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SEVERAL　FACTORS　AFFECTING　THE　NUCLEAR　FORMATION

AFTER　NUCLEAR　TRANSFER　OF　MALE　FETAL　GERM　CELLS

INTO　ENUCLEATED　EGGS　IN　THE　MOUSE

　　　　　　　　Yoko　KATO　and　Yukio　TSUNODA

Laboratory　of　Animal　Reproduction，　College　of　Agriculture，

　　　　　　　　　　Kirlki　University，　Nara　631，　Japan

　　Abstract：The　incidence　of　nuclear　formation　and　activation　was　usually　low　when　donor　cells

of　small　size　were　transferred　te　enucleated　eggs　in　mouse．　Cytogenetic　analysis　of　reconstituted

eggs　received　male　fetal　germ　cells　in　GI　stage　of　cell　cycle　indicated　low　nuclear　formation　to

be　due　to　low　fusion　and　activation　rates．　Repeated　treatment　of　reconstituted　eggs　with　ethanoI

after　nuclear　transfer（23％vs　9％）arld　pretreatment　of　donor　cells　with　PHA（34％vs　16％）

significantly　increased　nuclear　formation　in　reconstituted　eggs．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Fertil．　Steril．，37（3），375－379，1992）

Introd皿ction

　　The　developmental　ability　of　enucleated　eggs

after　receiving　a　single　fetal　germ　cells1）or

thymocyte　cells2｝has　been　examined　in　mouse．　A

nucleus　that　has　fused　with　enucleated　eggs　at　the

second　metaphase　shows　premature　chromosome

condensation，　pronucleus－iike　formation　after

parthenogenetic　activation　with　ethanol　and　some

develop　into　blastocysts．　On　consideration　of　the

developmental　process　of　the　reconstituted　eggs，

the　transferred　nucleus　would　appear　to　be

converted　into　a“fertilization　nucleus”．　The　prob－

lem　of　nuclear　transfer　of　such　a　small　cell　is　the

low　incidence　of　nuclear　formation　although　as　to

whether　this　is　due　to　the　Iow　fusion　rate　or　low

nuclear　formation　rate　is　not　clear．

　　The　present　study　was　conducted　to　determine

the　cause　for　the　low　incidence　of　nuclear　forma－

tion　in　reconstituted　eggs　after　receiving　fetal

gernユcells　and　to　increase　the　incidence　of　nuclear

formation．

Materials　and　Methods

∠）ono7／lltal　ge7m　cellS　and　reciP　iθ　nt　6y如ρ彪S珊

　　Donor　male　fetal　germ　cells　were　obtained　from

albino　CD－1　females　mated　with　the　same　strain

maIes　15．50r　16．5　days　post　coitum　according　to

the　method　of　Felici　and　McLaren3・4｝，　The　gerrn

cells　were　preserved　in　PBI　medium5）supple即ent－

ed　with　10％FCS　at　room　temperature　for　about

3hrs　before　nuclear　transfer．　Viability　of　the

preserved　fetal　germ　cells　was　not　affected　up　to

6hrs6）．

PrePαration〔ゾoocytes

　　Fl（C57BL／6J×CBA）female　mice　were　super－

ovulated　by　intraperitoneal　injection　of　5　i．　u．

PMSG　and　5　i．　u．　hCG　and　unfertilized　eggs　were

obtained　16～21　hrs　later．　The　cumulus　cells　were

removed　by　treatment　with　300　i．　u．　ml－l　hyalur－

onidase　in　M2　medium7），　then　washed　several

times　and　used　as　cytoplasmic　recipients．

　　Recipient　eggs　were　enucleated　as　previously

described8）．　First，　zonae　pellucidae　of　eggs　were

cut　10～20％along　their　Iength　with　a　fine　glass
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needle　and　the　eggs　were　pretreated　with　Hoechst

33342（2μgml－）for　5　min　at　37℃．Chromosomes　at

the　second　metaphase　were　mechanically
removed　by　an　injection　pipette　through　a　slit　in

the　zona　pellucida　in　the　presence　of　cytoskeleton

inhibitors（5μgml－cytochalasin　B，3μgmr　nocod・

azole）within　15　seconds　under　a　fluorescence

mlcroscope・
　　Two　distinct　populations　of　fetal　germ　cells

differing　in　size　could　be　detected．　The　larger

cells　had　polyploid　chromosome　constitution9），

and　thus　the　smaller　cells　were　used．　The　nuclear

formation　rate　was　low　when　the　smaller　germ

cells　were　transferred　to　enucleated　eggs（9％vs

38％）．Asingle　germ　cell　was　fused　with　enucleat・

ed　eggs　by　HVJ（2，600　haemagglutinating　activity

unit）．　Within　15　min　following　injection，　the　eggs

were　activated　by　7％ethanol　for　7　min　at　room

temperature　and　nuclear　formation　assessed　5　to

6hrs　later．　The　eggs　with　no　clear　non－fused

germ　cells　in　the　perivitelline　space　and　without　a

nucleus　in　the　cytoplasm　were　moved　for　M16

supplement　with　lμg／ml　colcemid　and　the　air－

dried　chromosome　spreads　of　the　reconstituted

eggs　were　prepared　early　in　the　rnorning　of　the

following　day　according　to　the　method　of

Tarkowskilo｝．　Eggs　having　metaphase　chromo－

somes　were　considered　to　have　fused　germ　cells

since　male　germ　cells　on　15．50r　16．5　days　were　in

the　G，　stage　of　mitotic　interphasel1）．

　　For　examination　of　the　effects　of　repeated

treatment　with　ethanol　for　activatlon，　eggs　recelv．

ing　male　germ　cells　at　15．5　days　were　treated　3

times　for　7　min　each　at　30　min　intervals　and　the

incidence　of　nuclear　formation　was　compared

with　that　single　treatment．

　　To　examine　the　effects　of　CB　treatment，　eggs

receiving　male　germ　cells　at　15．5　days　were　in－

cubated　with　M16　supplemented　with　5μg／ml　CB

for　lhr　following　activation　for　3　times．　After

　　　　　　　　　　　　Table　l

several　washings　with　fresh　medium，　the　recon－

stituted　eggs　were　cultured　for　5　to　6　hrs　for

assessment　of　nuclear　formation．

　　To　study　the　effects　of　phytohemagglutinin

（PHA），　administered　at　the　time　of　cell　fusion，

four　small　droplets　under　liquid　paraffin　were

prepared　for　nuclear　transfer　on　a　mi．

cromanipulation　slide：PBI　supplemented　with

10％FCS　for　donor　cells，　M2　supplemented　with

PHA（5μg／ml），　inactivated　Sendai　virus　and　M2

including　cytoskeleton　inhibitors　for　recipient

eggs，　in　this　order．　A　single　male　germ　cell　was

sucked　into　an　injection　pipette，　moved　to　the

next　drop（M2十PHA）and　then　taken　laid　in　and

out　several　times．　In　the　third　drop　a　small　volume

of　HVJ　was　laid　over　the　cell．　In　the　fourth　droP，

the　injection　pipette　containing　a　donor　germ　cell

with　PHA　and　HVJ　was　introduced　into　the

perivitenine　space　of　an　enucleated　egg　through　a

slit　in　the　zona　and　the　germ　cell　was　fused　with

arecipient　oocyte．　Reconstituted　eggs　thus　treat－

ed　were　activated　with　ethanol　3　times　for　7　min

at　30　min　intervals，　cultured　for　5　to　6　hrs　and　then

assessed　the　nuclear　formation．

　　The　statistical　significance　of　the　results　was

determinde　by　x2　test．

Results

　　Table　l　shows　the　incidence　of　the　presence　of

metaphase　chromosomes　in　reconstituted　eggs

which　had　received　male　fetal　germ　cells（GC）at

15．50r　16．5　days　and　did　not　have　non－fused　GC

on　nucleus　after　activation．　Twenty－eight　of　51

reconstituted　eggs　had　no　germ　cells　in　the　per－

ivitelline　space　of　recip量ent　eggs　and　g　had　one

nucleus　5　to　6　hrs　after　activation．　None　of　23　eggs

which　had　GC　in　the　perivitelline　space　showed

nuclear　formation．　Cytogenetic　analysis　indicated

100ut　of　19　eggs（53％）not　having　GC　in　the

perivitelline　space　or　a　nucleus　in　the　cytoplasm

The　presence　of　mitotic　metaphase　chromosomes　in　the　reconstituted　eggs．

No．　of　eggs

Examined Without With Without　nucleus

non－fused

GC（％）

nucleUS
　（％）

Tota1
（％）

With　GC With　mitotic

preparatlon

　　Not
analisable

51 28（55） 9（32） 19（68） 6 10 3
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Table　2　Effect　of　repeated　activation　with　ethanol

　　　　　　　on　enucleated　eggs　received　fetal　germ　cells

Times　of

　　ethanol

stimulations

No．　of　eggs

　　　used

No．　of　eggs

　　formed

nucleUS（％）

（377）3

Table　4　Effect　of　PHA　treatment　at　the　time　of

　　　　　　　nuclear　tranfer　of　fetal　germ　cells　on

　　　　　　　the　formation　of　nucleus

1

3

53

22

5（9）a

5（23）b

With（＋）or

without（一）

　　　PHA

No．　of　eggs

　　　used

No．　of　eggs

　　　with

nucleUS（％）

十

a－bsignificant　difference（p＜O．Ol）

182

82

62（34）a

13（16）b

a－bsignificant　difference（p＜0．01）
Table　3　Effect　of　the　addition　of　cytochalasin　B　to

　　　　　　　the　post－activation　medium　on　enucleated

　　　　　　　eggs　received　fetal　germ　cells

Post－activation

　　　medium

No．　of　eggs

　　　used

No．　of　eggs

　　formed

nucleUS（　％）

M16　medium

M16　medium十CB

36

46

5（14）

9（20）

to　possess　mitotic　metaphase　chromosomes．

Although　accurate　chromosome　count　was　diffi－

cult　since　some　of　the　chromosomes　were　scat－

tered　in　the　cytoplasm，　all　were　diploid．

　　Table　2　shows　the　effects　of　repeated　stimulus

on　the　nuclear　formation　of　reconstituted　eggs

receiving　GC．　As　shown　in　the　table，　a　significant・

ly　higher　incidence　of　nuclear　formation　was

observed　after　activation　3　times　compared　with

single　treatment（23％vs　9％）．　All　activated　eggs

each　had　a　single　nucleus　in　both　groups．

　　The　effects　of　treatment　with　cytochalasin　B

after　fusion　and　activation　on　nuclear　formation

are　shown　in　Table　3，　The　proportion　of　recon－

stituted　eggs　having　a　nucleus　was　slight　and

failed　to　become　significantly　high　when　the　eggs

were　preincubated　with　CB　for　l　hr　after　activa－

tion，

　　As　shown　in　Table　4，　pretreatment　of　fetal

germ　cells　with　PHA　at　about　the　time　of　nuclear

transfer　caused　the　proportion　of　reconstituted

eggs　possessing　a　nucleus（34％vs　16％）to　signifi－

cantly　increase．　The　number　of　nuclei　formed　was

again　one　in　each　eg9．

Discussion

　　One　purpose　for　the　nuclear　transter　was　to

assess　the　pluripotency　or　totipotency　of　differ－

entiated　nuclei　at　various　stages　of　development．

Nuclear　transfer　in　mammals　has　been　conducted

by　membrane　fusion　of　donor　karyoplasts　with

enucleated　recipient　cytoplasm　by　electrofusion

or　an　inactivated　sendai　virus（HVJ）．　The　fusion

of　cells　of　small　size　such　as　fetal　germ　cells9），

embryonic　stem　cells　（unpublished　data）or

thymocytes　cells2）with　enucleated　eggs　was　diffi－

cult　and　the　incidence　of　nuclear　formation　was

low．　Whether　the　low　nuclear　formation　rate　was

due　to　low　fusion　rate　and／or　low　activation　rate

is　not　clear，　since　some　donor　cells　may　have

degenerated　prior　to　fusion．

　　The　present　study，　using　male　fetal　germ　cells

as　a　model　clearly　demonstrates　the　low　nuclear

formation　rate　after　nuclear　transfer　to　be　due　to

Iow　fusion　and　activation　rates．　The　number　of

reconstituted　eggs　which　did　not　fuse　was　230ut

of　51　eggs．　Cytogenetic　analysis　showed　100ut　of

remaining　28　eggs　not　possessing　non－fused　germ

cells　to　have　metaphase　chromosomes　and　thus

were　considered　to　have　fused，　in　addition　to　9

eggs　with　nucleus，　Male　fetal　germ　cells　at　15．5

and　16．5　days　post　coitum　were　considered　to　be　in

the　GI　stage　in　the　cell　cycle．　Reconstituted　eggs

with　metaphase　chromosomes　should　thus　have

fused　with　egg　cytoplasm，　changed　by　maturation

promoting　factor12｝and　not　to　be　able　to　form　a

nucleus　due　to　inadequate　parthenogenetic　stimu－

lation．　The　fusion　rate　and　activation　rate　were

thus　considered　to　be　19／48（40％）and　9／19（47％），

respectively．

　　Ozill3）reported　the　activation　rate　of　rabbit

eggs　by　electric　stimulation　to　be　quite　high　when

pulses　of　appropriate　duration　were　delivered

every　4　min　for　l　hr　30　min．　In　the　present　study，

we　examined　the　effects　of　repeated　treatment

with　ethanol　on　the　activation　of　reconstituted

eggs　receiving　male　fetal　germ　cells．　Although　the
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proportion　of　intact　eggs　activated　was　not　differ－

ent　after　treatment　with　ethanol　for　one　and　three

times（66％vs　78％，data　was　not　shown　in　Table），

the　activation　rate　in　reconstituted　eggs　was　sig－

nificantly　high　when　treatment　was　repeated　3

times（23％vs　9％）．

　　The　treatment　of　reconstituted　eggs　with　cyto－

chalasin　B　for　l　hr　after　fusion　and　activation　did

not　increase　the　incidence　of　nuclear　formation．

Smith　and　Wilmut14）found　the　addition　of　CB　to

the　medium　for　l　hr　after　electrofusion　signifi－

cantly　increased　development　to　the　morula－blas－

tocyst　stage　of　reconstituted　eggs　from　16℃ell

blastomeres　and　ICM　cells．　Although　they　did　not

determine　the　nuclear　formation　rate　after　activa－

tion，　CB　treatment　may　possibly　affect　develop－

mental　potential　rather　than　the　incidence　of

nuclear　formation．

　　Phytohemagglutinin（PHA）has　been　used　to

increase　fusion　rate　of　embryos　by　polyethylene

glycoll5～17｝、　Pretreatment　of　fetal　germ　cells　with

PHA　at　the　time　of　nuclear　transfer　signif1carltly

increased　the　nuclear　formation　rate（34％vs

l6％）．　Most　reconstituted　eggs　with　a　nucleus

developed　to　the　2－cell　stage，　but　further　develoP－

ment　was　not　detected．

　　The　present　study　demonstrates　repeated　treat－

ment　with　ethanol　for　activation　and　pretreat－

ment　of　fetal　germ　cells　with　PHA　to　significantly

increase　the　incidence　of　nuclear　formation　in

reconstituted　eggs．　Since　the　incidence　was　low，

showing　considerable　variation　from　100％to　O％，

further　study　should　be　conducted　to　obtain　con－

stant　nuclear　formation　rate．
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マウス雄胎子期生殖細胞の核移植に

関する研究，特に核形成率に及ぼす

　　　　　2，3の条件の検討

近畿大学農学部

加藤容子　角田幸雄

発生誘起後常法に従って染色体標本を作製した，その

結果，生殖細胞が融合しているにも関わらず核を形成

していない卵がみられたことから，核移植後の単為発

生誘起率を改善する必要性が考えられた．そこで，本

実験では単為発生誘起率を向上させるためにエタノー

ルの連続刺激を試み，また融合率を高めるために，核

移植時におけるPHAの併用効果についても併せて検

討した．その結果，7％エタノールを含む培地で7分

間30分間間隔で3回処置した場合の単為発生誘起率

は，1回処置区と比較して，再構築胚の核形成率が有

意に向上した（23％対9％）．また，核移植時にPHA

を用いた場合は用いない場合よりも核形成率が有意に

高くなった（34％対16％）．

　　　　　　　　　　　（受付：1991年12月28日）

　マウス15．5Fl齢胎子期雄生殖細胞を不活化センダイ

ウイルスを用いて除核した未受精卵に核移植し，単為
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ラット胚移植における着床遅延胚盤胞の胎児重量について

Effect　of　Delayed　Implantation　of　Blastocyst

on　Fetal　Weight　in　Embryo－Transferred　Rats

信州大学農学部生物資源開発学講座

　　　辻　井　弘　忠

　　　Hirotada　TSUJII

Department　of　Biosicence　and　Biotechnology　Faculty　of　Agriculture，

　　　　　　Shinshu　University，　Nagano　399－45　Japan

　　中外製薬株式会社

　中　逡　　　昇

Noboru　NAKATSUJI
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ラットにおいて着床遅延したものから産まれた子は，正常分娩で産まれた子より生時体重が重いといわ

れている．そこで，着床遅延胚盤胞を偽妊娠4日目に移植した場合も同様に生時体重が大きくなるかどう

かを調べるために実験を行った．その結果妊娠6日目の着床遅延胚盤胞を偽妊娠4日目の子宮に移植し

て得られた平均胎児重量は，正常妊娠および妊娠5日目の胚盤胞を偽妊娠4日目の子宮に移植して得ら

れたものより有意に重かった．これらのことから着床前の胚盤胞の成長（胚盤胞当りの細胞数の増加）が

胎児重量の増加を生じさせうるものと思考された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，37（3），380－383，1992）

緒　　言

　著者らは1・2），レセルピン投与による偽妊娠誘起ラ

ットと精管結紮雄による偽妊娠誘起ラットの脱落膜

反応について比較したところ，子宮内膜の感受状態

に差異があることを見い出した．さらに，これら子

宮内膜の感受性に差異のあるレセルピン投与，精管

結紮雄による偽妊娠誘起ラットに受精卵を移植した

ところ，レセルピン投与群の胎児重量は精管結紮雄

群より有意に重かった3・4）．Noyes　and　Dickmann5）

はラット胚盤胞の移植においてレシピエントが偽妊

娠5日より偽妊娠4日に移植した方が，胎児重量が

有意に大きかったと報告している．このように，子

宮内膜の感受性の差が，胎児重量に影響を及ぽすと

考えられる．

　一方，Hoovermann　and　Meyerは6），着床遅延ラ

ットから産れた子は正常分娩で産れた子より生時体

重が重いと報告している．そこで，着床遅延胚盤胞

を移植した場合も着床遅延ラットから産れたのと同

様に生時体重が大きくなるかどうかを調べることを

目的とした．

材料および方法

　当研究室で系統維持しているウィスター系雌ラッ

トで4日周期を2回以上示した90　一・　150日齢（体重

210～3509）のものを用いた．飼育条件は，12時間

明／暗（午前6時点燈），20±1℃，市販の固形飼料

ならびに水は自由摂取とした．

　胎児重量の比較は以下の3群で行った．

　1群：正常妊娠群　　膣垢像が発情前期を示した

　　　雌を一晩雄と同居させ，翌日膣垢像中の精子

　　　を確認した日を妊娠1日とした．
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　II群：正常胚盤胞の移植　　1群と同様に交配さ

