン，特にFSHの上昇，遅れてLH

の上昇，そしてテストステロンは，初期には」二昇，

晩期には正常下限値に落着くという変化があり，こ

れらの変化と精巣内の経時的変化を関係させて考察

すると，この疾患の面白い病態生理が想像できる．

私が名大の泌尿器科に入局した30年前には，この疾

患に対する治療法としてはPMS（FSH）やHCG（LH）

の注射が繁用されていたが，現在の私の考えよりす

れば，的はずれな治療法だったと思えてならない．

また，偶然にもこの特発性不妊精巣では，ガラクト

ー スが特異的に全く欠損していることもわかった．

この事実は，この疾患の代謝異常に対する研究意欲

をも掻き立てるものであり，肥満細胞の増加の理由

の解明も含めて，この疾患の果そしなき研究を暗示

しているように思われる．
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シンポジウム

「受精現象をめぐって」

　婦人科の立場から

　泌尿器科の立場から

1．体外受精と精液の性状

　　　　　　　　　　　吉田信隆（岡山大産婦）

（目的）体外受精・胚移植において，精液の処理法と

成績との関係は未だ不明である．そこで卵管性不妊

あるいは男性不妊（乏精子症：2000万／ml以下）の

同一症例の精液を半分はswim　up法，残り半分は

percoll法にて処理した後，採取した卵に別々に媒精

し，受精率・分割率の比較を行い，症例の差による

精液の処理方法はいかにあるべきかを検討した．

（方法および成績）体外受精・胚移植の症例，卯管性

不妊5例・乏精f症4例で妊娠例はそれぞれ2例・

1例であった．まず精液を二分しswim　up法／percolI

法の比較を行い，精子の［rTl収率の検討を行うとSwim

up法／percol1法でそれぞれ6．06±6．20％／21．6±

15。1％（mean±SD）であり，有意（P〈0．05）に

percol1法が回収が良かった．精子回収率の運動～宰｛で

はそれぞれ69．7±26．6％／77．4±20．1％と差は認め

なかった．この検討に用いた卵は卵管性不妊の内swim

up法／percoll法はそれぞれ27個／29個であり分割

率は51．8％／51．7％・受精率は55．5％／62．1％であ

り，乏精子症ではU個／16個で分割率は9．O％／31．3

％・受精率は9．1％／50．0％であり，分割率について

はいずれも有意差は認めなかったが，乏梢子症の受

精率はpercol1法に高い傾向（0．05〈P〈0．1）を認

めた．また添加精子が20万／ml（cell）未満／以一上で

分割率を検討すると．それぞれ18．9％／60．9％と20

万以一ヒの精∫・を添加した群に有意（P〈0．01）に高

い分割率を認めた．

（結論）体外受精・胚移植における精液処理は卵管性

不妊の場合はswim　up法・percoll法の何れでも良

いが乏精子症の場合には精了一回収率の高いpercoll法

を用いた方が良好な結果を期待し得る事が示された．
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2．精子受精能の判定におけるMotility

　　Analyzer　HT－M2030の有用性一ハムスタ

　　ーテストの結果との関連性について一

　　　　　　　一ヒ田克憲・竹中雅昭・大浜紘三

　　　　　　　藤原　篤　　　　　（広島大産婦）

　　　　　　　己斐秀豊　　　　（己斐産婦人科）

　　　　　　　三春範夫　　（四国がんセンター）

（目的）精子自動分析装置により，精｝な運動能の客観

的な解析が容易に行えるようになったが，各運動能

パラメーターの臨床的意義あるいは精∫・受精能との

関連についてはあまり検討されていない．そこで今

回我々は，同一精液全体について精f運動能分析と

ハムスターテストを行い，両者の成績を比較検討し

た．

（対象および方法）難治性不妊のため体外受精の実施

を希望しているlt　62名を対象として，　Makler算定

盤による精液一般検査（以卜，肉眼検査），Motility

Analyzer　HT－M2030（HAMILTON－THORN
Research社）による精子運動能解析およびハムスタ

ー テストを実施した．

（結果）HT－M2030による精子濃度，運動率は肉眼検

査の成績と良好な相関を示し，精子濃度ではY＝

4．72十1．05X（r＝0．898），運動率ではY＝－2．52十

〇．968X（r＝0．843）であった，肉眼検査で精液所

見の異常（精子濃度；＜20×106×ml，運動率；＜50

％）が認められた25名の精子侵入率（平均21．2％）

は，正常であった37名の侵入率（平均71．8％）に

比較して有意に低値（P＜O．005）であったが，異常

例のうち3例は予後良好とされる70％以上の精子侵

入率を示した．肉眼検査，HT－M2030による精液，

精子運動パラメーターのうち，精f・侵入率と最も強

い相関（r＝0．59）を示したのはHT－M2030による

運動精子中のrapid　motile　spermatozoa（Path

Velocity≧35μm／sec．）の比率であり，この比率が

20％以一ヒであった37例の侵入率は平均75．5％であ

ったのに対し，20％未満であった25例では平均11．6

％であり，しかも後者の群には70％以ヒの侵入率を

示した症例はみられなかった．

（結論）Motility　Ana】izerで算定されるrapid　motile

spermatozoaの比率は，男性不妊患者の予後を推定

するLで精子濃度や運動率に比べ，より有用なパラ

メーターであり，この比率が20％未満の症例は予後

不良であることが推定された．



224　　（466）

3．精子自動分析装置による精子機能評価から

　　　　　　　　　瀧原博史（山口大泌尿器）

　男子不妊症における基本的検査として顕微鏡によ

る精液検査が行われ，通常は習慣的に精子濃度，精

f運動率，精子奇形率等が精子パラメーターとして

用いられて来た，また造精機能の評価法としては，

精巣生検組織の組織学的分類が多く用いられている．

当科では，これらをできるだけ客観的に定量分析す

るために，造精機能に対しては従来の組織学的評価

に加えてFlow　Cytometry（FCM）による精巣組織

内DNA量分布を用いている．さらに，射精後の精子

パラメーターとしては近年開発された精子自動分析

装置Motility　Analyzer　HTM－2030（HTM）によ

り，精子濃度，精子運動率に加えて，精子運動速度，

精子運動の直進性，精子頭部の振幅などの精子運動

能が精子機能として評価可能となった．

　HTMを用いた精子機能の評価法の当科での経験を

述べ，精索静脈瘤を認める不妊症例や特発性乏精子

症例を対象として，それぞれ高位結紮術や薬物療法

施行前後の精子機能を，HTMにより測定し，各精子

パラメーターの改善度を検討するとともに，妊娠の

有無との関係につき報告する．

4．精子形成と環境因子

　　　　　　安元章浩・空本慎慈・杉元幹史

　　　　　　竹中生昌　　　（香川医大泌尿器）

　精巣における胚細胞の分化・発育において，種々

の因fが促進的に，あるいは制御に関与していると

考えられるが，その詳細は十分解明されているとは

いえない．個体発生のためには精子形成は第1段階

としてもっとも重要であるが，臨床の場において精

子無形成，あるいは形成不全，更には精子の形態的・

機能的異常などをしばしば経験する．

　そこで今回，造精過程における環境閃子の受容体

として，精細胞膜表面の糖鎖に着目し，精巣内の各

stageの精細胞についてペルオキシダーゼ標識レクチ

ンを用いて，精細胞分化過程におけるレクチン結合

の変化を検討した．

　その結果，精子の分化のstageによってレクチン結

合能の相違をみとめた．

　次いで精漿中に多量に含まれる外的因子としての

腎外レニンアンジオテンシン系に注目し，生理活性

物質であるレニンおよびアンジオテンシンIIの精f一