　　　せ，妊娠5日の10：00　一・　11：00に胚盤胞を採

　　　取した偽妊娠4日のレシピエントに移植した．

　III群：着床遅延胚盤胞の移植　　1群と同様に交

　　　配させ，妊娠3日の午前中に両側の卵巣除去

　　　を行い，その日から4日間オリーブ油に溶解

　　　したプロジェステロン（2　mg／O．1　ml）を皮

　　　下投与した．妊娠6日の10：00　一・　11：00に着

　　　床遅延胚盤胞を採卵し，偽妊娠4日のレシピ

　　　エントに移植した．

　ラットの偽妊娠誘起は，前報3）と同様に膣垢像が発

情期を示した日の早朝，先端に電極のついたガラス

棒を膣内に挿入し約1秒間隔で断続的に5回，交流

電流（55V）を流し子宮頚を刺激した．この日を偽

妊娠第1日とした．

　採卵ならびに移植には，Dulbecco　Phosphatebuf－

fered　saline（pH7．3）を使用し，子宮を潅流して採卵

を行った．実体顕微鏡で形態的に異常の認められな

かった胚盤胞を移植に供した．移植はレシピエント

にペントバルビタールナトリウム（アボットラボラ

トリーズ社製）をO．6ml／kg腹腔内注射で麻酔し，腹

位に保定後，両側腹部を約2cm切開した．切開部か

ら子宮を引き出して卵管側の端を針で穴をあけ，約

1μ1の液中に5－－7個の胚盤胞とマイクロシリンジ

を用いて各子宮内に移植した3）．剖検は妊娠20日の

昼頃，頸椎切断後，子宮から胎児および胎盤を取り

出し，トーションバラスを用いて測定した．

　移植時の胚盤胞の細胞数は，　Tarkowski’）の方法に

準じて，酢酸オルセイン染色で核染色標本を作製し，

光学顕微鏡（400倍）で細胞の核を調べた．

　有意検定はκ2またはt検定で行い，5％の有意水

準をもって有意差とした．

（381）7

娠の胚盤胞の細胞数が40．3±4．8に比して，着床遅

延時の胚盤胞の細胞数が90．8±8．3であった．

　着床遅延卵子の移植成績を表1に示した．正常胚

盤胞の採卵率（採卵数／黄体数）は96．8％に比して，

着床遅延胚盤胞の採卵率は66．6％と有意に低かっ

た．II群の正常胚盤胞の移植では132個の胚盤胞を

12匹のレシピエントに移植したところ，生存胎児数

は103匹で生存胎児率（生存胎児数／移植数）は78．0

％であった．III群の着床遅延胚盤胞の移植では133個

の胚盤胞を12匹のレシピエントに移植したところ生

存胎児数は71匹で生存胎児率は53．4％であった．

II群とIII群の生存胎児率において有意差がみられた

（Pく0．05）．

　平均胎児重量は，1群の正常分娩が2．76±0．80

9，II群の正常胚盤胞の移植が3．00±0．559，　III群

の着床遅延胚盤胞の移植が5．49±1．339であった．

1群の正常分娩とII群の正常胚盤胞の移植の各々の

胎児重量には有意差がなかった．しかし，III群の着

床遅延胚盤胞の移植の胎児重量は，1群およびII群

の平均胎児重量より有意に重かった（P〈0．05）．

　平均胎盤重量は，1群の正常分娩が471．2±52㎎，

II群の正常胚盤胞の移植が403．4±60㎎，　III群の着

床遅延胚盤胞の移植が589．1±92㎎であった．III群

の胎盤重量はII群の胎盤重量に比して有意に重かっ

た（P＜0．05）．性差は3群間で有意差はみられなか

った．

Table　l　The　number　of　cells　per　blastocyst　during

　　　　normal　pregnancy　and　during　delayed

　　　　implantation．

Blastocyst
No．　of　cells　per　blastocyst

　　　　（M±S．D）

結　　果

Day　50f　pregnancy

Delayed　implantation

40．3±4．8

90．8±二8．3＊

移植時の胚盤胞の細胞数を表1に示した．正常妊
＊P〈0．05

Table　2　Effect　of　Delayed　Implantation　of　BIastocyst　on　Fetal　Weight　in　Embryo－Transferred　Rats．

Group

　　Percent　of

nsurvival
　　fetuses

Mean　placental
　　　　　　　　sexweights（mg）
　　　　　　　ratio
　（M±S．D）

1．Normal　pregnancy　　　　　　6

11．Transfer　of　blastocyst
　　　　　　　　　　　　　　　　12
　　during　normal　pregnancy

HL　Transfer　of　blastocyst
　　　　　　　　　　　　　　　　12
　　during　delayed　irnplantation

96．2a＊

78、Ob

53．4c

（76／79）

（103／132）

（　71／133）

2．76±0．80d　　　　471．2±529　　　0。96

3．00±0．55e　　　　403．4±60h　　　O．91

5．49±1．33f　　　　589．1±92i　　　O．87

＊a〈b＜c，c，e＜f，　g，h〈i；X2　test　or　student’s　t－test（p＜0．05）．
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考　　察

ラット着床遅延胚盤胞の移植

　Noyes　and　Dickmanは5），ラットの胚盤胞の移植

において，偽妊娠4日と5日のレシピエントを用い

て比較したところ，偽妊娠4日の方が偽妊娠5日よ

り受胎率が高かったと報告している．著者ら3）も同様

の結果を得たので，本実験ではレシピエントとして

偽妊娠4日を使用した．着床遅延胚盤胞の採卵率が，

妊娠5日の胚盤胞の採卵率に比べて低かった．この

原因は着床遅延の胚盤胞はすでに透明帯が剥離して

おり，非常に粘着性に豊み，胚細胞がこわれやすい

ためであった．

　本実験において，平均胎児重量ならびに平均胎盤

重量はIII群の着床遅延胚盤胞の方が，1群の正常妊

娠ならびにII群の正常胚盤胞より有意に重かった．

一般に胎児重量と胎盤重量は受胎数に関係するとい

われている．III群の着床遅延胚盤胞の受胎数がII群

の正常胚盤胞の受胎数に比べて少ないために重くな

ったとも考えられる．そこで，10匹のラットを用い

て妊娠3日に片側の卵管の末端を手術用の糸で縛り，

人為的に1側の子宮だけ妊娠させた場合の生時体重

を測定した．生存胎児数は4．6で，平均生存胎児重

量は2．70±0．659，平均胎盤重量は535±57mgであ

った．生存胎児重量は正常分娩の胎児重量と有意差

はみられなかった．一般に胎児重量は1子宮角あた

りの胎児数が問題になるが，この片側卵管結紮群に

おいて，1子宮角に2匹しか胎児が生存していない

ケースが2例みられたが，その場合も平均胎児重量

は2．709と正常分娩の場合と変わらなかった．この

ように胎児数が少ないという影響は胎児重量よりむ

しろ胎盤重量（535．2±57mg）に影響するように思わ

れた．

　Dickmann　and　Feo8）は，卵巣除去後2㎎のプロジ

ェステロンと1μgのエストロジェンを連日投与し，

妊娠18日に剖検したところ胎児重量は正常分娩と変

らず，胎盤重量は正常分娩より有意に重かったと報

告している．しかし，Hooverman　and　Meyer6）は，

卵巣除去後4㎎のプロジェステロンと1μgのエスト

ロジェンを連日投与した場合，胎児重量および胎盤

重量とも正常分娩より有意に重かったと報告してい
る．

　Noyes　and　Dickmann5〕は，ラット妊娠5日齢の胚

盤胞の移植において，胎児重量は偽妊娠5日より4

日のレシピエントの子宮に移植した方が重いと報告

している．これら胎児重量が増加することについて，

Noyes　et　al9）は妊娠5日齢の胚盤胞は偽妊娠4日の

子宮に移植されても着床時期は早まらず，移植胚盤

日不妊会誌　37巻3号

胞が着床前に付加された1日の間に成長したためと

推察している．本実験において，移植時の胚盤胞の

細胞数を比較したところ，着床遅延時の胚盤胞は正

常妊娠の胚盤胞に比べて細胞数が著しく増え，成長

していた．着床遅延時の胚盤胞は除々であるが，成

長することが知られている8・1°・11），

　これらのことから，本実験における着床遅延時の

胚盤胞と正常妊娠の胚盤胞を子宮環境の同じレシピ

エントに移植したことによって胎児重量の増加がみ

られたことは，着床前の胚盤胞の成長に起因するも

のと思考された．
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Effect　of　delayed　implantion　of

blastocyst　on　fetal　weight　in

　　　　embryo－transferred　rats

Hirotada　Tsujii

Department　of　Biosicence　and　Biotechnology

Faculty　of　Agriculture，　Shinshu　University，

　　　　　　　　　　Nagano　399－45　Japan

Noboru　Nakatsuji

Chugai　Pharmaceutical　Co．　Ltd．，　Tokyo

　　Delayed　impユantation　in　rats　results　in　increased

birth　weight　of　neonates　compared　to　those　from

normal　pregnancy．　An　experiment　was　undertaken

using　Wistar　rats　to　study　whether　transfer　of　an

implantation－delayed　blastocyst　produces　likewise

aweight　increase　of　neonates　at　birth．　Females

with　a　proestrous　sign　confirmed　from　the　vaginal

smears　were　mated　overnight　with　males．　The　day

when　a　vaginal　plug　was　confirmed　was　defined　as

Day　l　of　pregnancy．　For　delayed　implantation，

bilateral　ovariectomy　was　performed　on　Day　3　of

pregnancy　and　2　mg　of　progesterone　were　sub－

cutaneously　injected　for　4　days　after　ovariectomy．

On　Day　60f　pregnancy，　an　implantation－delayed

blastocyst　was　collected．　A　blastocyst　from　a　rat　of

Day　50f　normal　pregnancy　and　the　implantation－

delayed　blastocyst　were　transferred　to　the　uterus　of

a4－day－pseudopregnant　recipient．　The　uterine　cer－

vix　of　the　recipient　was　electrically　stimulated　in

the　early　morning　of　the　day　when　the　estrous　sign

was　confirmed　from　the　vaginal　smears，　and　this

day　was　defined　as　Day　l　of　pseudopregnancy．　On

Day　200f　pregnancy，　laparotomy　was　performed　to

measure　the　fetal　weight．　The　mean　fetal　weight

obtained　by　transfer　of　the　implantation－delayed

blastocyst　was　found　significantly　heavier　compar－

ed　to　those　obtained　by　transfer　of　the　blastocysts

collected　from　the　normal　pregnant　rat　and　the

normal　5－day－pregnant　rat．　This　seemed　to　suggest

that　the　growth（increase　of　the　number　of　cells　in

blastocyst）　of　the　preimplantation　blastocyst

results　in　fetal　weight　increase．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1991年9月30日）
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THE　SPERM　PREPTM　FILTRATION　COLUMN　SELECTIVELY

ENTRAPS　SINGLE－STRANDED　DNA　SPERMATOZOA

Nikolaos　SOFIKITIS　and　Ikuo　MIYAGAWA

Department　of　Urology，　Tottori　University

　School　of　Medicine，　Yonago　683，　Japan

Panayiotis　ZAVOS

Department　of　Animal　Scinces，　University　of　Kentucky，　Kentucky，40546，　USA

　　Abstract：Eighteen　semen　samples　were　collected　from　normospermic　men．　Two　aliquots（1　ml）

were　prepared　from　each　ejaculate，　mixed　with　Ham’s　F－10　medium，　and　centr血ged．　The　final

washed　sperm　pellets　were　resuspended　in　2　ml　of　the　same　medium．　Then，　the　first　sample

（fractiorone）of　each　pair　of　aliquots　was　stained　using　the　acridine　orange　staining．　The　second

sample（fraction－two）was　filtered　via　Sperm　PrepTM　tube　and　the　recovered　spermatozoa　were

similarly　stained．　The　proportion　of　single－stranded　DNA　spermatozoa　to　double－stranded

spermatozoa　was　significantly　higher　in　the　fractiorone　than　in　the　postfiltered　fraction－two

suggesting　that　Sperm　PrepTM　filtration　procedure　selectively　entraps　spermatozoa　with　abnomal

DNA．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，37（3），384－387，1992）

Introduction

　　The　fluorochrome　acridine　orange　test　was

described　by　Tejada　and　co－workers　and　gives

information　on　the　DNA　content　of　a　spermat－

ozoal　populationl）．　The　test　is　based　on　the　princi－

ple　that　acridine　orange　binding　to　double－strand－

ed　normal　DNA　results　in　green　fluorescence，

while　binding　to　denatured，　single－stranded　DNA

results　in　red　fluorescence．　An　abnormally　high

percentage　of　denatured　sperm　heads（red）has

been　associated　with　decreased　male　fertility，

while　a　high　percentage　of　green　sperm　cells

indicates　a　normal　semen　sample2｝．　It　has　also

been　suggested　that　when　the　percentage　of　green

cells　is　less　than　45，　the　probabiHty　of　oocyte

fertilization　is　lower，　while　a　percentage　of　green

cells　more　than　45　indicates　a　higher　probability

of　fertilization2）．

　　Human　seminal　plasma　is　composed　of　cells，

debris，　and　fluids　from　the　testis，　excretory　ducts，

and　accessory　sex　glands　of　the　male．　The　total

ejaculate　in　addition　to　the　seminal　plasma　con－

tains　the　gametes　that　are　a　mixture　of　motile，

nonmotile，　and　perhaps　agglutinated　spermat－

ozoa．　A　number　of　semen　manipulative　techniques

are　currently　available　to　remove　the　undesirable

spermatozoa，　debris，　and　other　factors　and　to

increase　sperm　quality　before　performance　of

various　assisted　reproductive　techniques，　These

various　manipulative　techniques　include　the　swim

－ up　method3｝，　Ficoll　centrifugation4），　Percoll　den－

sity　gradient　method5），　glass－wool－fiber

filtration6），　and　the　swim　down　method7）．　Recently

anew　method　has　been　introduced　which　recovers

ahigh　number　of　motile　spermatozoa　and　is　quite

rapid　and　reproducible．　This　method　is　known　as

Sperm　PrepTM　flitration8）．　Although　there　are
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many　studies　evaluating　the　retrieved　sperm　pop－

ulation，　sperm　motility，　and　sperm　morphology

before　a　semerl　manipulative　technique　and　after

it，　there　are　no　studies　dealing　with　DNA－abnor－

malities　of　the　retreived　spermatozoa．　Consider－

ing　that　DNA－abnormal　spermatozoa　are　consid－

ered　undesirable　in　assisted　reproduction　pro－

grams，　it　seems　to　be　important　to　evaluate　the

retrieved　spermatozoa　for　DNA　abnormalities

after　sperm　separation　techniques．　The　Sperm

PrepTM　filtration　has　been　recently　considered　to

be　the　treatment　of　choice　for　sperm
manipulation8）．　The　present　study　was　under－

taken　to　evaluate　the　percentage　of　single－strand－

ed　DNA　spermatozoa　before　Sperm　PrepTM　filtra－

tion　and　after　it．

Materials　and　Methods

　　Eighteen　semen　samples　were　collected　by

masturbation　from　fertile　donors．　After　liquefac－

tion　at　37℃sperm　parameters　were　evaluated

according　to　standard　procedures　recommended

by　the　World　Health　Organization9）。　Each　sample

showed　sperm　concentration　more　than　80　million

per　ml，　percentage　of　motile　spermatozoa　more

than　20％，　and　percentage　of　morphologically

normal　spermatozoa　more　than　34％．　Then　two

aliquots　of　l　ml　were　prepared　from　each　sample．

The　18　pairs　of　samples　were’washed　in　Ham’s　F

－ 10medium　（Gibco，　Grand　Island，　NY）sup－

plemented　with　30％human　serum　albumin（AL

buminar－25；Armour　Pharmaceutical　Co．，　Kanka－

kee，　IL），　adequate　levels　of　anibiotics，　a　pH　bal－

ance　of　7．2－7．4，　and　a　balanced　osmotic　pressure

of　320－325　mOsm　（using　D－glucose）．　After

centrifugation　at　400Xg　for　15　minutes　the　washed

pellet　was　resuspended　in　2　ml　of　the　same

medium．　Thus，18　pairs　of　washed　sperm　samples

were　prepared．　The　first　sample　of　each　pair

Table　1
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（fraction－one）was　processed　for　evaluation　of

sperm　motility　and　sperm　morphology　as　above．

Then，　the　acridine　orange　staining　was　performed

as　described　by　Tejada　and　co－workersi）．　Finally

afluorescence　microscope　with　an　excitation

filter　of　490　nm　and　a　530　nm－barrier　filter　was

used　to　evaluate　the　spermatozoa．　A　total　of　200

cells　were　evaluated．　The　results　were　expressed

as　a　proportion　of　red　cells　to　green　cells．　Most　of

the　red　sperm　cells　did　not　stain　clearly　red，　but　a

wide　range　of　yellow，　orange，　and　red　was　obser－

ved．　These　cells　were　all　classified　as　red，　since

denaturation　which　had　already　started　was　con－

sidered　abnormaL　The　second　sample　of　each　pair

（fraction－two）was　used　for　the　Sperm　PrepTM

filtration　procedure．　The　Sperm　PrepTM　was　used

according　to　the　manufacturer’s　specifications

and　instructions　（Fertility　Technologies，　Inc．，

Natick，　MA）8｝．　At　the　end　of　the　filtration　the

filtrate　was　pooled，　centrifuged，　and　resuspended

in　l　ml　of　Ham’s　F－10．　The　sperm　motility　and

sperm　morphology　were　evaluated，　the　acridine

orange　test　was　performed　as　above，　and　the

proportion　of　red　spermatozoa　to　green　spermat－

ozoa　was　calculated．

　　All　the　values　were　expressed　as　Mean±SD．

Student’s　t－test　for　paired　observations　was　used

to　compare　the　percentage　of　motile　spermatozoa

and　the　percentage　of　morphologically　normal

spermatozoa　between　the　fraction－one　and　the

postfiltered　fraction－two．　Chi－square　test（Yates’

correction）was　used　to　compare　the　proportion　of

red　to　green　spermatozoa　between　the　fraction－

one　and　the　postfiltered　fraction－two．　A　probabil－

ity　less　than　O．05　was　considered　to　be　statistically

significant．

Results

ProPortion　Of　red　sPermatozoa　to　green　sPermat一

Proportion　of　red　spermatozoa　to　green　spermatozoa，　sperm　motility，　and　sperm　morphologya

Spermatozoa　Fraction Red／Green　spermatozoa　％motile　spermatozoa ％normal　spermatozoa

Prefiltered　　・

Postfiltered

1

2

0．80b

O．44c

48±4b

65±5c

54±5b

83±6c

a　Values　are　expressed　as　Mean±SD．

b・c　Within　each　column，　values　not　sharing　the　same　superscript　b，c

　　are　significantly　different；bvs　c：P〈O．OOI



12（386） FLUOROCHROME　ACRIDINE　ORANGE　TEST 日不妊会誌　37巻3号

ozoa

　　The　proportion　of　red　spermatozoa　to　green

spermatozoa　was　significantly　higher　in　the　frac・

tion－one　than　in　the　postfiltered　fraction－two

（Table　1）．

Percen　tage　Of　motile　SPermatozoa

　　The　percentage　of　motile　spermatozoa　was

significantly　higher　in　the　postfiltered　fraction－

two　than　in　the　fraction－one（Table　l）．

P㍑翻㎎θ（ゾ脚励ologicαlly　no・rmal　sPermat－

020a

　　The　percentage　of　morphologically　normal

spermatozoa　was　significantly　higher　in　the　post－

filtered　fraction－two　than　in　the　fraction－one

（Table　1）．

Discussion

　　The　present　study　confirms　previous　findngs

indicating　that　sperm　motility　and　percentage　of

morphologically　normal　spermatozoa　are　slgnifi－

cantly　higher　in　the　postfiltered　samples　than　in

the　prefiltered　samples8｝．　Additionally，　the　data

presented　in　this　study　reveals　that　the　proportion

of　red　to　green　spermatozoa　in　the　postfiltered

samples　is　significantly　lower　than　in　the　prefilter－

ed　samples　suggesting　that　the　Sperm　PrepTM

filtration　method　increases　the　percentage　of

double－stranded　DNA　spermatozoa　and
decreases　the　percentage　of　single－stranded　DNA

spermatozoa　in．the　final　filtrate．　Considering　that

high　percentage　of　single－stranded　DNA　spermat－

ozoa　is　associated　with　decreased　male　fertility2），

it　appears　that　the　Sperm　PrepTM　filtration

method　entrapping　single－stranded　DNA　denatur－

ed　spermatozoa　increases　the　fertilizing　capacity

of　the　sample．　The　Sperm　PrepTM　filtration

method　is　the　first　semen　manipulation　method

which　is　proven　to　increase　the　percentage　of

double－stranded　DNA　spermatozla．　Additionally，

the　Sperm　PrepTM　filtration　procedure　increases

sperm　motility　and　the　percentage　of　normal

spermatozoa　which　are　known　to　correlate　pos－

tively　with　the　sperm　　fertilizing　capacitylo）．

Furthermore，　the　Sperm　PrepTM　filtration　method

is　not　time　consuming　since　it　can　be　completed　in

20minutes．　Therefore，　we　suggest　usage　of　the

Sperm　PerpTM　column　in　spermatozoal　separation

techniques．

1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）

10）
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Sperm　PrepTMカラムによる

DNA一本鎖精子の選択的捕獲

　　　鳥取大学医学部泌尿器科

ニコラオス・ソフィキティス　宮川征男

ケンタッキー大学動物科学学部

　　パナヨティス・ザボス

N．SOFIKITIS　et　al． （387）13

　正常精液所見の男性18名において，精液各2m1を

1mlずつ二群に分けて実験を行った．両群共Ham’s　F

－ 10溶液と混合・遠沈し，精子沈渣をHan’s　F－10溶液

2mlの懸濁液とした．その後，　acridine　orane染色し

たものを第1群とし，さらにSerm　PrepTMカラムによ

1）filtrationした後同様に染色したものを第2群とし
た．

　DNA二本鎖構造を有する精子に対するDNA－一本
鎖精子の比率は，第1群において有意に高かった．

　以上の結果より，Serm　PrepTMによる精液のfiltra－

tionは，　DNA異常を有する精子を選択的に除去する

ことが示された．

　　　　　　　　　　（受付：1991年11月28日）



日本不妊学会雑誌
第37巻第3号　1992
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IMPROVED　SPERMPREPTM　II　FILTRATION　METHOD
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　　Abstract：Motile，　morphologically　normal　humall　spermatozoa　can　be　separated　from　semen

with　various　spermatogenic　deficiencies　or　characteristics　via　the　SpermPrepTM　II　filtration

method．　Such　selection　could　yield　higher　rates　ef　conception　in　procedures　such　as　intrauterine

insemination（IUI）or　other　forms　of　assisted　reproductive　techniques．　The　present　study

examined　the　qualitative　improvements　of　spermatozoa　recovered　from　a　new　improved