形成ならびに精子の運動性への関与を検討すること

にした．そこで精子自動解析装置によるアンジオテ

ンシンII投与によるヒト精子の運動能の変化，モノ

日不妊会誌　36巻2号

クロナール抗体を用いたヒト精漿中のレニン濃度，

ラット精巣および副性器におけるレニン活性ならび

にmRNAを用いたレニンのHCGに対する反応性の
検討を行ったので，それぞれの成績を報告する．

5．精子受精能について

　一泌尿器科の立場から一
　　　　　　　　河原弘之（川崎医大泌尿器）

　不妊症を診察するうえで精子の受精能を知ること

は治療を行う際に重要なことである．現在も受精能

を反映すると考えられるのは，　Zone　free　egg　hamster

testであるがまだ一般的には行われていないのが実情

であり，当科でもその面の検査は行っていない．そ

こで今回我々は，乏精子症患者において妊娠例と非

妊娠例に精液検査，ホルモン検査で差があるかどう

かについて検討した，精子数20×106／m1未満の乏精

子症例のうち，治療前後で評価可能な84例と20×

106／ml以上の正精子症27例について検討した，

（結果）乏精子症84例のうち妊娠例は13例であり治

療前後で精子数，運動率の両者共改善したのは2例

のみであった．精子数の改善は2例に，運動率の改

善は4例に見られ，残り5例は不変もしくは悪化し

ていた．治療法別に見ると5例は精索静脈瘤の術後

であり，クロミフェン投与で4例，カルナクリンで

2例，Percoll処理AIHで2例の妊娠を見た．非妊

娠例では，8例は精子数，運動率共に改善し，うち

4例は精子数20×106／ml以上，運動率50％以上に

改善していた．そして1例は精子数が，10例は運動

率の改善が見られたが妊娠には至らなかった．運動

率が20％以下の症例のうち17例に精子鞭毛の電顕

的検索を行ったところ13例に異常が見られこれが原

因と考えられた．また，精索静脈瘤の術前，術後を

赤外線サーモグラフィーで評価したところ，精巣一

精索部温度上昇型のみが術後の精液所見の改善を見，

今後，術前に評価ができるのではないかと期待がも

たれる．そして抗精子抗体の関与についても検討を

加える予定である．

6．Caイオンの精子受精能に及ぼす影響

　　　　　　　　　　山野修司（徳島大産婦）

　不妊症の治療法として体外受精・胚移植法が登場

して10年以上が経過し，さまざまな技術的改．良によ

り妊娠率も20％から30％と比較的良好な成績が得

られるようになってきた．しかし，本法の男性不妊

症への応用では，他の不妊因子の成績に比し受精率，

妊娠率は低率であり，本法の限界をうかがわせる．

当科の成績においても，精子運動率が20％以下の症
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例や，swim　up後の運動精子数が少ないものでは，

ほとんどの卯が受精に至らないことが分かっている．

近年，マイクロ・インジェクション法が男性不妊症

の治療法として登場し脚光を浴びているが，マイク

ロ・インジェクションされる精子の選別の方法は確

立しておらず，卵との癒合に不可欠な先体反応の有

無も不明である，したがって，先体反応の有無をも

含めた精子の選別法や新しい精子の処理法が必要と

思われる．

　最近，我々はCa2＋とヒト精子の先体反応との関連

について詳細に検討した結果，Ca2＋欠如培地からCa2＋

を含む培地に精子を移した場合，ヒト精子の先体反

応が誘起されることをつきとめた．すなわち，Ca2↓

欠如培地で30分間swim　upさせた精子をCa2＋を含

む培地に移した時，4～6時間の培養で精子の運動

率を下げることなく先体反応か誘起されることが判

った．これらの精fでSperm　penetration　assay

（SPA）を行った場合，精子侵入率およびFertility

indexが有意に上昇し，前核を形成している卵の割合

も有意に高いことが判明した．さらに，SPAが15％

未満の症例15例のうち4例（26．7％）がこの処理に

よってSPA　15％以上となった．これらのことは，　Ca2一

欠如培地からCa2＋を含む培地に精子を移し，追加培

養を加えた精子では，受精能力が高まっていること

が考えられ，今後体外受精・胚移植等への応用が期

待される．

7．男性不妊に対するIVF・ETの有効性とその

　限界一精子性状，精子処理法及び卵胞期血

　　中プロゲステロン値と受精・分割との関連一

　　　　　　　　　　　見尾保幸（鳥取大産婦）

（目的）難治性男性不妊に対する受精能検査および治

療目的で実施したIVF－ET成績の解析から，原精子
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性状，精子処理法および，卯胞期血中プロゲステロ