SpermPrepTM　II　designed　to　filter　spermatozoa　from　normospermic　specimens　for　IUI　purposes．

Fifty　ejaculates　were　assessed　and　diluted　1：1　with　a　rnodified　Ham’s　F－10　medium，　properly

liquified　and　filtered　through　the　new　SpermPrepTM　II　according　to　the　manufacturer’s　specifica－

tions（ZBL，　Inc，，　Lexington，　KY，　USA）．　The　specimens　were　filtered　for　approximately　5　min

recovering　a　filtrate　volume　of　3．4　ml．　Both　the　fntered　and　non－filtered　aliquots（remained　in

SpermPrepTM　II）were　centrifuged　and　resuspended　in　O．5　ml　modified　Ham’s　F－10　medium，

assessed　and　used　for　IUI　and　intracervical　inseminations（ICI），　respectively．　The　results　indicated

that　the　new　SpermPrepTM　II　provides　very　attractive　features　such　as　speed　and　efficiency　that

enables　the　recovery　of　high　quality　spermatozoa　for　IUI　purposes　with　the　remaining　non－

filtered　spermatozoa　being　introduced　ICI　to　saturate　the　cervix．　This　mode　of　filtration　and

performance　combination　of　IUI－ICI　could　provide　a　quick　and　efficient　mode　for　sperm　prepara・

tion　and　also　could　have　synergistic　effects　and　be　advantageous　for　infertile　couples　with

moderate　to　no　male　factor　infertility　and　women　with　or　without　cervical　hostility　and　other

IimitatiOnS。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fert孟1．　Steril．，37（3），388－393，1992）

Introduction

Human　seminal　plasma，　which　is　the　non一

gamete　portion　of　the　ejaculate，　is　composed　of

cells，　cellular　particles　and　debris，　and　fluids　from

the　testis，　excretory　ducts，　and　accessory　sex
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glands　of　the　male．　The　total　ejaculate，　however，

in　addition　tQ　the　seminal　plasma，　contains　the

gametes　that　are　a　mixture　of　motile，　nonmotile，

and　perhaps　agglutinated　spermatozoa．

　　Currently，　spermatozoa　used　for　either　intra－

uterine　insemination（IUI）or　in　vitro　fertilization

insemination（IVF）could　yield　higher　rates　of

conception　if　these　spermatozoa　are　selected　on

the　basis　of　their　motility，　progressive　motility，

and　morphological　characteristics1）．　Furthermore，

removal　of　all　debris　and　background，　as　well　as

antifertility　factors　present　in　the　seminal　plasma

may　also　increase　the　fertilizing　ability　of　these

spermatozoa2）．　A　number　of　semen　manipulative

techniques　are　currently　available　to　remove　the

undesirable　spermatozoa，　debris，　and　other　fac－

tors　and　to　increase　sperm　quality　before　perfor－

mance　of　the　various　assisted　reproductive　tech－

niques．　These　various　manipulative　techniques

include　the　most　popular，　the　swim－up　or　sperm－

rise　method2）．　Less　popular　methods　include　Ficoll

centrifugation3），　Percoll　density　gradienti・4｝，　and

Sephadex　or　glass－wool－fiber　filtration5・6）and　the

swim－down　or　sedimentation－type　methods7）．　It

should　be　emphasized　however，　that　many　of

these　manipulative　techniques　often　increase

sperm　quality　at　the　expense　or　numbers　of

recovered　spermatozoa，　which　may　not　be　advan－

tageous，　especially　for　patients　with　seminal　defi－

ciencies　such　as　oligozoospermia　of　asthen－

ozoospermia．　Also　these　techniques　are　very　tedi－

ous　and　time　consuming．

　　Ideally，　a　sperm　separation　technique　would　be

required　to　l）be　rapid，　simple，　and　inexpensive；2）

recover　all　or　most　motile　sperm　in　the　specimen；

3）result　in　no　damage　or　physiologic　alteration　of

the　separated　sperm；4）remove　dead　sperm　and

other　cells，　including　microorganisms；5）remove

toxic　and　bioactive　substances；6）process　large

volumes　of　semen；and　7）allow　the　final　volume

of　the　sperrrl　suspension　to　be　controlled．　Depend－

ing　on　the　possible　apPlication，　these　criteria

would　differ　in　their　importance．

　　Most　recently，　a　new　technique　that　encompas－

ses　most　of　the　above　mentioned　factors　has　been

introduced　which　yields　a　significantly　high　level

of　sperrn　recovery　and　is　quite　rapid　　and

reproducibles’10．　This　method　is　known　as

SpermPrepTM　II　and　because　of　these　advantages

it　could　have　significant　effects　in　the　manner　that

seminal　specimens　are　prepared　and　improved

prior　to　their　use　in　a　number　of　any　artificial

（noncoital）reproduction　proceduresl1．

　　The　present　study　examined　the　qualitative

improvements　of　spermatozoa　recovered　from　the

new　improved　SpermPrepTM　II　designed　to　filter

spermatozoa　from　normospermic　specimens　for

IUI　or　other　forms　of　noncoital　reproduction．　The

current　method　has　been　marketed　recently　and　is

used　routinely　in　preparing　specimens　for　IUI　at

the　Andrology　Institute　of　Lexington，　KY，　USA．

Materials　and　Methods

　　Semen　Collectionl　Ejaculates　were　collected

from　50　men　who　were　referred　to　our　an－

drological　laboratory　for　male　infertility　workup．

Ejaculates　were　collected　with　exactly　4　days　of

abstinence　each　time．　All　patients　collected　their

own　ejaculates　using　the　seminal　collection　device

（SCD）at　intercourseユ2・13）．

　　Semen　Evaluation：After　semen　samples　were

produced　and　completely　liquefied（within　15－30

min），　each　specimen　was　evaluated　according　to

standard　procedures　recommended　by　the　World

Health　Organization（WHO）with　a　phase－con－

trast　microscopel4）．　Semen　measures　included

volume，　sperm　count　per　milliliter，　percentage

sperm　motility，　grade　of　sperm　motilityls），　sperm

morphologic　features，　hypoosmotic　swelling

（HOS）test16），　percent　intact　acrosomes，　and　pres－

ence　or　absence　of　debrisi7）．　All　seminal　parame－

ters　were　evaluated　by　the　same　technician．

　　Semen　Preparation：After　semen　analysis，　each

ejaculate　was　mixed　with　one　time　the　volume　of

Ham’s　F－10　medium（Gibco，　Grand　Island，　NY），

properly　liquefied　and　filtered　through　the　new

SpermPrepTM　II．　The　Ham’s　F－10　medium　was

supplemented　with　3％human　serum　albumin

（Albuminar－25；Armour　Pharmaceutical　Co．，　Kan・

kakee，　IL），　adequate　levels　of　antibiotics，　a　pH

balance　7．2－7．4，　and　a　balanced　osmotic　pressure

of　320－325　mOsm／L（using　D－glucose）．

　　SpermPrepTM　II　Filtration　Procedure：The

SpermPrepTM　II　was　used　very　similarly　as　previ一
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ously　described　for　the　SpermPrepTM
technology8・18｝with　some　simplified　modifica－

tions．　SpermPrepTM　II　comes　with　an　extensioll

funnel　which　was　attached　to　the　column　during

the　preparation　steps．　It　should　be　emphasized

also，　that　proper　standard　laboratory　techniques

were　employed　in　our　laboratory　dしlring　the　whole

filtration　process．　Those　techniques　included　com－

plete　sterility　and　maintenance　of　all　senlen

diluents，　the　SpermPrepTM　II　filter　and　all　other

materials　within　a　temperature　range　of　30－35℃．

　　1．Hydration．　The　SpermPrepTM　II，　prior　to　its

use，　was　hydrated　by　placing　6．O　ml　of　Ham’s　F－

10medium　ill　the　barrel　of　the　column．　Using　a

Pasteur　pipette，　the　top　disc　was　then　removed　to

allow　proper　mixillg　of　the　Han1’s　F－10　medium

with　the　beads．　Similarly，　using　the　Pasteur

pipette，　the　beads　were　gently　mixed　with　the

Ham’s　F－10　medium　to　form　a　suspellsion　and

assure　that　all　air　bubbles　were　removed　from　the

bottoln　of　the　filter　supported　by　the　bottom　disc．

Care　was　taken　not　to　disturb　the　bottom　disc。

　　2．Sedimentation．　After　suspension，　the　beads

were　allowed　to　settle　for　IO　min　to　the　bottom〔）f

the　filter　and　to　undergo　complete　hydration．　As

the　sedimentation　was　completed，　the　bottom

closure　was　removed　and　4－5　ml　of　the　Ham’s　F－

10medium　was　allowed　to　run　through　and　was

discarded．　This　step　normally　enabled　the

removal　of　any　small　air　bubbles　from　the　filter

line　and　any　possible　fragments　or　other　im－

purities　that　may　be　presellt　within　the　filter．　The

filter　was　capped　again　via　the　bottom　closure

and　all　the　filtrate　was　discarded．　The　capped

filter　was　placed　into　the　15　ml　test　tube　and　held

until　the　already　mixed　and　properly　Iiquefied

specimen　contaning　the　spermatozoa　was　ready

for　filtration．　More　Ham’s　F－10　medium　was

added　to　the　filter　at　this　time　to　bring　the　level　to

apProximately　5　ml．

　　3．Filtration．　Filtration　was　begun　by　placing　the

well　mixed，1iquefied　semen　preparation　into　the

filter．　As　it　may　be　noted，　no　pre－filtration　sperm

wash　was　necessary　when　the　SpermPrepTM　II　is

used　when　compared　to　the　SpermPrepT’M．　The

liquefied　serninal　aliquot　contained　206．7±26．6×

106well　mixed　spermatozoa．　Proper　Iiquefaction

and　mixing　of　the　semillal　specimen　is　of　utmost

critical　importance　to　the　success　of　this　proce－

dure，　since　non－liquefied　or　high　viscosity　speci－

mens　could　interfere　negatively　with　proper　filtra－

tion．　Also，　as　the　seminal　fraction　was　placed　ill

the　filter，　it　was　gently　mixed　with　the　existing

Ham’s　F－10　medium　already　in　the　filter　to　fornl

a　uniform　suspension．　This　prevented　all　the　semi－

nal　fraction　froln　settling　in　bulk，　directly　ollto

the　upPer　surface　of　the　filter　beads　and　possibly

clotting　the　filter．　Our　experience　also　showed

that　improper　mixing　at　this　time　would　illterfere

with　proper　filtration．　Simultaneously　as　the　semi－

nal　aliquot　was　added　and　mixed，　the　bottom

closure　was　removed　to　begin　the　filtration．　Fil－

tration　was　continued　for　4－5　mill　and　periodi・

cally　more　Ham’s　F－101nedium　was　added　to　the

filter　to　lnaintain　the　medium　at　its　original　level

（8－10ml　level）．　This　step　maintained　a　uniform

hydrostatic　pressure　on　the　filter　during　the　total

filtration　time．　Approxirnately　O．5　ml　of　filtrate

was　recovered　during　each　minute　of　filtration．　At

the　end　of　filtration　（apProximately　5　Mili），　the

filter　was　closed　via　the　closure　cap，　the　filter　was

removed　from　the　test　tube，　the　filtrate　was

centrifuged，　resuspended　in　O，5　ml　Ham’s　F－10

medium　and　assessed　as　previously　described．

The　non－filtered　portion　that　remained　in　the

column（above　the　beads）was　simultaneously

recovered　and　reconstituted　in　O．5　ml　Haln’s　F－10

medium　and　also　assessed，　The　total　functional

sperm　fraction　（TFSF）values　were　calculated

and　comparedl9）．

Results

　　The　mean　semillal　characteristics　of　the　50

specimells　prior　to　　apPlication　　of　the

SpermPrepTM　II　selection　procedure　are　shown　in

Table　1．　All　specimens　were　normospermic

according　to　WHO　standards14）．　Application　of

the　SpermPrepTM　II　filtration　method　resulted　in

recovery　of　significantly　greater　quality　of　sper－

matozoa（P＜0．01）than　the　raw　norfiltered　speci－

mens（Table　2）．　The　rnean　of　32．6±5．6×106　total

spermatozoa　obtained　with　the　SpermPrepTM　II

filter　represents　a　meall　recovery　of　approximate－

ly　one　fifth　（16％）of　all　spermatozoa　apPlied　to
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Table　l　Ejacu】ate　characteristics（n＝5〔〕）（，f

　　　　　　　specimens　used　for　SpermPrep「「M　II

　　　　　　　filtration（Means±SEM）1．

Parameters

　assessed

　　　Values

（Means±SEM）

Volume（ml）

Concentration（total）

Motility（％）

Gradeω・4）

Morphology（％）

IIOS　test（％）＊

Debris（0－4）

TFSF（x106）＊＊

　　3．0±0．6

206．7＋26．6x106

　58．5±4．8

　　3．1＋0．3

65．7±6．1（normal）

　71．7±6．3

　　3．1＋0．6

　79．4＋6．3

（391）17

Table　2　Quantitative　and　qualitative　characteristics

　　　　　　　of　filtered，　reconstituted　spermatozoa　via

　　　　　　　the　SpermPrepTM　II　method　and　non・filtered，

　　　　　　　reconstituted　spermatozoa　used　for　intraute－

　　　　　　　rlne　lnsemination（IUI）and　intracervical

　　　　　　　insemination（ICI），　respectively（Means±

　　　　　　　SEM）1．

Parameters

　assessed

　　Filtered　　Non－Filtered

Reconstituted　Reconstituted

　　for　IUI　　　for　ICI

1Normospermic　specimens　according　to　WHO14）．

＊HOS：Hypoosmotically　swollen　sperml6》．
＊＊ TFSF：Total　functional　sperm　fractiorll9）．

Vo1Ume（mL）

Total　Count　（xlO6）

Motility（％）

Grade（0－4）

Morphology（％N）

HOS（％swollen）＊

Debris（0－4）

TFSF＊＊

0．5±0．0

32．6±5．6

79．8±5．2

3．6＋0．1

86．7±6．3

88．5＋6．7

0．6±0．1

22．6＋3．8

　O．5±0．O

II5．6±28．3

61．6±6．0

3．4＋0．2

60．1：ヒ　8，2

67．5：ヒ　6．6

3．0±0．3

42．8±　9．7

the　filter　during　the　extremely　short　period　of

filtration（4．8±0。3　min）．　The　SpermPrep↑M　II　col－

umn　therefore　yielded　a　recovery　of　spermatozoa

of　adequate　qualitative　and　qualltitative　charac－

teristics　that　could　be　used　for　IUI　purposes，

　　The　percent　motile　sperm　improved　by　a　mean

of　36　percentages，　the　grade　of　niotility　improved

by　a　nlean　of　O．5　points（scale　O－4），　the　percent　of

morphologically　normal　spermatozoa　increased

by　a　mean　of　apProximately　32％，　the　percent　of

spermatozoa　reactive　to　a　hypoosmotic　medium

（HOS　test）increasd　by　a　mean　of　approximately

23％，alld　the　debris　score　decreased　by　a　mean　of

3．5points（scale　O－4）．

　　The　tirne　required　to　harvest　the　spermatozoa

through　SpermPrepTM　II　filtration　was　5　min　in　all

cases（filtration　time　only）．　This　mode　of　filtra－

tion　was　quite　fast　allowing　direct　filtration　of　the

raw　diluted　specimen　requiring　no　further　prepa－

ration　such　as　sperm　wash　or　other　time　consum－

ing　procedures　associated　with　other　techniques

such　as　Percoll　gradient，　sedimentation，　swim－up，

etc．

Discussion

　　The　objective　of　the　current　study　was　to　evalu－

ate　the　qualitative　and　quantitative　characteris－

tics　of　spermatozoa　recovered　from　the　new　and

improved　SpermPrepTM　II　filtration　column　for

IUI　purposes．　As　known，　the　great　majority　of　the

1Specimens　filtered　for　4．8±0．3min；volume

　　recovered　3．4±0．4ml．

　　＊HOS：Hypoosmotically　swollen　sperml6）．

　　＊＊TFSF：Total　functional　sperm　fractionl9）．

　　results　have　indicated　that　procedures　available

　　today　for　sperm　preparation　for　IUI　purposes　are

　　very　inefficient　and　extremely　time　consuming．　It

　　is　of　interest，　therefore，　to　seek　improved　methods

　　for　recovery　and　preparation　of　spermatozoa　for

　　IUI　purposes　or　other　forms　of　noncoital　repro．

　　duction．　However，　improvements　in　these　proce－

　　dures　are　limited　due　to　the　use　of　a　long　list　of

　　tedious　and　time　consuming　steps　and　therefore，

　　employment　of　new　techniques　to　select　the　most

　　viable，　motile，　morphologically　normal　spermat－

　　ozoa，　which　are　the　ones　actively　involved　in

　　fertilization，　should　include　the　simplification　of

　　these　procedures　so　that　they　may　be　employed　in

　　an　efficient　and　timely　manner．　It　is　for　these

　　reasons　that　most　of　the　current　semen

　　manipulative　techniques　with　fresh　spermatozoa

　　have　as　their　main　objective　the　selection　of　high

　　quality　spermatozoa　that　have　a　higher　fertilizing

　　capacity　than　the　spermatozoa　present　in　the

　　original　ejaculate　with　less　time　and　effort

　　illvolved．

　　　With　the　advent　of　in　vitro　fertilization　and

　　other　artificial　reproductive　techniques，　it　is　con－

　sidered　important　to　use　the　best　spermatozoa

　　available　from　a　semen　sample．　Indeed，　recent
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evidence　with　fresh　spermatozoa　has　suggested

that　spermatozoa　separated　via　various　methods

have　a　greater　fertilizing　capacity　than　spermat－

ozoa　in　the　whole　ejaculate6・20・2il．　The　retrieved

spermatozoa　normally　are　selected　on　the　basis　of

motility，　progressive　motility　and　morphological

characteristics．　As　known，　motility　and　progres－

sive　motility　are　essential　for　the　spermatozoa　to

penetrate　the　various　investments　of　the　oocyte

during　in　vitro　insemination、　However，　although

sperm　motility　characteristics　are　of　considerable

importance　in　evaluating　and　properly　predicting

the　fertility　potential　of　an　ejaculate　or　speclmen，

its　use　as　a　diagnostic　tool　by　itself　ls　sometimes

inaccurate　and，　in　some　instances，　exaggerated．

For　example，　using　motility　alone，　neither　the

outcome　of　a　human　in　vitro　fertilizationl6）nor

the　zona－free　hamster　oocyte　penetration　test22）

can　be　predicted　with　any　degree　of　reliability．

Also，　improving　the　percent　motility　alone　does

not　cause　a　significant　improvement　ln　conceptlon

rates　after　intrauterine　insemination22・230r　in　the

ability　of　the　spermatozoa　to　penetrate　cervical

MUCUS24）．

　　The　data　presented　in　this　study　indicated　that

the　SpermPrep’M　II　filtratien　method　yielded　sper・

matozoa　of　significantly　higher　qualitative　char－

acteristics　as　those　not　filtered（P＜0．05）．　Also，　the

SpermPrepTM　II　filtration　method　yielded　high

quality　spermatozoa　which　is　compatible　to　other

methods．

　　The　SpermPrepTM　II　filtration　procedure　was

also　less　time　consuming　than　the“swim－up”and

other　similar　semen　preparation　procedures．　The

filtration　procedure　alone　was　completed　in　4－5

min　whereas　similar　procedures　could　take　an

hour　or　more　to　complete．　This　is，　of　course，　of

great　importance　since　the　SpermPrepTM　II　filtra－

tion　process　can　save　precious　time　for　the　techni・

cal　personnel，　the　clinician　and　the　patient・

　　　In　conclusion，　the　clinically　and　statistically

significant　improvements　with　the　SpermPrepTM

II　method　over　the　non－processed　seminal　speci－

mens　in　the　yield　of　high　quality　spermatozoa，

together　with　the　possibly　important　tlme　savlngs，

which　the　SpermPrepTM　II　procedure　provides，

demonstrates　that　this　new　technique　is　the
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method　of　choice　for　selecting　motile，　mor－

phologically　normal　spermatozoa　from　nor－

mospermic　patients　for　use　in　the　various　assisted

reproductive　techniques，　including　IUI．　Also，　the

remaining　non－filtered　spermatozoa　could　be

introduced　ICI　to　saturate　an　additional　impor－

tant　compartment　of　the　female　reproductive

tract．　This　mode　of　filtration　and　performance　of

IUI－ICI　could　have　synergistic　effects　and　be

advantageous　for　infertile　couples　with　moderate

to　no　male　factor　and　women　with　or　without

cervical　hostility　and　limitations．

References

1）McClure，　D，　R，　Nunes，　L．　and　Tom，　R．：Semen

　　　manipulations　improved　sperm　recovery　and

　　　function　with　a　two－layer　Perco11　gradients，

　　　Fertil．　Steril．，51：874，1989

2）Russell，　D．　L．　and　Rogers，　B．　J．：Improvement　ln

　　　the　quality　and　fertilization　potential　of　a

　　　human　sperm　population　using　the　rise　tech－

　　　nique，　J．　Andrology，8：25，1987

3）Kaneko，　S．，　Moriwaki，　C．　and　Sato，　H．：Devel－

　　　opment　of　multiple　exposure　photography

　　　method　for　analysis　of　sperm　motility　and

　　　preparation　of　washed　sperm　with　Ficoll　den・

　　　sity　gradient，　Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，25；491，1980

4＞Pickering，　S．　J．，　Fleming，　T．　P．，　Braude，　P．　R，

　　　Bolton，　V．　N．　and　Gresham，　G．　A．　G．：Are

　　　human　spermatozoa　separated　on　a　Percoll

　　　density　gradient　safe　for　therapeutic　useP，　Fer・

　　　til．　Steril．，51：1024，1989

5）Quinlivan，　W．　L　G，，　Preciado，　K．，　Lorraine，　L．

　　　T．and　Sullivan，　H．：Separation　of　human　X

　　　and　Y　spermatozoa　by　album王n　gradients　and

　　　Sephadex　chromatography，　Fertil．　SteriL，37：

　　　104，1982

6）Katayama，　K，　P．，　Stehlik，　E．　and　Jeyendran，　R．

　　　S，：In　vitro　fertilization　outcome：glass　woo1－

　　　filtered　sperm　versus　swim－up　sperm，　FertiL

　　　SteriL，52：670，1989

7）Dmowski，　W．　P．，　Gaynor，　L．，　Rao，　R，　Lawren・

　　　ce，　M．　and　Scommegna，　A．：Use　of　albumin

　　　gradients　for　X　and　Y　sperm　separation　and

　　　clinical　experience　with　male　sex　preselection，

　　　FertiL　Steril．，31：52，1979

8）Zavos，　P．　M．　and　Centola，　G．　M．：Qualitative

　　　and　quantitative　improvements　in　human　sper－

　　　matozoa　recovered　via　the　swim－up　and　a　new

　　　semen　filtration　method，　Infertility，13；25，

　　　1990a

9）Centola，　G．　M．　and　Zavos，　P．　M．：Qualitative

　　　and　quantitative　improvements　in　human　post’