ン（P）値と受精・分割との関連を検討し，IVF・ET

の本症に対する有効性とその限界を探ることを目的

に本研究を行った．

（対象と方法）当科不妊外来において，精子濃度20×

106／m1以下（01igospermia，　OS），運動率50％以下

（asthenospermia，　AS），あるいは療法の条件を満た

す01igoasthenospermia（OAS）の男性不妊症例で，

5－7回以上のAIHが施行されるも妊娠が得られず

（failed　AIH＞，精子受精能検査と治療を兼ねて1989

年5月より1990年4月までの期閲に，IVF－ETを施

行した44症例70周期を対象とした．月経周期3日

目より卯巣刺激を開始し，同時に血中E2，　P，LHの

測定を隔日または連日12時間おきに実施した．hCG

投与後36－38時間に採卵し，授精用に採取した精液

において，精液量，精頁農度，運動率，精子運動能

（sperm　quality　score，　SQ　score）を観察し，精子

処理に供した．精子処理法はswim　up法と当科で考

案した3層Percoll密度勾配法（Percoll法〉である．

（結果）AS群では，受精率，分割率はswim　up法，

Percoll法ともにそれぞれ70％以上，50％以上と良

好で，妊娠率を含め他の不妊原因によるIVF・ETの

成績と同等であったが，OS群では，両精子処理法共

に受精率40％台に止まり，分割率も33％で有意に

低下した．一方，OAS群においては，　swim　up法で

は12．5％の受精率で，いずれの卵も分割しなかった

のに対し，Percoll法では50％の受精率，30％の分

割率が得られ，妊娠も1例認められた．SQ　scoreは，

swim　up法に比較し，　Percoll法で有意な改善が認め

られ，いずれの群でも受精・分割卵が得られるのは，

SQ　score　3以上に限定された．また，卵胞期血中P

値は卵のquality，受精・分割に強く関与した．

（考察）受精現象にSQ　score，　P値が最も強く影響

することが示唆された．

訂　正

第36巻第1号に下記の誤りがありましたので，お詫びとともに訂正致します。

　西垣　新　論文：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

29頁左上より22行目

30頁左上より5行目

34頁左上より12行目

　　　　正
　　（1／4・π・ab，

Student’s　t－testの後に

および標本比率の差の検定を挿入

Studies　on

　　誤
（3／4・π。ab，

Study　of



b

関連学会開催のお知らせ

　　　　第9回日本受精着床学会総会および学術講演会

　第9回日本受精着床学会総会ならびに学術講演会を下記のとおり開催致しますので、

奮ってご参加下さいますようご案内申し上げます。

期

会

日　平成3年7月12日（金）・13日（土）学術講演会

　　　　　　7月12日（金）　　　　　理事会

　　　　　　7月13日（土）　　　　　評議員会・総会

場　四日市市文化会館

　　〒510三重県四日市市安島2丁目5－3
　　　　　TEL．0593－54－4501

特別講演

　1．「The　Relative　Roie　of　In　Vitro　Fertilization　and　Reconstructive　Surgery　in

　　　Tubal　Infertility」

　　　　　座長　　東京大学医学部産科婦人科学教授　　　　水野正彦

　　　　　演者　　Professor　and　Head．　University　of　British　Colombia

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Victor　Gomel
　2．「Past，　Present　and　Futire　of　Assisted　Conception」

　　　　　座長　　京都大学医学部婦人科産科学教授　　　　森　崇英

　　　　　演者　　Professer　and　Scientific　Director　Centre　For　Reproductive　Medicine

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A．Van　Steirteghem
教育講演

　1．「動物の体外受精および顕微受精について」

　　　座長　　京都大学農学部畜産学教授　　　　　　　入谷　明

　　　演者　　鹿児島大学農学部生物生産学助教授　　　後藤和文

　2．「着床周辺期における子宮内膜の機能調節について」

　　　座長　　福井医科大学産科婦人科学教授　　　　　富永敏朗

　　　演者　　三重大学医学部産科婦人科学講師　　　　山本稔彦

シンポジウム

「Pregnancy　Loss（Pre－implantation　LossおよびPost－implantation　Loss）を．め

ぐる諸問題一その環境因子の基礎と臨床」

　　　座長　　徳島大学医学部産科婦人科学教授　　　　青野敏博

　　　　　　　名古屋市立大学医学部産科婦人科学教授　八神喜昭

一般演題募集要項

締切日：平成3年4月30日（火）必着
問い合わせ先：〒514津市江戸橋2丁目174

　　　　　　　三重大学医学部産科婦人科学教室

　　　　　　　　第9回日本受精着床学会事務局

　　　　　　　　　総会幹事／山本稔彦

　　　　　　　　　　TEL。0592－32－1111　Ext．6430

　　　　　　　　　　FAX．0592－31－5202

平成3年3月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第9回日本受精着床学会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　杉山陽一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三重大学医学部産科婦人科学教授）



　　　　　　　　　　　　　　　　　e不妊症新治療ワークショッフ1991

会期平成3年8月24日（土），25日（日）

会場仙台国際ホテル
　　　　〒980仙台市青葉区中央四丁目6－1

　　　　TEL：022（268）1111

主　催：不妊症新治療ワークショップ

　　　　〈世話人〉鈴木雅洲　　東北大学名誉教授

　　　　　　　　　水野正彦　　東京大学教授

なお，プログラム御希望の方は下記にご連絡下さい．

問合せ先：不妊症新治療ワークショップ事務局

　　　　　〒989－24　宮城県岩沼市押分字志引38－4

　　　　　　　　　　医療法人社団スズキ病院内

　　　　　TEL：0223（23）3111　FAX：0223（23）3123

第7回世界体外受精学会議（FIV）

会期1991年6月30日（日）
開催地：パリ（フランス）

会場：パレ・ド・コングレ

～ 7月3日（水）

プログラム内容・会議参加旅行等詳細につきましては、㈱日本不妊学会事務局

（TEL．03－3272－7077）へお問い合わせFさい。
倒

第13回国際産婦人科連合世界大会（FIGO）

会期1991年9月15日（日）一一20日（金）

開催地　シンガポール

会場：ラッフルズシティ・マリーナマンダリン

プログラム内容・会議参加旅行等詳細につきまして1よ㈹日本不妊学会事務局

（TEL．03－3272－7077）へお問い合わせ下さい。



第36回日本不妊学会

1991年11月20日㈱～21日休｝ 名古屋市：名古屋国際会議場

　この度、第36回日本不妊学会にご参加の皆様方の宿泊・航空券のお世話をJTB日本交通

公社団体旅行錦支店にてお取扱させていただくことになりました。通常の個人料金よりお得

な学会特別料金にてご案内させていただいておりますので、ご多数のお伸し込みをお待ちい

たしております。

（1泊朝食付・税・サービス料込み、お一人様料金）

タ縛プ
ホ　　デ　　ル　　名　　　　　　　　　幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、n 1　　料　　　　　　金 記号