平成4年7月1日 P．M．　ZAVOS　et　al． （393）19

　　　thaw　semen　processed　using　the　SpermPrepTM

　　　filtration　system，　J，　ARTA，4（2）：160，1991

10＞Zavos，　P．　M，　and　Centola，　G．　M．：Selection　of

　　　sperm　from　oligozoospermic　men　for　ARTA：

　　　Comparisons　between　swim－up　and　the
　　　SpermPrep↑M　filtration，　J．　ARTA，1：338，1991

11）Zavos，　P．　M，：Anew　simple　method　for　prepar・

　　　ing　spermatozoa　for　insemination　using　the

　　　new　SpermPrepTM　filtration　method，　J．　Androl，．

　　　12　（1）：58，1991

12）Zavos，　P．　M．：Characteristics　of　human　ejacu－

　　　lates　collected　via　Illasturbation　and　a　new

　　　seminal　fluid　collection　device，　Ferti1．　Steri1．，

　　　43：491，1985

13）Zavos，　P．　M．　and　Goodpasture，　J．　C．：Clinical

　　　improvements　of　specific　seminal　deficiencies

　　　via　intercourse　with　a　seminal　collection　device

　　　versus　masturbation，　Fertil．　SteriL，51（1）：190，

　　　1989

14）World　Health　Organization；WHO　Laboratory

　　　Manual　for　the　Examination　of　Human　Semen

　　　and　Semen－Cervical　Mucus　Interaction，　Cam．

　　　bridge　University　Press，　Cambridge，1，1987

15）Zavos，　P．　M，　and　Cohen，　M．　R．：Bovine　mucus

　　　penetration　test：An　assay　for　fresh　and　cryo・

　　　preserved　human　spermatQzoa，　Fertil．　Steril．，

　　　34　（2）：175，1980

16）Van　der　Ven，　H．　H．，　Jeyendran，　R．　S．，　Al－

　　　Hasani，　S．，　Perez－Pelaez，　M．，　Dietrich，　K．　and

　　　Zaneveld，　L．　J．　D．：Correlation　between　human

　　　sperm　swelling　in　hypoosmotic　medium（HOS）

　　　test　and　in　vitro　fertilization，　J．　Andrology，7：

　　　190，1986

17）Cohen，　J．，　Edwards，　R．，　Fehilly，　C，　Fishel，　S．，

　　　Hewitt，　J．，　Purdy，　J．，　Rowland，　G．，　Steptoe，　P，

　　　and　Webster，　J．；In－vitro　fertilization：Atreat－

　　　ment　for　male　infertility，　Ferti1．　Steril．，43：422，

　　　1985

18）Zavos，　P．　M．　and　Centola，　G．　M．：Ameliorations

　　　seminales　des　spermatozoides　utilises　pour　la

　　　fecondation　artificielle：Comparaison　entre　la

　　　methode　de“nage　ascedante”et　une　nonvelle

　　　methode　de　filtration　du　sperme　sur　colonne，

　　　Contraception－fertilite－sexualite，18　（11）：943，

　　　1990b

19）Zavos，　P．　M．，　Wilson，　E．　A．　and　Cohen，　M．　R．；

　　　Total　functiorlal　sperm　fraction　measurements

　　　in　males　of　known　fertility　and　infertility，

　　　FertiL　Steri1．，41（2）：29s，1984

20）Tanphaichitr，　N．，　Millette，　C．　F．，　Agulnick，　A．

　　　and　Fitzgerald，　L．　M．：Egg－penetration　ability

　　　and　structural　properties　of　human　sperm　pre・

　　　pared　by　Percoll－gradient　centrifugation，

　　　Gamete　Res．，20：67，1988

21）Forster，　M．　S．，　Smith，　W．　D．，　Lee，　W．　L，　Berger，

　　　R．E。，　Karp，　L．　E．　and　Stenchever，　M．　A．：Selec一

　　　tion　of　human　spermatozoa　according　to　their

　　　relative　motility　and　their　interaction　with

　　　zona－free　hamster　eggs，　Ferti1，　SteriL，40：655，

　　　1983

22）Aitken，　R．　J，，　Best，　F．　S．　M．，　Richardson，　D．　W．，

　　　Djahanbakhch，0．　and　Lees，　M．　M．：The　corre・

　　　Iates　of　fertilizing　capacity　in　norrnal　fertile

　　　men，　Ferti1．　Steril．，38：68，1982

23）Hoing，　L．　M．，　Devroey，　P．　and　Van　Steirtegh－

　　　em，　A．　C．：Treatment　of　irlfertility　because　of

　　　oligoasthenoteratospermia　by　transcervicaI

　　　intrauterine　insemination　of　motile　spermat・

　　　ozoa，　FertiI．　Steri1．，45：388，1986

24）Santos，　R，　and　Asch，　R．　H．：In　vitro　penetration

　　　of　human　sperm　into　bovine　cervical　mucus－

　　　effect　of　semen　washing　and　swim－up，　Proceed－

　　　ings　41st　Annual　Meeting　of　the　American

　　　Fertility　Society，　Chicage，1985

改良型SpermPrepTM　IIを用いた

人工授精用ヒト良好運動精子回収法

レキシントン・アンドロロジー研究所

　　　　　　　ケンタッキー大学

パナヨティス・ザボス

鳥取大学医学部泌尿器科学教室

ニコラオス・ソフィキティス　宮川征男

鳥取大学医学部産科婦人科学教室

戸田稔子

　SpermPrepTM　IIによるfiltration法により，人工授

精，その他の最新の生殖医療技術における妊娠率の向

上に不可欠な，良好運動精子の選別が可能となった，

　　本研究では，人工授精に用いる正常精液（50症例）

から改良：型SpermPrepTM　IIにより得られた精子の質的

向上を検討した．精液は検査後，Ham’s　F－10溶液で

1：1に希釈し液化させた後，説明書に従い，
SpermPrepTM　IIによりfiltrationした．　filtrationされ

た精液と，SpermPrepTM　IIに残ったfiltrationしてい

ない精液を遠沈し，　O．5mlの懸濁液にしてそれぞれ子宮

内と頸管内への人工授精に用いた．filtrationされた精

子は，運動速度，運動能力等の質的向上がみられ人工

授精に適した性質を有していた，

　　SpermPrepTM　IIによる精子filtration法と，子宮

内・頸管内人工授精法は簡便かつ有効であり，中等度

までの男性因子症例の治療に有用と思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1991年11月12日）
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Clinical　Usefulness　of　Sperm　Check　Assay　for

　　　Detection　of　Antisperm　Antibodies
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抗精一f抗体の検出にSperm　Check　Assay（SC）を使用し，精子不動化試験，　Immunobead　test（IBT）

の成績と比較検討し，以ドの結果を得た．

1）Direct　SCと，　I　B　Tを同時に行えたのは37検体であった．このうちSCでlatex　beads（LB）の

付着を認め，かつIBTでも陽性なのは2検体あった．　LBの付着を認めず，　IBTのみ陽性だった

のは2検体あった．2）Indirect　SC（血清）では，　L　Bの付着率はImmunobead　test（IBT）付着率よ

り低い傾向を認め，特にIBTでIgG単独付着であった検体での，　LBとIB（IgG）の付着率の差が

大きかった．3）精f不動化試験陽性の7検体は，すべてSCでも20％以上のLBの付着を認めた．

　以上より，SCのLBの付着率はIBTのIB付着率より低い傾向を認めるものの，　S　Cは精子不動化

試験のスクリーニングに使用できる可能性が示唆された．またSCは精子洗浄液，陽性・陰性コント

ロール血清もキットに含まれており，…般病院でもト分使用・∫能であると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Fertil．　Steril．，37（3），394－398，1992）

はじめに

　免疫性不妊の原因の一つに精子に対する抗精子抗

体が関与しているとの報告は1・2〕は多く，その抗精子

抗体の検出方法として，精f不動化試験3｝・Im・

munobead　test（IBT）4・5）・精子凝集試験などが用い

られる．今回われわれは抗精子抗体の検出にSperm

Check　Assay（SC）6）を使用し，精子不動化試験，　I

BTの成績と比較検討する機会を得たので報告する．

研究対象と方法

　Direct　SCは，1990年10月から1991年3月まで

の6ケ月間に外来受診した不妊症夫婦の夫精子54検

体に対し行った．

　Indirect　SCは，　I　B　Tや精子不動化試験ですでに

抗精子抗体の存在を認め一80℃で保存していた11症

例16検体の血清と，精子不動化試験陰性の48症例

の冷蔵血清53検体，合計65検体にたいして行った．

SC・IBTには同一血清を使用したが，不動化試験に
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使用した血清は，ほぼ同時期（SC・IBT使用血清採

取時期の1ケ月以内）に採取されたもので必ずしも

同一血清でないものも含まれた．

　Sperm　Check　AssayとはIgG・IgA・IgMの抗ヒ

ト抗体を付着させた直径3μmのIatex　beads（以下

LB）が40：40：20の割合で含まれ，原理的にはI

BTと同様に抗精子抗体に付着させて，抗精子抗体

の存在と付着部位を検出（写真1）するものである．

SCには精子に付着している抗精子抗体を検出する

Direct　SCと，血清や精漿の抗精子抗体を検出する

Indirect　SCに分けられる．

1）Direct　SC（精子）

　Direct　SC（図1）では，精液の2倍量の洗浄液を

加え，500－6009で5分間遠心した後，上澄液を廃棄

し，精子をピペットでほぐし，再度，洗浄液を加え

同様に遠心する操作を合計3回行った．運動精子が

1－100×106になるように洗浄液を加えて調整（おお

よそ使用精液と同等の量にすればよい）した後，運

動精子浮遊液5μ1とLB50μ1を混合し，20μ1
をスライドガラスにのせ，カバーガラス（18×24mm）

をかけて100－400倍の位相差顕微鏡で観察した．お

よそ100個の運動精子を対象にし，LBの付着率と

付着部位（精子頭部，精子尾部中央，精子尾部末端，

精子全体）を観察した．

2）Indirect　SC（血清）

　Indirect　SC（図1）は，コントロール精子（本研

究ではdirect　SC陰性で，精子濃度50×106以上，運

動率50％以上の精子）と検査血清（56℃，30分間で

非動化済み）を，37℃で30分間インキュベートして，

　　　　精液

血清中の抗精子抗体をコントロール精子に付着させ

た後に，Direct　SCと同様な操作をして，　L　Bの付着

した運動精子の付着率と付着部位を観察した．観察

の段階では，LB付着率が運動精子の10％未満の時

も記録したが，本論文中では暫定的に陰性（一）と

した．

　精子不動化試験は帝人バイオラボラトリーズ㈱に

依頼し，礒島法3）によりおこなった．

　IBTではIgG・IgAについてのみ行ない，　IgMに

っいては行なわなかった．Immunobead（IB）の付着

率が20％以上の時，IBT陽性とした．

研究結果

1）Direct　SCとIBTの比較（表1）54検体中，

LBの付着を認めたのは2例（症例HJ・FK）だ

写真1　精子の頭部と尾部にLatex　Beadsの付着を認め

　　　　る．

間

　　　　　　　↓

　　　　精子浮遊液　　　　　5μ1　　　洗浄

　　　　ラテックスビーズ　50μ1
　　　　　　　↓

　　　　精子・ビーズ浮遊液20μ1

　　　　　　　↓

　　　　顕微鏡で観察

接　法

血清を非動化処理　　　　　　　精液（抗精子抗体陰性）を
　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　洗浄（3回）

　　　　↓37℃30分間インキュベーション

（3・pm）

　　　　　　　↓

　　　　精子浮遊液　　　　　5μ1

　　　　ラテックスビーズ　50μ1
　　　　　　　↓

　　　　精子・ビーズ浮遊液20μ1

　　　　　　　↓

　　　　顕微鏡で観察

図l　Sperm　Checkの操作手順
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表l　Direct　SCとBTの比較

SC
IBT

検　査
IgG IgA

不動化試験

　（血清）

症　例 付着率　　部位 付着率　　部位 付着率　　部位

HJ 62　　　　E 100　　　E 54　　　　E

FK 57　　　　E 99　　　EM 90　　　　E 一

UK 一 74　　　E 一 一

FS 一 46　　　H 28　　　　H

33例 一 一 一

注　1）付着率の数字は％を示す
　　精子尾部中央

2）付着部位の記号は以下を示す　H　精子頭部　E　精子尾部末端　M

表2　血清中の抗精子抗体の各検査の比較

検　査 SC
IBT

IgG IgA 不動化試験

症　例 付着率 部位 付着率 部位 付着率 部位

NK ①62

②99

③95

HE
HE
HE

100 EH 88 E SI50＝2．3

TM ①79

②81

EH
HE

86 HE 60 HE 十

AJ 97 HE 100 HE 100 HE 十

TM 98 EH 100 HE 100 HE 十

SS 84 EH 100 HE 81 H 十

NM ①38

②39

EE 65 E 一 十

NN 26 E 91 E 一 十

HA ①一

②一

95 H 95 H 判定保留

KS 48 E 57 E 一 一

UK 17 E 57 E 一 一

NJ 『 100 E 40 E 一

NW ①一

②22 E

　＊一

SR ①一

②18 E

　＊一

6例 ①一

②一

　＊一

40例 一
　＊一

注　1）付着率の数字は％を示す　2）付着部位の記号は以下を示す　H：精子頭部　E：精子尾部末端　HE
　　はH付着比率がEよりやや高いことを示す　3＞SC・IBTには同じ血清を用いたが，不動化試験にはSC
　　・IBT使用血清の1ヶ月以内に採取されたものも使用し，必ずしも同じ血清ではない　4）＊：SCと精子
　　不動化試験の血清は同時期のものではない
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った．SCとIBTを同時に行えたのは37検体で，

このうちIBの付着を認めたのは4例であった．症

例が少ないものの，症例UK・FSではSCとIB
Tの付着に解離を認めた．

　SCもIBTも共に陰性だったのは33例であった．

SCが陽性でIBTが陰性のものは認めなかった．

2）Indirect　SC（血清）とIBT・精子不動化試験

の比較（表2）

a）SCとIBTの関係
　SCとIBTでは，抗体はほぼ同じ部位に付着し

たが，LBの付着率はIBの付着率より低い傾向を

認めた．特に症例NM・NN・UKのように，　IBT
でIgAの付着を認めない症例においては，　L　BとI

Bの付着率の差が大きかった．

　症例HA・NJはIBは高い付着率を示したものの，

SCではLBの付着を認めなかった．症例HAでは
IBは精子頭部のみへ付着していた点が他の症例と

は異なっていた．症例NJはIBは精子尾部への付

着であったが，精子不動化試験は陰性であった．

b）SCと精子不動化試験の比較

　精子不動化試験陽性症例は7例であったが，すべ

てLBの付着率は20％以上であり，そのうち5例の

LBの付着率は80％以上であった．この不動化試験

陽性7例の，SCにおけるLB付着部位は精子頭部

か精子尾部末端であったが，2例は精子頭部への付

着を認めない一方，精子尾部末端への付着はすべて

に認めた．精子尾部のみの付着を示した2例（症例

NM・NN）のLBの付着率は38％・26％と高くな
った．

　精子不動化試験陰性48例（表2の症例KS・UK・

NJを除く〉中，　LB付着率が22％・18％であった

2例（症例NW・SR）を除き，すべてLBの付着率

は10％未満（陰性）であった．また，この2例も別

の機会の再検査ではLB付着率は10％未満であった．

ただし，この48例のSCと不動化試験の検査血清は

同じものではなかった，（表2の＊）．不動化試験が

陰性であり，SCで2回とも陰性のものが6例あっ

た．40例は過去の不動化試験では陰性であったが，

SCでも陰性であった．

　不動化試験で判定保留であった症例HAはSCで

はLBの付着を認めなかった．

考　　察

　今回IBTと原理的に同じSCを使用して，その

利用価値について検討した．検査の準備においてI

BTと比較すると，　SCキットには精子洗浄液が付

属し，IBTのように毎回洗浄液を調整する必要は

（397）23

ない．また陽性と陰性の血清コントロールも付属し

てあるので検査の信頼性からも使用しやすい．一方，

IBTではIgG・IgA・IgM別に精子付着抗体の種類

まで同定できるが，SCでは抗体の種類の同定はで

きない．したがってSCはIBTと比較するとスク

リーニングとしての性質を有すると考えられた．ま

た今回は位相差顕微鏡を使用したが，IBTと異な

り，SCでは通常の顕微鏡で観察可能であるのも一

般病院でも使用しやすい一要素である．

　ただし，direct　SCではIBTと同様に，検査でき

る精子は1×106／ml以上で，運動率10％以上であ

る必要があり，これより精子性状が悪い場合にはdirect

SCは困難で，精漿によるSCなどで検討しなくては

ならない．また，indirect　SCのコントロール精子に

は50×106以上，運動50％以上の精子が必要である．

　SCとIBTの関係においては，　McClure6）の報告

とは異なり，IgMについてはわからぬものの，付着

率・付着部位ともにIBTの方が広範囲に検出され

ることが示唆された．McClureらによると，　S　Cで

はIgG，　IgA，　IgMのLBが40％，40％，20％の比

率で含まれており，理論上100％の付着率であるの

に対し，IBTではIgG，　IgA，　IgMそれぞれで検査

するため，最高300％の付着率になる6）．したがって

IBTとSCの付着率を比較するときには，この比

率を考慮にいれなければならないとしている．しか

し付着部位の差については，明確にはなっていない．

また，症例HAやNJ（表2）のように，　IBは高

比率の付着を認めるのにLBの付着を認めないとい

うような，前記した理論では説明しにくい例もある．

SCではLBと洗浄精子を混合した後，直ちに観察

するようにSCの添付文書で指示されている一方，

IBTではスライドガラス上で10分間インキュベー

トしている5｝が，このような症例の結果の原因として，

ひとつにはこのインキュベートの時閤的な差や精子

洗浄の条件の差による可能性もあるので，今後同じ

条件で検討する必要がある．

　精子不動化試験とSCの関係では，不動化試験で

陽1生である症例でIndirect　SCが陰性（LB付着10

％未満）のものは今回の検討では認めず，Indirect　SC

を精子不動化試験のスクリーニングにも使用できる

ことが示唆された．そして精子不動化試験のスクリ

ーニングとしてSCをみるときには，　LBの付着率

のCUT－OFF値をどこに設定するかが問題となる．

10％から5％ごとに検討した結果，CUT－OFF値を

20％または25％に設定すると（表3）SITに対す

るSCのSensitivityは100％でSpecificityは98％

であり，15％に設定するとSensitivityは100％で
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表3　SITとSpelm　Checkの比較