㌔一

A ○名古屋ヒルトンインターナショナル

AS
－一一一一一一一幽一

1

ツインi　　、5，50。　　　　…　　　　…

AT

名古屋東急ホテル

名古屋観光ホテル

ホテルナゴヤキャッスル

　　　　…
　　　　iシングル

i16・5°°～11・5°° BS

名古屋国際ホテル

名古屋都ホテル

名鉄グランドホテル

ホテルキャッスルプラダ

　　　　　：’曹曹冒一｝一『一一一一一昌一†璽曽’°’曽’°”璽層”曹冒冒’”層”騨“一一一一一一曽一”璽曹一唖薗一暫”－響”璽’’’””冒

　　　　　｝
ツインi13，500～10，500　　　　　…　　　　　…

，願一冒F－一一一辱

BT

名鉄ニューグランドホテル i

C　　“

名古屋ターミナルホテル
名古屋第一ホテル

名古屋不ニパークホテル
名古屋栄東急イン

シングルi・・，…　～9，…
　　　　　i－一一一一……十一一…一……一一一一一一一一…一…………一一一一’…一……

　　　　　i

CS
一曹〇一●帽曹o昌．

ホテルサンルート名古屋 ツインi10・000～8・000 CT
　““

ホテルライオンズプラザ名古屋

　　“

D

名古屋丸の内東急イン

名古屋シャンピアホテル
サンハイツホテル名古屋

名古屋クラウンホテル

　　　　　…

DS
曽，噛・o・齢噛．昌

パークサイドホテル 　　　　…
ヅ　イ　ン　　i　　　　8，000～　　5，800 DT

1

ナゴヤプラザホテル

※○のシングルは、ダブルルームの一人使用料金です。

※ツイン料金は、いずれもお二人で一室利用の場合のお一人様の料金です。

※部屋数に限度がありますので、ご希望のホテルのお部屋が確保できないこともありますの

　で、予めご了承ください。

※当日は、原則として予約受付をいたしません。



第36回日本不妊学会（宿泊・航空券申込書）
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男 1）
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〔通信欄〕