　　　　　　　SIT

SC
（LB付着率）

十 一 計

20（25）％≦ 7 1 8

20（25）％〉 0 50 50

計 7 51 58

注）SIT二精子．不動化試験　SC：Sperm　Check

Assay　LB：Latex　Beads
SITに対するSCのSellsitivity：100％

Specificity：98％

Specificityは96％，30％に設定するとSensitivity

は86％でSpecificityは98％であった．症例数がま

だ少ないためより多くの症例を追加する必’要がある

が，20％前後にCUT－OFF値を設定するのが適当と

考えられた．

　　原因不明不妊の10－20％は，免疫学的な要因が関

与1｝しており，抗精一f・抗体の付着部位により，例えば

精子頭部への抗体付着があるときには精子先体反応

が阻害されたり，精子尾部に付着したときには精子

輸送が阻害される2〕などの報告がある．ただ，抗精子

抗体の検査の必要性は認められながら，その検査方

法が煩雑なために・普及してこなかった面は否めない．

今回，抗精了一抗体検出にあたって，SCが簡便であ

り，SITのスクリーニングとしても有用であるこ

とが明らかになった．今後，LBの付着部位やSC

そのものの不妊に関与する意義については，症例を

追加し妊娠予後などをみて検討を追L加する必要があ
る．

　本論．文の・要旨は第36回H本不妊学会総会（1991年

11月．名古屋〉で発表した．

1）

2）
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Clinical　Usefulness　of　Sperm

Check　Assay　for　detection　of

　　　　antisperm　antibodies

Keiichi　Takahashi，　Hisako　Tobai，

Keigo　Ogawa，　Takahisa　Kojima

　　　　　　　and　Kodo　Sato

Department　of　Obstetrics　and　Gyliecology，

Torarlomon　Hospital，　Tokyo　150，　Japan

Chieko　Ono　and　Michiko　Masaka

Nippon　Bio－Rad　Laboratories

　Sperm　Check　Assay（SC）was　carried　out　to
detect　anti－sperm　antibodies　in　sera　and　sperm，　and

compared　with　the　immunobead　test（IBT）and　the

sperm　immobilization　test（SIT）．　The　results　were

as　follows，1）Direct　SC　and　the　direct　IBT　were

carried　out　for　37　semen　samples．　Two　out　of　the　37

showed　positive　result　both　ill　the　direct　SC　and　ill

the　direct　IBT，　Another　2　samples　showed　positive

ill　the　direct　IBT　but　negative　in　the　direct　SC．2）

Binding　rate　of　Latex　beads（LB）in　the　indirect　SC

on　sera　showed　lower　than　that　of　immunobeads

（IB）in　the　indirect　IBT．　The　discrepancy　of　binding

rate　between　IgG－IB　and　LB　showed　bigger　espe・

cially　at　IgA－IB　negative　sera．3）LB　binding　rates

were　over　20％for　the　7　sera　with　the　positive　SIT．

These　data　suggested，　therfore，　that　LB　binding

rates　seenled　to　be　lower　than　IB　dirlding　rates　but

SC　still　has　a　clinical　value　as　a　screening　test　for

the　SIT．　SC　can　be　easily　handled　in　the　physician’s

hospital　because　the　test　kit　includes　washihg

medium　and　two　kinds　of　controls　in　a　box．

　　　　　　　　　　　　　　　（・受f寸：199211三1月　16日牛，宇r拍昌）
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Etoposideのマウス造精機能におよぼす影響について

Effect　of　Etoposide　on　Mouse　Spermatogenesis

聖マリアンナ医科大学泌尿器科学教室（主任

　　　　　　　　原　口　千　春

　　　　　　　Chiharu　HARAGUCHI

長田尚夫教授）

Department　of　Urology，　St　Marianna　University，　School　of　Medicine，

　　　　　Kawasaki　216，　Japan（Director：Prof．　T．　Osada）

　Etoposideの造精機能におよぼす影響についてICRマウスを用いて検討し以下の結果を得た．5㎎

／kg群は投与終∫後1週目で軽度の造精機能障害を来したが3週目で回復した．10　mg／kg群はさらに

造精機能障害が進み3週目では精巣重量の減少，精子濃度の低下，late　spermatidおよびspermのみ

られる精細管の比率の減少，DNAヒストグラムのhaploid　cell（1C）の減少を認めたが，精巣上体重

量および精子運動率は対照群値に回復していた．10週目になるとすべてのパラメーターが回復してき

た．20㎎／kg群は造精機能障害が高度となり組織像は精細管の萎縮primary　spermatocyte，　sper－

matogoniaおよびSertoli　cellを主に認めた．　D　N　Aヒストグラムでは1Cの著明な減少とdiploid　celI

（2C）の著明な増加を認めた．以上よりEtoposideは濃度依存性に造精機能障害を来たすが可逆性の変化

であることが判明し，また精巣に比して精巣ヒ体への影響は少ないのではないかと考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Fertil．　Steril．，37（3），399　－407，1992）

緒　　言

　近年悪性腫瘍に対する化学療法の進歩に伴って，

その治療成績は飛躍的に向上しつつある．特に，精

巣腫瘍においてはCisplatinの出現によりその寛解率

は極めて高いものとなった1）．しかし，集学的治療の

不可能な例や再発例に対してはEtoposideが欠くこ

との出来ない薬剤となり，さらに寛解率が高いもの

となっている．しかしながら，一方では，本疾患の

患者が比較的若年者に多いことから，化学療法後の

妊孕能の低下が問題となりつつある．Cisplatinの及

ぼす影響に関しては多くの報告がなされており，文

献的には造精機能障害は可逆性であろうとの見解で

あるが2～‘〕，Etoposideに関しての報告は極めて少な

い5）．今回，Etoposideの造精機能におよぼす影響に

ついて検討をおこなったので報告する．

対象および方法

　実験室の環境に十分順応させるため，入荷後約1

カ月間の予備飼育を行った生後約12週令の雄性IC

Rマウス96匹（日本チャールズリバー社）を使用し

た．動物には固形飼料および水を自由に摂取させた．

このICRマウスを4つの群に24匹ずつ分け，各群

のマウスに対して1回量としてEtoposide（日本化薬

株式会社）を5mg／kg（5mg群），10mg／kg（IOmg群），

20mg／kg（20mg群｝，さらに対照群として，Etoposide

の溶解液（5ml中にポリエチレングリコール300，650

㎎，クエン酸，2mg，　tween80，　80mg，無水エタノー

ル適量を含んだ溶媒）を同量，週1回，5週問，26

ゲージの注射針を用いて腹腔内投与をおこなった．

投与量はいずれも体重109あたり0．05mlとなるよう

に生理食塩水で調整した．投与終了後1週目，3週

目，10週目に各群を頸椎脱臼にて屠殺し，下記の項

目について検討を加えた（Fig．1）．

検討項目

1）体重の測定

　投与開始より1週毎に，屠殺する直前まで体重を

測定した．

2）精巣，精巣上体の重量測定
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Material

12weeks－old　ICR　mice

Etoposide　5mg／kg　dosage　group　n＝24

　　　　　10mg／kg　dosage　group　n＝24

　　　　　20mg／kg　dosage　group　n＝24

　　　　　　　　　control　group　n＝24

Method

　↓　↓　↓　↓　↓　▼　　▼　　　　　▼

1　2　3　4　5　①　　③

↓Etoposide　i．P．

▼time　of　necropsy（after　last　treatment）

　　　　　Fig．1　Experimental　design

　⑩
（weeks）

　マウス屠殺後，直ちに精巣，精巣上体を摘出しそ

れぞれの重量を測定した。

3）精子濃度，運動率の測定

　摘出した片側の精巣上体尾部を梗状に切除後，マ

ウス体外受精用培養液TYH溶液8）1．Oml中で十分ミ

ンスし，得られた懸濁液を金層メッシュにて濾過し，

37℃の保温板上で計算板を用いて精子濃度および運

動率を測定した．運動率の測定に当たり最低200個

以上の精子を測定した．

4）精巣組織の観察

　摘出した片側の精巣を，プアン液にて固定しパラ

フィン包埋を行った後，約1μmの切片を作製し

Hematoxylin　Eosin染色（H．　E．）を行い，これを

光学顕微鏡を用いて観察を行った．観察にあたり精

細管直径の測定および組織学的分類を行った．組織

学的分類はどの段階までの精細胞がみられるかによ

って以下の如くa～fの6種類に分け，各群一検体

約150個の精細管について調べその比を百分率で求

めた14）．

a）full　spermatogenesisを示す精細管（a精細管）

b）late　spermatidが出現し，　maturationは良好で

あるが明らかに精細胞数が減少している精細管（b

精細管）

c）early　spermatidまでのmaturationはみられる

が，late　spermatidの認められない精細管（c細管）

d）spermatocyteまでのmaturationはみられるが

spermatidは認められない精細管（d精細管）

e）spermatogoniaとSertoli　cellのみ認められる精

糸田管　（e＊青糸田管）

f）Sertoli　cellのみ認められる精細管（f精細管）

5）フローサイトメトリーを用いたDNA量の測定9～13｝

　摘出した片側の精巣を，PBS溶液中でメスまた

は挟みで1mm角にミンスし，800回転，3分間遠心分
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離を行った後，沈殿物に0．05％collagenaseを添加し，

約1時間スターラーを用いて振盛した．これをさら

にメッシュに通し再度3回，1500回転，5分間遠心

分離し，算定板上で細胞をカウントした後，最終の

沈査を100％アルコールにて固定した．その後，固

定した細胞を1500回転で5分間遠心分離行い，上清

を除去しPBSで遠沈洗浄した．これに0．1％RNase

（Sigma，　Type1－A）inPBSを加え，37℃で20分問イ

ンキュベートした，さらに遠沈を行い上清を除去し，

HClを加えてpH　2に調整した0．5％pepsin（Sigma，

1：2500）を加えて37°C10分間インキュベートした．

再度遠沈除去後，propidium　iodide（PI）溶液を加え

4℃で15分以上DNA蛍光染色を行った．以後，3

時間以内にpore　size　38のナイロンメッシュにて濾

過した後，各々2x104個の細胞のDNA量をflow
cytometry（Coulter　Electoro社，　EPICS753）を用い

て測定した．得られたヒストグラムより1C（haploid

cell），2C（diploid　cell），4C（tetraploid　cell）の各面積

を計算し，各々の細胞比率を求めた．測定に際して

はマウス末梢血中リンパ球を2Cの標準サンプルと

して用いた．

6）統計学的処理

　得られたデーターの有意差検定は，non－paired　t

－ testを用いて行った．

実験結果

1）体重

　対照群および5mg投与群では体重の減少を認めな

かったが，10㎎，20㎎投与群では投与開始2～3週

後より減少傾向を示し，8週後に最も減少を認めた．

その後10mg投与群は暫時増加し10週後には，対照

群値に回復した（Fig．　2）．なお20㎎群で投与終了後

3週目に3匹，10週目までに7匹が死亡した．従っ

：a　40

茗

璽

ぞ

8
　30

　　5r㎎ハロ
ムー一△lo㎎！hg

X－X20㎎1腕o

　　　　　　　　　　　101112131415（Weeks）
　　　　　Time　after　initiat　treatmont

　　Fig．2．　Changes　of　the　body　weight
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て20mg群の10週目は1匹のため以下の検討を行わ

なかった．

2）精巣および精巣上体重量

　精巣重量は投与終了後1週目，対照群では，134±

4（M±SD）㎎であった．これに対し，5㎎，10
㎎，20㎎群いずれも対照群と比し，有意に減少した

が，3週目に5㎎群が124±1㎎と対照群と有意差が

なくなり回復した．10㎎群では10週目において，138±

6㎎となり回復を認めた（Fig．3）．精巣上体重量は

投与終了後1週目，対照群では56±1mgであった．

5㎎群は54±1㎎と有意な減少を認めず3週目，10

週目も対照群とほぼ同様であった．これに対して，

10mg群，20㎎群は対照群値と比し1週目および3週

目も有意に減少していた．しかし，10週目に10㎎群

が56±3㎎となり回復を認めた（Fig．4）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　1W3W10W
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　　　　Etoposide＊，＊＊：Sign｝ficantly　different　from　controi

　Fig．3．　Effect　of　Etoposide　on　testicular　weight
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Fig．4．　Effect　of　Etoposide　on　epidydimis　weight

3）精子濃度および運動率

　投与終了後1週目の精子濃度は，対照群では

23．2±3．5x106／mlであった．これに対し，5㎎群

で9．6±1．1×106／ml，10㎎群で9．8±1．1×106／

ml，20㎎群で4．4±0．5×IO6／mlといずれも対照群

と比し有意に低値を示した．3週目になると5mg群

が15．3±2．2×106／mlと対照群と有意差がなくなり

回復してきたが，10㎎群はまだ低値であった．10週

目になると10mg群も15。3±1．8×105／mlと回復し

てきた（Fig．5）．精子運動率は投与終了後1週目，

対照群では40．7±7．6％であった．これに対し，5

㎎群で20．2±5．4％，10㎎群で11．4±2．1％，20㎎
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群で7．8±L1％といずれの群も対照群に比し有意に

低値を示した．3週目になると5mg群が52．9±4．2％

と回復し，10mg群も精子濃度が低値にもかかわらず

34．3±2．9％と，対照群と有意差を認めなくなk）回復

してきた（Fig．6）．
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Fig．5．　Effect　of　Etoposide　on　sperm　density
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Fig．6．　Effect　of　Etoposide　on　sperm　motility

4）精巣組織像

a）精細管の直径

　投与終了後1週目，対照群では224．0±5．6μmで

あった．これに対し，5㎎群，10㎎群20㎎群のい

ずれの群も対照群に比し有意に低値を示した．その

後3週目になると5㎎群が206。8±4．8μm，10週目

になると10mg群が210．6±2．1μmと対照群と有意差

を認めず回復してきた（Fig．7）．
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Fig．7．　Effect　of　Etoposide　on　seminiferous　tubular

　　　diameter

b＞組織学的検討
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　投与終了後1週目，対照群ではa精細管24．1％，

b精細管65．4％，c精細管7．6％，　d精細管2，9％

の比率であった．これに対し，5mg群，10㎎群はa

精細管がそれぞれ15．0％，13．0％と減少した．20㎎

群は，a精細管が0．7％とさらに減少し，　d，　f精

細管が44．2％，28．8％とそれぞれ著明に増加した．

その後3週目になると5mg群は対照群と同様の組織

像に回復したが，10㎎群はa精細管が6．4％，b精

細管が42．1％とさらに減少し，d精細管が4L8％

と著明に増加した．20mg群はa精細管がほとんどみ

られず，e，　f精細管がそれぞれ44．3％，40．0％と

著明に増加した．10週目になると，10mg群も対照群

と同様の組織像に回復した（Fig．8）．

5）フローサイトメトリーによるDNA量分布測定

　投与終r後1週1「のDNA量分布をみると対照群

ではlC66．6％，2C21．3％，4C12．1％であっ

た．これに対し，5mg群，10　mg群では1Cがそれぞ

れ60．0％，53．7％と有意に減少し，2Cが25，2％，

36．1％と有意に増加した．さらに，20mg群において

は1Cが4．9％と著明に減少し，一方，2Cが74．5

％と著明に増加，また4Cも20．6％と有意に増加し

ていた．その後，3週目になると，5mg群が1C65．9

％，2C19．6％，4C14．5％と対照群のDNA量
分布に回復してきた．10mg群はさらに，1Cが22、5

％と減少し，4Cが45．9％と著明に増加した．20　mg

群は，　1C3．5％，　2　C　69，6％，　4　C　26．9％と1

週目と同様の分布であった．10週目になると3週目

でまだ異常を示していた10mg群が1C72．3％，2

C18．3％，4C9．4％と対照群のDNA量分布に回
復してきた（Fig．9）．
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考　　察

　悪性腫瘍に対する化学療法の治療成績は飛躍的に

向上しつつある．泌尿器科領域においては，精巣腫

瘍が特に顕著で転移例も治癒し得る時代となってき

た．精巣腫瘍の化学療法はCisplatinの開発以来，治

癒率のめざましい向上をみて，Cisplatinを中心とし

た多剤併用療法が主流となっている．PVB療法，

VAB－6療法にて60％以上がCRとなり，さらに

PR例に対するその後の集学的治療例も含めると，

CRは80％以上となっている．しかし，集学的治療

が不可能の例やNC，PDの治療に抵抗性を示す例，

さらに再発例に対してEtoposideがsalvage　chemo－

therapyに欠くことの出来ない薬剤となりPE療法，

PEB療法がおこなわれ寛解率はさらに高いものと

なっている7・23）．しかしながら，精巣腫瘍患者は若年

者に多く化学療法後のquality　of　lifeの点から反対

側精巣の造精機能保持に配慮することが重要な課題

となりつつある．Cisplatin，　Adriamycinの造精機能

におよぼす影響についてはいくつかの報告があり，

精祖細胞および精母細胞におけるDNA合成および

分裂障害が推察されている4’“－6）．Etoposideは今後さ

らに使用頻度が高くなると思われる薬剤で，造精機

能におよぼす影響を解明することは極めて意義のあ

ることと考える．

　今回の実験においてEtoposideの投与量の決定は

ヒトにおけるPE療法時の用量を参考とした．現在，

full　doseとして一般に100㎎／㎝・が投与されている

が，これを体重当たりに換算すると約12．5㎎／kgと

なる．ヒトとマウスでは明らかに種差があるが，他

に最適な目安がないためこれを基準として，5㎎／

kg，10㎎／kg，20㎎／kgの3群に分類した．投与方

法，期間は押尾らのCisplatinを用いた実験2）になら

い，前述のように決定した．

　Etoposideの影響を臓器の重量変化からみると，体

重の有意な減少を来さなかった5㎎群において精巣

重量が投与終了後（総量25㎎／kg）1週目にすでに

対照群に比し有意な低下を示したことから，Etoposide

の精巣への影響が強いことが示唆された．一方，精

巣上体重量は5㎎群では減少を来さなかったことか

ら，精巣に比し精巣上体への影響は少ないのではな

いかと考える。この点に関して，本薬剤に関する報

告はみられないが，ラットに投与したAdriamycinに

ついての永井ら15）の報告をみると，精巣重量の減少を

認めたが，精巣上体，前立腺，精嚢の重量には変化

を認めず，Adriamycinは生殖器に対して精巣へは明

らかに影響を与えるがアンドロジェン依存臓器には
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影響を与えにくいのではないかと述べており，自験

例のEtoposideと同様の結果を示している．

　次に，造精機能の指標として精巣上体尾部より得

られた精子について精子濃度および精子運動率の変

化をみると，投与終了後1週目，いずれの群も両パ

ラメーターが対照群に比して有意に低下していた．

その後，3週目で5㎎群の精子濃度は改善してきた

が，10㎎群でさらに悪化してきたことは濃度依存性

に障害をおこす証拠と言える．この10mg群3週目の

障害は10週を経過すると対照群の精子濃度に回復し，

Etoposideの可逆1生を裏ずける結果である．一方精子

運動率の変化をみると5㎎群では投与終了後1週目

に低下を来し，3週目では回復を認め，精子濃度と

同様の変化であったが，10㎎群では運動率がすでに

Fig．10－A，　Testicular　histology　of　control　group．

　　　　Seminiferous　tubuli　show　full　sper－

　　　　matogenesis．（HE，×250）
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Fig．10－B．　DNA　histogram　of　control　group．

　　　　Ploidy　classes　are　normal

3週目に回復してきており，精子濃度の改善より早

期であった．このことは，精巣上体の機能の回復が

精巣に比べて早いのではないかと思われ，この点か

らも本剤の精巣上体への障害は精巣に比べて軽度で
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はないかと考える．

　また，組織像の特徴としては，障害が進むにつれ

て精細管の萎縮を明らかに認め，spermatidの減少と，

spermatogonia，　primary　spermatocyte等の未熟な

細胞を含んだ精細管の増加が目立った．また，高濃

度投与群ではSertoli　cellが主体となり，さらに空胞

変性を認め，問質では浮腫が顕著となる傾向にあっ

た．Kadotaらの報告5）でも障害が進むにしたがい，

primary　spermatocyteあるいは，それより未熟な細

胞の増加をきたすと述べている，また，自験例では

みられなかったが，彼らは多核で大型のspermatidの
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Fig．11－A．　Testicular　histology　of　5mg／kg　dosage

　　　　　group　at　l　week　after　last　treatment．

　　　　　Diameter　of　seminiferous　tubuli　show　sig・

　　　　　nificantly　small，

　　　　　Seminiferous　tubuli　show　reduction　in

　　　　　spermatogenesis　with　decrease　in　sper・

　　　　　matid　and　spermatozoa，（HE，×250）
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Fig．11－B、　DNA　histogram　of　5mg／kg　dosage　group

　　　　at　l　week　after　last　treatlnent．

　　　　Haploid　cells（IC）decrease　significantly

　　　　compared　with　control　group．

出現を観察し，これらの変化はDNA合成を抑制す

る薬剤細胞毒性に関係のある所見であると述べてい

る．

　造精機能の評価方法としてはこの組織学的検討が

従来より行われており18），その重要性は論を待たない

がその解析に多大の労力と時間が必要であり，さら

に鏡検者の主観に負うところが大で，簡便性，客観

性の点で問題が残る．そこで筆者はさまざまの分野

で応用されているフローサイトメトリーにより精巣

内のDNA量分布測定をおこない，より客観的に評

価することを試みたII－－13｝．本法は蛍光染色を施した

細胞にLaser　Beamを照射し，発生した蛍光を検出

することにより測定するもので，より短時間で大量

の細胞を処理，解析することができる．一般に精細

胞は，成熟する段階でspermatogonia→primary

spermatocyte→secondary　spermatocyte→early

spermatid→1ate　spermatid→spermの過程を経て

おこなわれているが，それに伴い精巣内DNA量も

2C→4C→2C→1Cと変化する．このため，　D
NAフローサイトメトリーを用いることにより各々

の成熟段階の細胞の割合を測定することが可能で，

造精機能の評価を客観的かつ定量的に評価すること

ができ有用であるといわれている．そこで組織像と

DNAヒストグラムのパターンを比較検討してみる

と，今回筆者の実験で，まず対照群の組織像は各成

熟段階の精細胞が整然と並び精子までみられるfull

spermatogenesisを示している（Fig．10－A）．　D　N

AヒストグラムはIC約65％，2C約20％，4C
約15％を示し（Fig．　lo－B），このパターンはヒトに

おける正常精巣のデーターとほぼ同様であった12・13｝．

Fig．12－A．　Testicular　histology　of　10mg／kg　dosage

　　　　group　at　3　weeks　after　last　treatment．

　　　　Diameter　of　seminiferous　tubuli　and　per－

　　　　centages　of　spermatozoa　and　late　sper－

　　　　matid　decrease　significantly　compared

　　　　with　5mg／kg　dosage　group　at　3　week　after

　　　　last　treatment．（HE，×250）
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Fig．12－B．　DNA　histogram　of　lOmg／kg　dosage　group

　　　　at　3　week　after　Iast　treatment．

　　　　Haploid　cells（1C）decrease　significantly，

　　　　On　the　other　hand　diploid　cells　（2C）　and

　　　　tetraploid　cells（4C）increase　significarltly

　　　　compared　with　5mg／kg　desage　group　at　3

　　　　week　after　last　treatment．

　　　　Hatched　area　show　cellular　debris．

Etoposideの投与により濃度依存性に1Cが低下し，

組織所見でのspermatidのみられる成熟した精細管

の比率の低下と相関していた（Fig．11，12－A，　B）．

そしてEtoposide投与後の1Cの対照群値への正常

化は組織学的にも確認された．また，lCの変動は

精子濃度およびfull　spermatogenesisを示すa精細

管の比率の変動とも相関を示し，造精機能障害の良

い指標となり得ると思われた，2Cの変動をみると，

障害が進むにつれてその比率が増加している．20㎎

群の投与終了後1週目（Fig．13－B）と3週目（Fig．

14－B＞のDNAヒストグラムパターンをみるといず

れも2Cが約70％と増加し類似している．しかしな

がら，組織所見を見比べると1週目（Fig．13－A）で

はspermatocyteまでの精細管が約30％みられるの

に対して，3週目（Fig．14－A）ではSertoli　cellと

spermatogoniaが主体となって障害がさらに進んで

いることが分かる．しかし，2Cが増加することは

造精機能障害が強いことを示しているものの，前述

したように2Cは単独の精細胞からなりたっている

わけではないので，どの段階での造精機能障害であ

るのかは断定できない．4Cの変化も2Cと同様，

単独の精細胞を表しておらず，これだけでは造精機

能障害の程度を判定することは出来ない．しかしな

がら，Phitzer1Dらはヒト精巣生検のフローサイトメ

トリーのDNA定量から，1C，2C，4Cのヒト
グラムパターンを比・較することによりsper－

matogenesisの程度を知り得ると述べている．今回の

実験から，筆者はとくに1Cの変化をみることが造

精機能障害のよい指標となりフローサイトメトリー

は有用性が高いと考える．

　Etoposide投与による可逆性については，10㎎群

で3週目に高度の障害をきたしていた精巣が，精子

形成の1サイクル（34．5日）17）を経過した10週目に

精子濃度，運動率，組織所見，DNAヒストグラム

パターンのすべてが対照群値に回復した．また，20

㎎群では高度の造精機能障害を来しほとんどのマウ

スが死亡したが10週目まで生存した1匹は造精機能

障害が回復していた．このことからEtoposideの用

量が致死的なものでなければ，造精機能は充分に回

復し得るのではないかといえる．投与後の妊孕能に

Fig．13－A．　Testicular　histology　of　20mg／kg　dosage

　　　　group　at　l　week　after　last　treatment．

　　　　Diameter　of　seminiferous　tubuli　show

　　　　small　significantly．

　　　　Seminiferous　tubuli　constitute　Sertoli　cell

　　　　and　spermatocyte　mainユy　and　show

　　　　vacuolar　change．（HE，×250）
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Fig．13－B．　DNA　histogram　of　20mg／kg　dosage　group

　　　　at　l　week　after　last　treatment．

　　　　Diploid　cells（2C）constitute　about　70　per－

　　　　cent　of　ce11s　in　histogram．

　　　　Hatched　area　show　cellular　debris．
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Fig．14－A．　Testicular　histology　of　20mg／kg　dosage

　　　　　group　at　3　week　after　last　treatment．

　　　　　Seminiferous　tubuli　with　significant　small

　　　　　diameter　show　severe　hyposper－
　　　　　matogenesis　with　increase　in　Sertoli　cell

　　　　　and　spermatogonia　and　show　vacuolar

　　　　　change、（HE，×250）
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Fig．14－B．　DNA　histQgram　of　20mg／kg　dosage　group

　　　　　at　3　week　after　last　treatment．

　　　　　Diploid　cells（2C）constitute　about　70　per－

　　　　cent　of　cells　in　histogram　as　nearly　same

　　　　　as　DNA　histogram　of　20mg／kg　dosage

　　　　group　at　l　week　after　last　treatment．

　　　　　Hatched　area　show　cellular　debris．

ついてTakahashiら19）はラットにおいてEtoposide

10mg／kg／dayを経口で2カ月間（総量600mg／kg）

または0．8mg／kg／dayを経静脈性で2カ月間（総量

48mg／kg）投与で精巣の重量が減少し造精機能障害

を来したにもかかわらず妊孕性が維持されているこ

とを報告している．精巣腫瘍の化学療法後多くの例

で一旦は無精子症になるが，数年後には約半数が精

液所見の回復を来し，妊娠例がみられたとの報告は

若年者の患者にとって大変勇気ずけられるものであ
る20”’22）．

日不妊会誌　37巻3号

　以上述べたように，Etoposideは造精機能に障害を

与えた．しかし，その変化は可逆性であることが判

明し，また精巣に比して精巣上体への影響は少ない

のではないかと考えられた．精巣腫瘍に対して本剤

を単独で投与することは少なく，Cisplatinをはじめ

とし各種坑癌剤との併用療法はさらに造精機能障害

を増強させる可能性もあり，今後われわれは寛解後

の妊孕能について十分注意を払って化学療法のレジ

メを決めていくことも重要な課題と思われる．
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Effect　of　Etoposide　on

mouse　spermatogenesis

Chiharu　Haraguchi

Department　of　Urology，　St　Marianna　University，

　　　School　of　Medicine　Kawasaki　216，　Japan

　　　　　　　（Director；Prof．　Takao　Osada）

　　The　effect　of　Etoposide　on　mouse　spermatogene－

sis　was　studied．

　　ICR　mice　were　treated　with　5　mg／kg，10　mg／kg

and　20　mg／kg　of　etoposide　for　5　weeks　by　intra－

peritoneal　injection　and　killed　at　l　week，3weeks

and　lO　weeks　after　the　last　treatment．

　　In　the　5　mg／kg　dosage　group，　spermatogenesis

was　significantly　decreased　at　l　week　compared

with　placebo　administered　controL　However，　it

returned　to　the　control　Ievel　at　3　weeks　after　treat－

ment　In　the　10　mg／kg　dosage　group，　sper－

matogenesis　was　even　more　depressed　at　3　weeks

after　treatment　than　at　l　week．　Decreases　in　tes・

ticular　weight，　sperm　density，　the　percentage　of

seminiferous　tubuli　with　sperm　and　late　spermatid

lC（haploid　celD　DNA　histogram　were　observed　at

3weeks．　On　the　other　hand，　the　epididymal　weight

and　sperm　motility　returned　to　the　control　levels　at

3weeks　after　treatment　earlier　than　the　other

parameters，　However，　at　lO　weeks　after　treatment，

all　parameters　returned　to　the　control　levels．　In　the

20mg／kg　dosage　group，　the　impairment　of　sper－

matogenesis　was　most　severe．　Seminiferous　tubuli

were　atrophied　and　showed　severe　hyposper－

matogenesis　with　an　increase　in　primary　sper－

matocyte，　spermatogonia　and　Sertoli　cell．　DNA

histogram　showed　a　significant　decrease　in　IC　and

asignificant　increase　in　2C（diploid　cell）．

　The　results　obtained　in　this　study　indicate　that

although　Etoposide　caused　impairment　Qf　sper・

matogenesis，　the　damage　was　reversible　at　interme－

diate　doses．　Etoposide’s　impairment　of　epididymal

function　might　be　less　severe　than　its　impairment　of

testicular　function．

　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年2月17日特掲〉



日本不妊学会雑跡
第37巻　第3号　　1992

酢酸ゴナドレリン間欠投与による

視床下部性陛腺機能低下症の治療経験

ACase　of　Hypothalamic　Hypogonadism　Treated　by　Pulsatile

Administration　of　Luteinizing　Hormone－Releasing　Hormone

金沢大学医学部泌尿器科学教室（主任：久住治男教授）
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久　住　治　男

Haruo　HISAZUMI

　　打　林　忠　雄

Tadao　UCHIBAYASHI

Department　of　Urology，　School　of　Medicine，

Kanazawa　University，　Ishikawa　920，　Japan

小松市民病院泌尿器科

西　野　昭　夫

Akio　NISHINO

Department　of　Urology，　Komatsu　Citizen　HospitaI

　症例は19歳男性，主訴は思春期遅発の精査．恥毛は淡く，腋毛，髭は認められず，外性器は小児様

で，精巣容積はオーキドメーターによる測定で左右とも3mlであり，Tanner分類2度と判定した．

内分泌学的検査では，LH，　FSHテストステロンはいずれも低値であり，　Insulin，　TRH，　LH－RH3種

負荷試験では，GH，　Cortisol，　TSH，　PRL，　LH，　FSHの有意なヒ昇が認められた．視床下部性性腺機i

能低下症と診断し，自動注入ポンプによるLH－RHの微量間欠的投与を開始した。投与量は2時間毎

に10μg，1日12　lplとした．治療開始6週後，血中テストステロン値は健常成人男性レベルに達し，

20週目までに精巣，容積は12mlと増大し，変声および恥毛の増加，腋毛，髭の発現が認められ，　Tanner

分類3度と判定した．この治療法により良好な二次性徴の発現が認められた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J，　Fertil．　Steril．，37（3），4〔〕8　412，1992）

緒　　言

　従来より中枢性性腺機能低一ド症の治療として性腺

ステロイドホルモンの補充療法やhCG－hMG療法な

どが行われてきたが，二次性徴に対して一定の効果

が認められるものの，生殖機能に対する有効性は必

ずしもト分とはいえない．一方，近年下垂体前葉の

ゴナドトロピンの合成と放出に視床下部の性腺刺激

ホルモン放出ホルモン（以下，LH－RH）の間欠的分

泌が重要な役割を演じていることが知られてから1・2），

種々の中枢性性腺機能低下症の治療として，LH－RH

微量間欠投与法が試みられるようになった．

　今回われわれは視床下部障害と診断された，低ゴ

ナドトロピン性性腺機能低下症例に対して，この治

療法を試み一定の効果が得られたので報告する．

症　　例

症例は19歳の男性で，思春期遅発の精査を目的と

して，■7月11H当科を受診した．既往歴・家

族歴に特記すべきことはない．患者は某大学に在籍
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図1　初診時全身像
図2　初診時外陰部像

表1　男児の性成熟度の判定（Tanner分類）

成熟度 恥 毛 陰 茎 精 巣

1度　　な　し

2度　やわらかい淡い毛がまばらに生える

3度　濃い色のちぢれ毛が増加する

幼児期に同じ

やや長くなる

更に長くなる

4度　　ほぼ成人並となるが大腿内側に及ばない　太く長くなり亀頭が目立つ

5度　成人型 成人型

幼児期に同じ

肥大が始まる（＞3ml）

陰嚢に色素沈着が始まる

更に大きくなる

一層大きさを増す

陰嚢の色素沈着増強

成人型

し，知能の低下は認められなかった．

　入院時現症：身長169cm，体重53　kg．外見上，恥

毛は淡くまばらに認められたが，腋毛，髭は認めら

れず，外性器は小児様で，精巣容積はオーキドメー

ターによる測定で左右とも3mlであり（図1，2），

また前立腺は偏平で触知困難であった．Tanner3）分

類2度と判定した（表1）．

　入院時検査所見：血液生化学的検査では，ALP値

の上昇の他には異常は認められなかった．内分泌的

検査では，LH，　FSH，テストステロンおよび尿中17KS

の低値が認められたが，他のホルモンの基礎値は正

常範囲内であった（表2）．入院後，Insulin，　TRH，

LH－RHの負荷試験を行い，　GH，　Cortisol，　TSH，

PRL，　LH，　FSHの有意な上昇を認めた（図3）．　hCG

試験では，やや低反応であるが，ゴナドトロピン刺

激の長期欠乏の影響と考えられ，性腺のゴナドトロ

ピン反応性は保たれていると判定した（図4）．一方

精巣生検では，精細管はほぼ支持細胞で占められて

おり，少数の精母細胞がみられるが，精子形成は全

く認められなかった．また，間質にはLeydig細胞は

殆ど認められなかった（図5）．トルコ鞍X－P，頭部

CTでは，異常所見は認められなかったが，手根骨X－P

では，骨年齢は16歳程度であった．その他，色盲，

視野障害，嗅覚異常などは認められなかった．

　以上の結果より，視床下部性性腺機能低下症と診

断し，1990年2月16日より，ニプロ社製自動注入ポ
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表2　入院時検査所兄
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200
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ンプSP－31（図6）を用いて，酢酸ゴナドレリン（ヒ

ボクライン，田辺製薬）の腹壁皮ドへの間欠的投与

を開始した．投与量は，中片らによるLH－RH治療

研究会の報告4｝に従い，1回10μg，2時間間隔で1

日12回とした．

　治療経過：定期的に二次性徴の変化，ゴナドトロ

ヒン，テストステロンの基礎f直を測定した．治療開

始2週後，LH，　FSHのヒ昇が認められたが，テスト

ステロンは低f直のままであった．4週後，テストス

テロン値はややL昇し，精巣容積5mlと増大した．

以後，外来的に治療および経過視察を行った．治療

開始6週後，テストステロン値は健常成人男性レベ

ルに達し，10週後，精巣容積8mlと増大した．15週

後，恥毛の増加および変声が認められた．20週後，

0

TestoSしerone
（250－llOOng／dl）

〇　　　24　　　48　　　7211rs
　　　l剰4　　hCG　ffL　1苛雨式験

精巣容積は左右とも12mlと増大し，陰茎の発育，腋

毛および髭の発現が認められ，Tanner分類3度と判

定した．24週後，さらに恥毛および陰茎の発育がみ

られ，治療開始30週後には，射精が可能となった．

しかし精f形成は依然認められなかった，この頃よ

り，治療受け入れ意欲の減退から注入ポンプを携帯

しなくなったため，■91125Bの採血では，ゴ

ナドトロピン，テストステロンとも治療前値まで低
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縞巣容積

（ml）　3　　5 8 12
舞　kzrl髭
塁　　　　塁 撃

図5　精巣組織生検像（H．E．染色，　x　200）

図6　ニプロ社SP－31ポンプ

下をきたした（図7）．1991年6月より治療を再開し，

現在経過観察中である，

考　　察

　1970年代に去勢した赤毛ザルの観察によって，下

垂体性ゴナドトロピンの1ないし2時間ごとの間欠

的分泌が見出され1），さらにこれが視床下部から下垂

体門脈系への間欠的LH－RH分泌を反映したもので

あることが示された2），一方，Nakaiらは視床下部を

破壊して内因性LH－RHを除去したサルに外因性LH

－RHを連続的に投与すると，いったん増加したゴナ

ドトロピンの分泌は抑制されるが，間欠的に投与す

るとゴナドトロピンの分泌を正常に維持できること

を報告した5・6）．

　以後，この生理的分泌を模したLH－RHの微量間

欠投与が下垂体性ゴナドトロピンの分泌を回復させ

ることが期待され，専用ポンプの開発と相侯って種々

の視床下部障害による性腺機能低下症の治療に試み

られるようになった．

　この治療の適応に当たっては下垂体のLH－RH反

応性と性腺のゴナドトロピン反応性が保たれている，

すなわち障害部位が視床下部に限局していることが

LH－RH徴量闇欠投与10μg　q2hrs

Lli，　FSH
（mIU／ml）

20

10

Tesしosterone（n9／dl）
lOOO

500

0
0 10　　　　　　　　　20

　Tirn　e（weeks）

採17　　i台療経過

30

条件である．…般にLH－RH試験においてゴナドト

ロピンの反応性が低下していれば下垂体も障害され

ていると考えられるが，現実には視床下部のみの障

害においても，長期にわたる上位刺激の欠乏により

二次的に下垂体機能が低下している場合もあり，こ

の時は生理的な周期および量のLH－RHの投与によ

って下垂体ゴナドトロピン分泌機能の回復が期待さ
れる7）．

　今回LH－RH試験およびhCG試験結果より，視床

下部障害と診断した性腺機能低下症患者に対して，

専用ポンプによるLH－RH微量間欠投与を行った．

その結果，治療観察期間30週ながら，Tanner分類

2度から3度へと二次性徴の促進が認められ，また

精子形成には到らないまでも射精が可能となった。

　視床下部性性腺機能低ド症の治療としてのLH－

RH微量間欠投与法は，本来欠損しているものを補う

点，下垂体に対する性腺ステロイドによるnegative

feedbackが期待できる点において，従来のhCG－hMG

療法や性腺ステロイド補充療法に比して，より生理

的治療と考えられ生殖機能も含めた効果が期待され

る8）．Hoffmanら9）は6例中3f　」で精子の出現を，さ

らにMorrisらは10例中3例に妻の妊娠を見たと報

告している．

　一方，健常人において思春期が発来してから完了

するまでに少なくとも1年以上の期間を要すること

を考慮に入れると，本治療において生殖機能を獲得

するには患者側の根気強さが不可欠であると思われ

た．本症例では治療が中断したが，その後治療を再
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開しており，さらに経過観察をしていく∫淀である．