※FAXのお申込みも可能です。（FAX：052－971－1971）

※送り先　㊦460名古屋市中区錦3－4－6　東海第一生命ビル10F

　　　　　　　㈱JTB日本交通公社団体旅行錦支店第36回日本不妊学会係



＊名古屋空港発着の下記の便の予約を承りますのでご利用下さい。

． 在　　　　　　　　路 復　　　　　　　　路

記号 11／19㈹ 記号 11／2◎㈱ 到着地
1記号 11／21休） 記号 U／22㈲

札　　幌
1　A
l　B
l　C

午前便
午後便
夕方便

2　A

2　B
午前便
午後便 札　　幌 3　B

3　C
午後便
夕方便

4　A
4　B

4　C

午前便
午後便
夕方便

仙　　台 1　D
l　　E

午前便
午後便

2　D

2　E
午前便
午後便

仙　　台
3　E 午後便

4　D

4　E
午前便
午後便

新　　潟
1　　F

l　G
午前便
午後便

2　F

2　G
午前便
午後便

新　　潟
3　G 午後便

4　F

4　G
午前便
午後便

福　　岡
1　H
l　　K

l　L

午前便
午後便
夕方便

2　H

2　K
午前便
午後便 福　　岡 3　K

3　L
午後便
夕方便

4　H

4　K

4　L

午前便
午後便
夕方便

長　　崎 1　M
l　N

午前便
午後便

2　M

2　N
午前便
午後便

長　　崎一

3　N 午後便
4　M

4　N
午前便
午後便

・熊　　本
1　　P

l　　R

午前便
午後便

2　P

2　R
午前便
午後便

熊　　本
3　R 午後便

4　P

4　R
午前便
午後便

学会参加者特別割引運賃（名古屋着・発）

区　　間 片道普通運賃 片道特別割引運賃

札　　幌 28，550 24，200

仙　　台 19，250 16，300

新　　潟 17，400 14，800

福　　岡 17，200 14，600

長　　崎 21，500 18，200

熊　　本 19，750 16，700

※各便ともお申込みが15名様に満たない場合上記の割引は適用できません。その場合、1ケ

月前に催行中止の旨ご連絡いたします。尚、1ケ月前を過ぎてからキャンセル等により15

名様に満たなくなった場合、通常の個人運賃にて対応させて頂く場合がございますので、

あらかじめご了承下さい。

※往復の場合、片道運賃の2倍となります。

※その他の地区についても承りますのでご相談下さい。



冒7お申込みについて

　　　宿泊お申込みご希望の方は、別紙申込書により1991年10月15日（tAc）までに、㈱JTB日

　　本交通公社団体旅行錦支店宛お申込み下さい。

　　折り返し11月5日頃迄に宿泊予約券、又は航空予約確認証をお送り致します。

　　　　尚、通信手配費として、一律400円を申し受けます。

臓費用のお支払いについて

　　　上記の予約確認証に加えて請求書をご送付致しますので、届き次第、現金書留又は銀

　　行振込にてご送金下さい。

　　ご送金いただかない場合は、予約が取消になることがございます。

　　お送り先：tw460名古屋市中区錦3－4－6東海第一生命ビル10　F
　　（現金書留）　　　㈱JTB日本交通公社団体旅行錦支店第36回日本不妊学会係

　　銀行振込先：東京銀行名古屋支店　普通預金0043214

　　ロ座名：日本交通公社錦支店

臓取消料について

　　【宿　　　泊】

取　消　日 予約日15日前 予約日6日前 予約日2日前 予約日の前日 当　　日

取　消　料 無　　料 10％ 20％ 50％ 全　　額

【航空券】

航　空　運　　賃 出発の13日～4日前 出発日の3日前以降

10，000円以上　20，000円未満 3，000円 5，000円

20，000円以上　30，000円未満 4，000円 7，000円

3◎，000円以上 5，000円 9，000円

『7お問い合わせ先

　　＠460名古屋市中区錦3－4－6　東海第一生命ビル10F

　　　　　㈱JTB日本交通公社団体旅行錦支店第36回日本不妊学会係

　　　　　　TELO52－951－8444　FAXO52－971－1971担当：太田



投　稿　規　定

1．本誌掲載の論文は，特別の場合を除き，会員の

　ものに限る．

2．原稿は，本会の目的に関連のある原著，総説，

　論説，臨床報告，内外文献紹介，学会記事，その

　他で，原則として未発表のものに限る．

3．1論文は，原則として刷り上り6ページ以内と

　し，超過は4ページ（計10ページ）までを認める．

　超過ページならびに特に費用を要する図，表，写

　真は実費を著者負担とする．

4．原著，総説，論説，臨床報告などは必ず，400字

　以内の和文抄録ならびに，ダブルスペース2枚以

　内の欧文抄録（題名，著者名，所属を含む）を添

　付する．

5．図表ならびに写真は稿末に一括してまとめ，符

　号を記入し，かつ本文中に挿入すべき位置を明示

　する．

6．記述は和文または欧文とし，和文は横書き，口

　語体，平がなを用い，現代かなつかいによる．

7．外国の人名，地名等は原語，数字は算用数字と

　する，学術用語および諸単位は，それぞれの学会

所定のものに従い，度量衡はメートル法により，

所定の記号を用いる．

8．文献は次の形式により，末尾に一括記載する．

　a．雑誌の場合

　　著者名：題名，誌名，巻数：ページ数，年次

　原則として，特に原著の場合は著者名を全員あ

　げる．誌名は規定または慣用の略名に従うこと．

　特に号数を必要とする場合は巻数とページ数と

　の間に入れて括弧で囲む，すなわち

　著者名：題名，誌名，巻数（号数）：ページ数，

　年次

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：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，4113，1956

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．同一著者による論文の掲載は同一号に1編のみ

　とする．

10，著者校正は原則として初校のみ1回とする．な

　お，校正は字句の訂正にとどめる．

11．原稿の採否，掲載順位その他，編集に関する事

　項は編集会議で決定する．掲載は原則として受付

　順にする．

12．特別掲載を希望する論文は，受付順序によらず，

　速やかに掲載される．この場合は掲載に要する実費

　は全額著者負担とし，かつ特別掲載料を納付する．

13．掲載原稿に対しては，別刷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）

フンニング・タイトル（和文で25字以内，英文では401etters以内）を記載してください．（昭和63年1月）
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事務局からのお知らせ

日本不妊学会の業務委託をしている（株）国際会議事務局の社名が（株）アイシーエス企画と

変わりました．従って日本不妊学会事務局の住所は下記のとおりにな

　　　　　　　　　　　　社団法八日本不妊学会
　　　　　　　　　　　　〒103東京都中央区日本橋214－9
　　　　　　　　　　　　　　　加商ビル　㈱アイシーエス企画内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Tel．03－3272－7077）

ます．

　　　日本不妊学会雑誌　36巻2号
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