　以上，視床下部障害と判定した性腺機能低ド症例

に対して，専用ポンプによるLH－RH微量間欠投与

を行い，良好な二次性徴の発現が認められたので，

文献的考察を加え報告した．
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ACase　of　hypothalamic　hypogonadism

　　treated　by　pulsatile　administration

　　　　　　　of　luteinizing　hormone－

　　　　　　　　　　releasing　hormone

　　Soo－Woong　Lee，　Kiyoshi　Koshida，

Tadao　Uchibavashi　and　Haru〔〕Hisazumi

Department　of　Urology，　School　of　Medicille．

Kanazawa　Ulliversity，　Ishikawa　920，　Japan

　　　　　　（Director：Prof．　H．　HisazumD

Akio　Nishino

Department　c）f　UroIogy，　Komatsu　Citizen　H（）spita1

　The　patient　was　a　l9－year－old　nlale　“・ho　colll－

plained　of　delayed　puberty．　Serunユlevels　of　LII．

FSH　a1ユd　testosterone　were　abnomally　low．　Admin－

istration　of　insulin，　TRH　and　LI－1－RH　produced　a

significant　rise　in　blo（）d　GH，　cortisol，　TSH．　PRL

LH　and　FSH　Ievels．　Under　the　diagnosis　of　hypoth・

alamic　hypogona⊂1ism，　pulsed　subcutaneous　infu－

sioll　of　10μg　LH－RH　every　2　hours　usillg　a　portable

illfusiOl）pump　was　performed．　Blo（．）d　testosterone

Ievel　was　increased　to　the　normal　range　of　adult

males　after　6　weeks　of　the　t1’eatment．　Thereby，

acceleration　of　sexual　maturity　was　11（）ted　although

spermatogenesis　was　n（）t　demonstrated．　Thus，　the

pulsatile　administratioIl　of　a　low－dose　of　LH－RH

apPeared　to　be　effective　on　Inaturation　of　I）uberty

in　the　case　of　hypothalalnic　hypogonadisnn．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’受f寸　：1991　｛i礼12　月　28　11）
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OPTIMUM　METHODS　OF　STORING

MAMMALIAN　SPERM　NUCLEI

Kazuhiko　HOSHI，　Kaoru　YANAGIDA　and　Akira　SATO

　　　　　　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　Fukushima　Medical　College，　Fukushima　960－12，　Japan

　　Abstmct：For　ooplasmic　microinjection，　we　examined　the　optimum　method　of　storing　sperm

nuclei．　Using　spermatozoa　collceted　from　the　hamster　caudae　epididymidis，　a　suspension　of　sperm

nuclei　was　prepared。　This　suspension　was　stored　under　the　following　conditions：（1）at　4℃，（2）at－

40℃，（3）at　room　temperature　in　a　freeze－dried　form，　and（4）at　room　temperature　in　an　air－dried

form．　After　certain　periods　of　storage，　a　sperm　nucleus　was　microinjected　into　an　unfertilized

hamster　egg　and　incubated　for　5　hours　to　examine　the　degree　of　male　pronuclear　formation．　When

stored　at　4℃，the　male　pronuclear　formation　rate　was　over　91％at　a　storage　period　of　7　weeks，

but　the　rate　decreased　as　the　storage　period　exceeded　g　weeks．　When　stored　at－40℃，the　male

pronuclear　formation　rate　was　over　95％even　after　63　weeks　of　storage．　When　stored　in　a　freeze

－ dried　form，　the　male　pronucIear　forming　ability　was　preserved　well（94％）for　12　weeks．　When

stored　in　an　air－dried　form，　male　pronuclear　formation　tended　to　be　delayed　compared　to　the

nuclei　stored　in　a　freeze－dried　form，　These　observations　suggest　that　simple　cryopreservation

without　cryoprotectant　is　most　useful　and　freeze－dry　method　may　be　utilized　to　experimental　and

CliniCal　USe．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　SteriL，37（3），413－418，1992）

Introduction

　　Motility　is　an　essential　factor　required　for

sperm　to　serve　as　a　gametel）．　For　this　reason，

preservation　of　sperm　motility　is　indispensable　in

storing　sperm．　At　present，　spermatizoa　are　usu－

ally　stored　in　a　frozen　form，　using　a

cryoprotectant2）．　Recently　we　can　observe　the

fertilization　by　using　microsurgical　injection3～5）．

By　this　techonology，　mortility　of　sperm　is　not

necessary　for　the　fertilization．　So　we　can　regard

sperm　nuclei　as　gametes．　It　has　been　demonstrat－

ed　that　male　pronuclei　were　formed　even　when

mammalian　sperm　nuclei，　separated　from　their

tail，　were　injected　into　eggs　under　a

microscope3・6・η，　and　that　microinjection　of　these

sperm　nuclei　even　led　to　the　development　of　early

stage　embryos5・8｝．　Microinjection　is　useful　in

studying　the　mechanism　for　male　pronuclear

formation9）and　in　helping　fertilization　of　eggs

with　malfunctioning　sperm．　However，　it　is　un－

known　how　long　sperm　nuclei　can　be　stored　while

preserving　their　fertilizing　function．　Therefore，

we　recently　studied　optimum　methods　of　storing

sperm　nuclei　from　the　viewpoint　of　preservation

of　the　male　pronucleus　forming　ability．

Materials　and　Methods

Culture　medium

　　The　modified　Krebs－Ringer　solution（WH　solu・

tion）was　used　to　incubate　the　eggs　after

microinjection1°川．　The　WH　solution　was　made　of

109．6mM　Nacl，4．8　mM　KCI，1．7　mM　Ca－lactate・

4H20，1．2mM　MgSO4・7H20，1．2mM　KH2PO4，22。
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6mM　NaHCO3，5．6　mM　glucose，0．22　mM　Na－

pyruvate，1000　u／dl　penicillin　G　and　3　mg／ml

bovine　serum　albumin．　Incubation　was　carried　out

at　37℃and　under　5％CO2　in　air．　Its　pH　was　set　at

7．4at　the　just　beginning．　For　microinjection，　a

modified　WH　solution（mWH　solution；pH　7．4）

was　used，　which　was　prepared　by　reducing　the

NaHCO3　concentration　to　12．6　mM　and　adding　10

mM　hepes．

PreParation　Of　eggs

　　Superovulation　was　effected　in　female　golden

hamsters．15－17　hours　after　hCG　injection，　eggs

were　collected　from　the　oviduct12）and　treated

with　mWH　O」％hyaluronidase　contained　in

mWH，　for　5－10　minutes　to　remove　their　cumulus

cells．　Immediately　after　the　eggs　were　washed　in

mWH　solution，　they　were　transferred　into　a　plas－

tic　Petri　dish　containing　WH　solution（0．1－03　ml）

covered　with　mineral　oil．　Within　one　hour　after

collection，　a　sperm　nucleus　was　injected　into　each

egg　by　ooplasmic　microinjection　technique．　Until

microinjection，　eggs　were　stored　at　37℃under　5％

CO2　in　air．

PrePαration　Of　sPerm　nuclei

　　Spermatozoa　were　collected　from　the　caudae

epididymidis　of　male　golden　hamsters　and

suspended　in　8　ml　distilled　water．　While　cooling

the　suspension　in　ice，　the　tail　of　sperm　was　separ．

ated　from　its　head（rlucleus）by　sonication（two

one－minute　bursts　at　10（）W　power　output二LAB－

SONIC　U，　Braun，　West　Germany）After　5－minute

centrifugation　at　750xg，　the　pellet　was　resuspend－

ed　in　3　ml　of　1．5　M　sucrose　solution　and

centrifuged　for　lO　minutes　at　300xg．　The　super－

natant　was　discarded．　The　sediment　was　washed

twice　by　5－minute　centrifugation（750xg）in　dis－

tilled　water．　Collected　sperm　nuclei　were

resuspended　to　a　concentration　of　l　x　IO8／ml．　The

suspension　was　placed　into　sampling　tubes（0．5　ml

－ tube）．　This　suspension　was　stored　at　the　follow－

ing　conditions：（1）at　4℃，（2）at－40℃，（3）at　room

temperature　after　freeze－drying　with　a　faeeze－

dryer（Model　FO－5，　Inaiseieido，　Japan）and（4）at

room　temperature　in　an　air－dried　forn1．　Both

dried　sperm　nuclei　were　placed　in　sampling　tubes

too，　and　kept　in　a　desiccator　at　ambient　tempera－

ture．　After　certain　periods　of　storage，　a　sperm

Ilucleus　was　microinjected　into　an　unfertilized

hamster　egg．　Immediately　before　microinjection，

the　sperm　nuclei　stored　under　the　frozen　form

were　thawed，　and　the　sperm　nuclei　stored　under

the　freeze－dried　form　or　dried　form　were　mixed

with　a　few　drops　of　distilled　water．

Microinj’ection

　　Athin　wall　capillary（1．O　mm　in　outer　diameter；

Kimble）was　processed　with　a　micropipet　puller

（Model　PN－3，　Narishige，　Japan）to　yield　an　injec－

tion　needle　with　a　tip　outer　dialneter　of　6μm（5－

7μm）．Aholding　needle　with　an　outer　diameter　of

100μmand　a　tip　inner　diameter　of　15μm　was

prepared　by　using　a　puller　and　a　micro－forge

（Model　MF－79，　Narishige，　Japan）．　The　mi・

cromanipulator　（Model　MO－102，　Narishige，

Japan）and　the　microscope（OLYMPUS　IM2，

Japan，　with　Nomarsky　modulation）were　used　in

this　experiment．

　　The　cover　of　a　plastic　Petri　dish（Falcon，

Becton　Dickinson　Labware，　NJ）was　used　as　a

chamber　for　microsurgical　injection．　A　small

amount　of　medium（2μ10f　mWH　solution）and　a

sperm　suspension（10－12％　PVP；polyvinylpyr－

01idone　in　O．9％NaCl：2μ1）were　placed　on　the

dish．　Sperm　suspension　was　prepared　by　diluting　1

－ 3μlof　sperm　nuclei　suspension　in　10μ10f　l5％

polyvinylpyrolidone（PVP　in　O．9％NaCl）．　Mi－

croinjection　was　carried　out　at　a　magnification　of

x250．　A　sperm　mlcleus，　collected　from　the　sperm

nuclei－PVP　drop　into　the　injection　needle　was

injected　into　the　oocytes　in　the　drop　of　mWH

solution．　To　facilitate　suction　and　injection　of　the

sperm　nucleus　with　an　injection　needle，　a　small

amount（0，3－0．4μ1）of　mercury　was　attached　to

the　needle　tip3）．　The　basic　procedure　of　microin－

jection　was　carried　out　according　to　Perreault

and　Zirkin（1982）．

　　The　oocytes　after　microinjection　were　incubat－

ed　in　WH　solution　for　5　hours　and　then　appropri－

ately　compressed　between　a　glass（on　which　dro・

plets　of　wax　were　placed　at　4　points）and　covers－

1ip．　The　compressed　oocytes　were　fixed　in　2．5％

glutaraldehyde　for　1－2　minutes，　stained　with　1％

acetocarmine　for　1－2　minutes　and　washed　in　45％

acetic　acid．　The　samples　were　then　observed

under　a　phase　contrast　microscope（x400－1000）for
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changes　in　sperm　nuclei（swelling　or　male　pronu・

clear　formation）．　Some　oocytes　had　intact　sperm

nuclei　on　their　surface，　some　did　not　contained

sperm　nuclei　in　the　cytoplasm　and　some　showed

obvious　sign　of　degeneration　or　cytolysis．　Only

activated　oocytes，　which　had　the　first　and　second

polar　body　and　an　egg　Proncleus　and　contained

sperm　nucleus　in　the　cytoplasm，　were　subjected　to

futher　evaluation．　If　sperm　nuclei　are　impaired

during　storage，　the　injected　sperm　nuclei　stop

changes　after　decondensation　or　midway　in　the

course　of　pronucleus　formation．　Based　on　this

hnowledge，　we　divided　the　degree　of　male　pronu－

clear　formation　into　8　stages　as　previously

reported13）：stage　O（no　change　in　sperm　nuclei），

stage　1（slight　swelling　of　sperm　nuclei），　stage　3

（marked　swelling），　stage　4（formation　of　the　edge

of　the　pronucleus），　stage　5　（apPearance　of　nu－

cleoli）and　stages　6　and　7（presence　of　well－devel－

oped　pronucleus）．　Stages　4　through　7　are　called

prounclear　stages．　Appearance　of　deformed

sperm　nuclei，　which　sometimes　occur，　was　called

abnormal　decondensation（AbD）．　Using　this　classi－

fication，　the　male　pronucleus　forming　ability　of

sperm　nuclei　was　compared　among　different

methods　of　storage．

Results

　　In　the　tables，　the　first　week　of　storage　means

the　one－week　period　after　the　day　when　sperm

nuclei　were　prepared，　and　the　second　week　of

storage　means　the　period　from　day　O　to　day　6

after　the　first　week．　Sperm　nuclei　which　were

microinjected　immediately　after　collection　served

as　controls．　Table　l　shows　the　data　for　controls；

95％of　control　nuclei　showed　the　formation　of

male　pronucleus，　and　65％of　them　showed　well－

developed　male　pronucleus（stage　60r　7）．

　　Storage　at　4℃was　continued　for　36　weeks　in

maximum。　None　of　these　samples　showed　deform－

ity（e．　g、，　swelling）of　sperm　nuclei　through　this

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Table　1
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duration．　Table　2　shows　the　degree　of　male　pronu－

clear　formation　in　relation　to　the　duration　of

storage．　In　one　week　storage，96％of　viable　eggs

had　male　pronucleus．　Of　these　pronuclei，70％

were　at　stage　6．　The　percentage　of　each　stage　of

male　pronucleus　did　not　differ　between　different

durations　of　storage　for　a　range　from　2　to　7

weeks．　After　g　weeks　of　storage，　the　percentage

of　eggs　showing　decondensation　of　the　sperm

nucleus　increased　tQ　22％，　and　stage　5　was　most

frequent　stage　in　eggs　showing　the　formation　of

male　pronucleus（55％），　indicating　a　tendency　for

delayed　formation　of　the　pronucleus．　This　ten－

dency　became　more　marked　as　the　duration　of

storage　further　increased，　that　is，　the　stage　of

pronucleus　development　became　more　premature．

After　36　weeks　of　storage，　male　pronucleus　for－

matlOn　waS　nOt　Seen　any　mOre、

　　Storage　at－40℃was　continued　for　63　weeks　in

maximum．　When　the　stored　sperm　nuclei　were

thawed　at　room　temperature，　no　morphological

abnormalities　were　observed　with　phase－contrast

microscope（x1000）．　Table　3　shows　the　pronucleus

forming　ability　after　storage　under　this　condition．

The　male　pronucleus　formation　rate　was　95－100％

when　the　duration　of　storage　was　1－63　weeks．

Analysis　of　the　percentages　of　each　stage　of

pronucleus　development　revealed　excellent　deve1－

opment　of　pronucleus　after　storage　at－40℃．

　　The　male　pronucleus　forming　ability　of　sperm

nuclei　stored　in　a　freeze－dried　or　air－dried　form

was　examined　for　samples　stored　for　12　weeks　in

maximum（Table　4）．　The　male　pronucleus　forma－

tion　rate　for　freeze－dried　samples　after　12－week

or　shorter　storage　was　94－95％，　and　the　dominant

stage　of　pronucleus　development　was　stage　5　in

these　samples．　The　male　pronucleus　formation

rate　of　air－dried　samples　was　91％after　one　week

of　storage　and　87％after　12　weeks　of　storage．　The

percentage　of　stage　4　development　of　pronucleus

was　higher（13－18％）after　one－week　or　12－week

The　ability　of　fresh　sperm　nuclei　to　develop　into　pronucleia

　　No．　of　　　No．　of

eXamlnat10n　OOCyteS 0

　％Oocytes　in　pronucleus　development　stage

1－3，AbDb　　　　4　　　　　　5　　　　　　　6 7

5 20 0 5 5 20 40 30

aSperm　nuclei　were　prepared　in　diStilled　water　and　injeCted　into　oocytes　within　l　hours．

bAbD：Abnormal　decondensation
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storage　in　an　air－dried　form．

Discussion

　　If　sperm　nuclei　from　hamsters　and　other　mam－

mals　are　injected　into　eggs，　they　develop　male

pronuclei．　Ooplasmic　microinjection　of　sperm

nuclei　is　thought　to　be　useful　in　examining　the

mechanism　for　male　pronucleus　formation　and　in

facilitating　fertilization　of　malfunctioning　sperm．

According　to　a　preliminary　report14），　microinjeじ

tion　of　a　rabbit　sperm　into　a　rabbit　egg　and

subsequent　transplantation　of　this　egg　into　the

fallopian　duct　of　a　pseudo－pregnant　rabbit　result－

ed　in　delivery　of　newborns．　Microinjection　of

sperm　nuclei　alone　has　been　reported　for　micel5），

ratsl6），　hamsters3）and　rabbits8・17｝，　This　technique

yielded　pronuclear　stage　or　2－cell　stage　fertilized

eggs，　although　no　delivery　of　newborns　has　been

reported．

　At　present，　the　only　effective　method　of　sperm

　　　　　　　　　　　　　Table　2
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storage　is　cryopreservation　which　is　used　the

cryoprotectant　for　the　purpose　of　protecting　the

motility　of　the　sperm　tail　and　the　cytoskeleton

and　organelle　of　sperm．　It　is　known　that　the

mammalian　sperm　nuclei　are　fairly　stable　against

physical　and　chemical　stimuli．　Even　after　30－

minute　heating　at　90℃or　24－hour　exposure　to　a

pH4　solution，　the　mammalian　sperm　nuclei

showed　good　male　pronucleus　formation　follow－

ing　ooplasmic　Microinjectionl3》．　This　finding　sug－

gests　that　the　sperm　nuclei　can　be　preserved　with

asimpler　technique．　Therefore，　we　observed　the

pronuclear　stage　development　after　microinjec－

tion　of　sperm　nuclei　stored　under　the　following

four　conditions（1）at　4°C，（2）at－40℃without

using　cryoprotective　agents，　（3）　freeze－drying，

and（4）air－drying．　When　stored　at　4℃，the　male

pronucleus　forming　ability　could　be　preserved

well　for　7　weeks，　in　contrast　to　the　previous

knowledge　that　the　sperm　nuclei　stored　at　this

The　ability　of　4℃－stored　sperm　nuclei　to　development　into　pronucleia

Storage　period

　　　（week）

No．　of　activated

　　oocytes（n）b 0

％Oocytes　in　pronucleus　development　stage：

　1－3，AbDc　　4　　　　　5　　　　　6 7

　1

　2

　4

　5

　6

　7

　9

12

13

14

15

17

18

22

23

25

28

29

30

35

36

18

20

21

17

22

22

　9

18

16

16

20

25

15

23

28

26

16

14

14

23

19

（3＞

（3）

（3）

（3）

（3）

（3）

（2）

（3）

（4）

（3）

（3）

（3）

（2）

（3）

（4）

（3）

（3）

（3）

（2）

（3）

（3）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

　6

　0

　0

　0

　9

　9

22

11

　8

12

20

　8

20

22

27

15

31

28

64

71

100

〔〕

10

　0

　0

　0

18

　0

　0

15

　0

20

　0

　0

35

26

27

25

43

36

29

　0

12

40

29

35

18

55

44

67

31

38

40

68

20

17

17

46

38

29

　0

　0

　0

70

50

29

53

55

18

34

22

31

38

10

24

60

26

30

12

　6

　0

　0

　0

　0

12

　0

42

12

18

　0

　0

　0

15

12

10

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

aSperm　nuclei　were　stored　in　distilled　water　at　4℃．

b（n）：nu1nber　of　experiments

cAbD：Abnormal　decondensation
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Table　3　The　ability　of　freezed　sperm　nuclei　to　develop　into　pronucle｛a

Storage　period

　　　（week）

No．　of　activated

　　oocytes（n）b 0

％Oocytes　in　pronucleus　development　stage：

　1－3，AbDc　　4　　　　　5　　　　　6 7

　1

12

31

43

63

20

37

21

14

22

（4）

（5）

（3）

（2）

（3）

0

0

0

0

0

5

3

5

0

5

　O

l6

　0

　0

18

20

19

19

29

45

55

46

43

57

27

20

16

33

14

　5

aSperm　nuclei　were　cryopreserved　without　cryoprotectant　at－40℃．

b（n）：number　of　experiments

cAbD：Abnormal　decondensation

Table　4　The　ability　of　dried　sperm　nuclei　to　develop　into　pronucleia

Kind　of

　　dry

Storage
period

（week）

　　No．　of

activated

oocytes（n）b

　　　　％Oocytes　in　pronucleus　development

O　　　1－3，AbDc　　4　　　　　5

stage：

6 7

Freeze－

　　dry

　1

12

20（3）

18（3）

0　　　　　5　　　　　5　　　　60

0　　　　　6　　　　　0　　　　56

25

38

50

Air－dry
　1

12

22（3）

15（2）

0　　　　　9　　　　18　　　　63

0　　　　13　　　　13　　　　60

　9

14

00

aSperm　nuclei　in　distilled　water　were　freeze－dried　and　simply　dried　in

　　tubes，　and　kept　in　a　desiccator　at　room　temperature．

b（n）：number　of　experiments

cAbD：Abnormal　decondensation

air．　They　were　placed　in　sampling

condition　should　be　used　within　2　weeks9）．

Although　the　course　of　development　into　2－ce11

stage　embryos　was　not　observed　in　this　study，　we

previously　found　that　2－cell　stage　embryos　devel－

oped　from　rabbits　sperm　nuclei　sfter　3　days　stor－

age　at　4℃17），　and　that　we　could　recently　observed

this　development　by　using　l　week－stored　sperm

nuclei　of　rabbit（not　published）．　When　stored　at－

40℃　without　using　cryoprotectants，　the　pronu－

cleus　forming　ability　was　preserved　almost　com－

pletely　for　the　63－week　period　examined．　Such

high　stability　of　sperm　nuclei　in　the　absence　of

cryoprotectants　seems　to　be　explained　by　that　the

sperm　head　is　unlikely　to　develop　intracellular　ice

crystal　formation　because　it　contains　hardly　any

cytoplasm（unlike　somatic　cells）．　In　the　future，　the

efficacy　of　freeze－drying　and　air－dry量ng　for　stor－

age　of　sperm　nuclei　has　to　be　studied　for　longer

periods．　In　view　of　the　finding　of　delayed　forma－

tion　of　male　pronucleus　in　both　dried－methods，

they　seem　to　cause　some　impairment　in　sperm

nuclei，　However　freeze－drying　which　showed

almost　good　rate　of　male　pronuclear　formation

seems　to　provide　as　means　for　preserving　sperm

nuclei　because　of　simplicity　and　low　cost（because

this　is　possible　at　room　temperature）．　Although　its

influence　on　the　DNA　synthesizing　function　and

early　embryo　development　has　to　be　further　stud－

ied，　experimental　and　clinical　application　of　this

technique　are　expected．　Our　observation　suggest

that　simply　cryopreservation　without　cryo－

protectant　is　most　useful　at　present　and　freeze－

dry　method　may　be　able　to　utilized　to　experimen・

tal　and　clinical　use．
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哺乳動物の精子核の保存

福島県立医科大学産科婦人科学教室

星和彦柳田薫佐藤章

　現在行われている精子保存法は，精子の運動性の維

持を考慮した凍結保存法で．凍結保護剤を使用してい

る．最近では，運動性の無い精子や精子核でも受精を

成立させることができる．また哺乳動物の精子核は種々

の刺激に耐え良好な雄性前核を形成することが知られ

ている．そこで，精子核のより簡便な最良の保存法を

精子核の雄性前核形成能の点から検討した．

　ハムスターの精巣上体尾部精子核を蒸留水に浮遊さ

せ，1）4℃，2）－40℃，3）freeze－dry・室温、4）

乾燥・室温の4法で保存し定期的にそれらの精子核を

ハムスター未受精卵に細胞質内顕微注入を行い5時間

後の雄性前核形成状態を比較検討した，作成直後の精

子核での前核形成率（95％）をコントロールとした。

　　4℃の保存では7週間保存まではコントロールと変

わり無く、以後は前核形成が障害され36週目には精子

核に変化は認められなかった．－40℃の保存では63週

まで観察したがこの期間，コントロールと同じだった．

Freeze－dryでは12週まで保存したが，これも良好に保

存できた．乾燥法は大気中で風乾させたが，雄性前核

形成の遅延がみとめられ，処理による障害が考えられ
た．

　　以上より精子核の簡便な最適な保存法は単純な凍結

保存である．さらに検討期間が3カ月と短いが，処理
後の維持が簡単なFreeze－dry法の成績も良’好であり今

後の応用が期待された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1991年12月13日）
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エストロジェンによるラット精巣のテストステロン生合成の

調節とペントースサイクルへの影響

　Regulatoly　Effect　of　Estrogen　to　Teststerone　Production　and　Pentose

Phosphate　Pathway　Activity　at　Different　Stages　of　Developing　Rat　Testis

東邦大学佐倉病院産婦人科学教室

　　柳　堀　　　厚

　Atsushi　YANAGIBORI

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Sakura　Hospital，

　Toho　University　School　of　Medicine　Chiba　285，　Japan

　6日齢，45日齢ラットにEstradiol－17β（E2）を投与し，テストステロン産生への影響とE2による

テストステロン生合成の調節機構を精巣内E、レセプターの変動により研究した．またペントースサイ

クルのテストステロン合成への関与について検討した．

　精巣テストステロン濃度は，6日齢では無処置群，E2処置群で有意差はなく，45日齢ではE、処置

群は無処置群の約1／4に減少した．精巣E2レセプターは、出生8日齢まで検出されず，11日齢より

出現した．ll日齢，14日齢，20日齢精巣のE2レセプター解離定数は，おのおの4．73±0．20（×10“i°

M），3．93±026（×10－1°M），2．84±0．42（×IO－’°M）で3者間に有意差を認め（P〈0．1），20日齢

以降のレセプターは高親和性であった．結合部位数は加齢により漸増した．

　以上の結果より，幼若ラットではE2レセプター不在のため，　E2受容体機構を介してのテストステロ

ン産生の阻害作用が働かなかったと考えられる．またペントースサイクルは，成熟ラットでE2処置に

よりテストステロン濃度の減少に平衡して有意な減弱を示し，本経路のステロイド合成への関与を示

唆した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，37（3），4ユ9　425，1992）

緒　　言

　Roosen－Runge1〕，　Lording2）らはラットLeydig細

胞を形態学的にfetal　Leydid細胞，　adult　Leydig細

胞と分類し，両者の形態学的相違は、成熟過程での．

Leydig細胞の機i能的変化にも関連するという3・‘）．わ

れわれは，すでに報告したように，日齢1日より5

日間，連日estradiol－17β（E、）を投与した時，テス

トステロン産生の抑制を認めず，この時期にはE，に

よるテストステロン合成抑制効果がないことを示し

た5｝．一般にテストステロンは，E2によりその産生が

抑制されることは広く知られており，われわれの実

験結果は，E2に対するLeydig細胞の反応が，幼若，

成熟ラット間で相違があることを示唆している．今

回、neonatalと成熟期ラットに，おのおのE2を負荷

し，E2の両Leydig細胞への影響を明確にすると同

時に，E2によるテストステロン生合成の調節機構を

精巣内E，レセプターの変動より研究した，また，ス

テロイド合成に関与するペントースサイクルの鍵酵

素であるglucose－6－phosphate　dehydrogenase

（G6P－DH）活性を測定し，同経路のテストステロン生

合成に対する関連についても併せて検討した．

実験方法

1）精巣

　Wistarラットを用いた．飼育条件は，12時間，明

暗自動サイクルの室内で飼育し，21日齢までは1ケ

ー ジ母親1匹に対し3～9匹の子を入れ，その後は
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Collect　tissue　and　freeze　in　dry－ice

　　　　　　　　l
Homogenate　tissue　in　liquid　nitrogen（Spex　Homogenizer）

　　　　　　　　l
Centrifuge　homogenate　at　105，000g　for　lhr

　　　　　　　　1
Cytosol

　F diethylstilbestrol

3HEstradiol（five　concentrations）

日不妊会誌　37巻3号

Incubate　at　4℃overnight　　　　　　　　　　　Measure　protein　concentration

　　　　　　　　l
Separate　bound　and　free　by　DCC　method

　　　　　　　　l
Determine　radioactivity

　　　　Perform　Scatchard　analysis
　　　　　　　　　　図l　Assay　procedure　for　ER　in　cytoso1

離乳した．E2負荷実験は，6日齢，45日齢ラットに，

すでに10μ1当たり25μgに調整されているE2（帝

臓）を50μg，コントロール群に生理食塩水20μ1を

皮下注射した．注射6時間後塩酸ケタミン麻酔下で

精巣を摘出し，片側精巣は直ちにG6P－DH活性測定

のために使用し，他側はテストステロン測定のため

に一80℃で保存した．E2レセプター測定には6－一　60

日齢のラットを使用し，摘出精巣は測定まで一　80℃

で保存した．

　1回の実験で使用したラット数は，テストステロン

測定のための6日齢ラット25匹，E、レセプター測定

のために6日齢20－30匹，8日齢20匹，11日齢15

匹，14日齢8～9匹，20日齢5～8匹であった．な

お，45日齢，60日齢精巣はカプセルを除去し使用し

た．E，負荷後の血中E2濃度測定は，6日齢，45日

齢ラットにE225μgあるいは50μgを皮下注射し，

6時間後麻酔下で心臓より直接採取した血液約3mI

を用いた．

2）テストステロン測定6〕

　精巣を10倍量の生理食塩水でホモジナイズし，そ

のホモジネート100μ1に回収率補正用T－3HIOOO

dpm添加後，10倍量のジエチルエーテルで抽出した，

ヘキサン：ベンゼン：メタノール（90：5：5）で

膨潤させたSephadex　LH－20（Pharmacia　Uppsala，

Sweden）を径7mmのカラムに2ml充填し，精巣抽出

物を同溶媒0．1mlで溶解後カラムに添加した．次に

2mlの溶媒でテストステロンフラクションを溶出さ

せ，全溶出液を採取した．テストステロンフラクシ

ョンの1／2を回収率補正用に，残り1／2にT－3H

10，000dpm加え，約60℃でN2ガスにより乾固後

assayに用いた．

3）血中エストロジェン測定7）

　血漿約1mlに回収率補正用E2－31000　dpmを添

加し，10倍量のジエチルエーテルで抽出した．ベン

ゼン：メタノール（85：15）の溶媒で膨潤させた

SephadexLH－20をマイクロカラムに2mlつめ，抽

出物に上記溶媒0．1m1加えて溶解し，カラムに添加

した．次に同溶媒でE2フラクションを溶出採取した．

E、フラクションの1／2を回収率補正用に，残り1

／2にE2－3H　10，000　dpmを加え，60℃でN2により

乾固しassayに用いた．

4）精巣E2にレセプター測定8・9）

　各日齢ラット精巣0。59をTED　buffer（10mM

Tris－HCI，1．5mM　EDTA・2Na）中でホモジナイズ

し、105，0009，0℃，1時間，超遠心分離し，可溶

性分画を得た．得られた可溶性分画に3T標識エスト

ロラジオールを加え，40μMの合成エストロジェン

（DES）の有無下で，0℃24時間インキュベートし

た．DCC処理で未結合の標識エストラジオールを

除去し，上清中のE，レセプターと結合した標識エス

トラジオールの放射能を液体シンチレーションカウ

ンターで測定した．E2レセプターの特異的結合は，

DES過剰存在下での非特異的結合量を差し引いて

求めた．Scatchard分析によりE2レセプターの解離

定数Kd，最大結合部位数MBSを求め，　E，レセプ

ターの判定は，Johnson，　Nakamuraの方法8・9）に準じ，

Kd　5×10’i°mol／1以下はE2レセプターではないと

考え，またMBS　3fmol／mg以下は測定感度以下とし

た（図1）．

5）G6P－DHの分離，測定

（1＞各精巣の粗抽出液の作製

　精巣、はKRBG（pH7．4）中で十分洗浄し，付着した
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血液を取り除き，同KRBG中で細切した，細切後10

mMメルカプトエタノール，5mM　EDTA・3Naを
含む0．1M　Tris－HCI　buffer　pH7．6を精巣沈殿物に

対し等量加え，発振周波数20KHz，　200wの出力でし

1分間ずつ3回超音波処理をした．この際，熱の発

生を抑えるため，冷水中で操作し，1分間インター

バルをおいて行った．超音波処理後，4℃，105，000

9，50分間冷却遠心し，得られた上清を東洋濾紙No．

7で濾過した．この濾液を精巣の粗抽出液とした．

（2）2’，5’ADP－Sepharose　4Bによる精製

　方法は本誌既報1°・11）に準じた．なお（1），（2）の

行程はすべて低温で操作した．

6）蛋白量および各酵素活性の測定

（1）蛋白量

　試料0．1mlにBradford試薬5m1を加え，595nm

における吸光度を測定し蛋白量を求めた12）．

（2）LDH活性
　Hill変報13・14）にもとずき測定した．

（3）G6P－DH，6PG－DH活性

　G6P－DH活性はL6hr－Wallerの方法15），6PG－DH

活性はWolfsonらの方法16）に基づき測定した．

実験結果

1）E2負荷によるテストステロン産生の変化（表1）

　表1に6日齢，45日齢ラットの無処置群とE，処置

群の精巣テストステロン濃度を示す。6日齢精巣の

テストステロン濃度は，両群間に有意差は認めない

が、45日齢精巣のテストステロン濃度は，無処置群

58．6±17．3（ng／g），　E　2処置群15．2±1．5（ng／g）

とE2処置群に有意な減少を認めた（P〈0．001）．

2）E225μgあるいは50μg注射6時間後の血中E2

濃度（表2）

　6日齢ラットのE225μg注射後の血中E，濃度は

85，000（pg／ml）と，45日齢ラットに比較して遙か

に高く，また処置後6時間のE2濃度は、両者で無処

置群より依然高値を持続していた．

3）加齢とにおける精巣E2レセプターの変化

　Scatchard　plotからKdとMBSを求めた．図2

に45日齢ラット精巣のScatchard　plotを示す．各

日齢ラットにおけるScatchard分析の結果を表3に

示す．この実験には6日齢から60日齢のラットを使

用した．6日齢から8日齢までは，MBSは3fmol／

mg以下で測定感度以下であり，この時期E2レセプ

ターは出現していない．11日齢から45日齢までは、

MBSの漸増がみられ，45日齢と60日齢間で有意に

増加した（P＜O．Ol）．　Kdは11日齢4．73±0．20（×

10－ioM），14日齢3．93±O．26（×10－ioM），20日齢
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表1　Concentration　of　testosterone（ng／9）in　control

　　　rats　and　those　treated　with　a　single　injection　of

　　　E2B（50μg／20μ1）

6days　old 45days　old

　　Control

　　　E2B

（50μ9／20μ1）

（n＝4）

10．1±1．1

NS（n＝3）
11．2±0．74

　（n；5）

58．6±17．3

　（n＝18）

15．2±1．5＊＊＊＊

The　results　represent　the　mean±SEM．

Significant　differences　between　the　control　and

treatment　groups　is　indicated　by　asterisks

（＊＊＊＊P〈0．001，NS：no　significant　difference）．

　表2　Concentration　of　estradiol－17βin　rat　plasma

　　　after　injection　of　25μg　or　50μg　estradiol－17β．

Age
（days）

Treatment
E2　concentration
　　　　（P9／ml）

6

Saline

25μgE2

50μgE2

（n＝2）

18．7±2．2

（n＝1）

85031．0

45

Saline

25μgE2

50μgE2

10．0＞＆19，5（n＝2）

　　　　　　（n＝5）

　　　283．7±ll1，9

　　　　　　（n＝5）

　　　658．4±162．9

BIF

O．5

0．25

o

o

Mean±S．EM

45d直ys　old　rat

Kd　2．292×10－tO　M

MBS　9．7frrK）1ん嘱protein

ψ　　　o

oo

0 25 50fm。1ん9

図2　Determinatien　of　the　maximum　binding　sites

　　　and　the　Kds　for　E20f　the　testicular　cytosol

　　　receptor　in　Wistar　rat
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表3　Scatchard　analyses　of　the　binding　of［3Hl　E2

　　　to　the　cytosol　from　testes

Age
（days）

Kd，×10－10M
Maximum　　　　　binding　sites

（fmol／mg　Protein）

6～8 「4．92±0．076 3＞
NS　（n；12） （n＝12）

11 ≒4，73±0．20
「

4．0±0．58

＊　（n＝4） NS （11＝4）

14 一3．93±0、26 旨 4．3±0．33

＊　（n＝3） NS （n＝3）

20 ト・2．84±0．42 ≒ 6．3±1．2

NS　（n＝3） NS （n＝3）

45 ≒1．99±0．55 ≒ 9．0±0．63

NS　（n＝5） ＊＊＊ （n＝5）

60 」1．92±0．18 L 14．0±0．71

（n＝4） （n＝4）

　　　Values　given　are　the　mean±S．EM．

　　　　　＊P〈0．L＊＊＊P＜O．01
2．84±0．42（×10一1DM）と3者間で有意差がみられ

る（P〈0．1），レセプターのE，に対する親和性に加

齢による相違が認められた．特に20Fl齢以降のレセ

プターの親和性が高くなっていた．

4）E，レセプターの外因性E2による影響

　外因性E2によるE2レセプターのdepletionについ

て実験を行った．45日齢ラットを使用し，E225μg

および50μg注射6時間後の精巣E，レセプターを解

析した（表4）．E225μg，50μgのいずれも6時間

以後，依然E、による結合部位のdepletionを示して

いた．

5＞G6P－DH活性
　ペントースサイクル活性は，この系の鍵酵素であ

るG6P－DHを指標とした，6日齢および45日齢精

巣の無処置G6P－DH活性は，おのおの333．1±
16．9（mu／ml／g），178．0±8．7（mu／ml／g），　E　2処置

群ではおのおの200．2±32．0（mu／ml／g），962±

L9（mu／ml／g）で，6日齢，45日齢ともE2処置群

で活性は有意に減弱した（表5）．

表4　Effect　of　E2B　on［3H］E2－binding　sites　in　45　days

　　　old　rats

Age
（days）

Treatment Kd，×10－1⑪M

Maximum
binding　sites
（fmo11’㎎protein）

（n＝8）

Saline 1．10±0．21 11．1±0．93
45

25μgE2 5〈 3＞

50μgE2 5〈 3＞

Values　given　are　the　mean±S．EM

表5　G6P－DH　activity（mu／ml／g）in　control　rats　and

　　those　treated　with　a　single　injection　of　E2B

　　　（50μg／20μ1）

6days　old 45days　old

　Control

　　　E2B

（50μ9／20μ1）

　　（n＝4）

333．1±16．9

　　（11＝3）

200．2±32．0＊

　（n＝4）

178．0±8．7

　（n＝3）

96．2±1．9＊＊＊

The　results　represent　the　mean±S．E．M．

Significant　differences　between　the　control　and

treatment　groups　is　indicated　by　asterisks

（＊P＜0．1，＊＊＊P〈0．01）．

　　　　　　　　　考　　案

　Huhtaniemiら3・4）によると，ラットLeydig細胞の

多くの形態学的変化は機能的変化を伴い，その変化

は15日齢から20日齢に移行期があり，精巣機能は

この前後で明確な相違を示すと指摘している．

　今回の外因性E2負荷によるテストステロン産生能

に対する実験では，6日齢ラットでテストステロン

産生は無処置群と有意差がみられず，45日齢ラット

では負荷群のそれは無処置群の1／4に減少し，E、

によるLeydig細胞の反応の相違を示した．外因性E2

による精巣機能抑制の顕著な変化は，テストステロ

ン産生の減少である．そのメカニズムは，視床ド部一

下垂体前葉より仲介され，また細胞レベルでも直接

Leydig細胞に作用することが知られている17・18）．　E　2

が直接Leydig細胞に作用してテストステロン産生を

抑制する機構は，E2がLeydig細胞に局在するE2レ

セプター19－21）に結合し，E2受容体機構を介して酵素

活性を阻害するためと考えられている18・22）．したがっ

て6日齢，45日齢ラットLeydig細胞のE2によるテ

ストステロン産生の調節機構の相違は，細胞質E，レ

セプター有無もその一因と考えられ，6日齢ラット

以降のE2レセプターの出現時期を検索した。

　ラット精巣のE，レセプターは出現時期については

幾つかの報告がある3・2°・23・2‘）が，いまだ定説はない．

本実験では，E2レセプターは出生11日齢より出現し，

6～8日齢精巣では検出されなかった．しかし，6

～ 8日齢と11日齢のKdはほぼ同等で，これは精巣

内に存在する結合力の弱いレセプター様物質による

影響と考えられる．いずれにしても，6日齢ラット

精巣では，E2レセプター不在のため，　E2を介するテ

ストステロン産生の阻害効果を発揮しえなかったの

であろう．加えて血中に高濃度のα一fetoproteinが存

在する．α一fetoproteinはE2と極めて結合しやすい

蛋自で，20目齢までは血中で主要なE2結合成分とな

る．E、処置6時間後の6日齢ラットの血中E，濃度が，
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45日齢ラットと比べ遙かに高い値を示したのも，こ

の蛋白の存在によるものと考えられる．

　E2は前述したように中枢を介してLH分泌を阻害

し，Leydig細胞でのテストステロン産生を抑制する．

したがって精巣へのE2の直接阻害効果がみられなか

ったとしても，LH分泌阻害によリテストステロン

産生は抑制されたはずである．Leydig細胞が有効に

働くためには，LHレセプター数およびLHに対す

るレセプター応答の程度が問題になる．精巣あたり

のLeydig細胞数に変化のみられない2日齢と11日

齢ではhCG結合は2倍に増加しており，このことは

Leydig細胞あたりのLHレセプター数の増加を反映

している3）．またhCGによるテストステロン産生は，

neonata1ラットLeydig細胞では成熟ラットの4倍で

ある25）．したがってE2によりLH分泌が抑制されて

も，十分Leydig細胞の機能が発揮でき，テストステ

ロン産生には影響を与えなかったと考えられる．

　幼若ラットと成熟ラット間でのE2によるこのよう

なテストステロン産生調節機構の相違は，幼若ラッ

トでは生殖器および中枢系の発育，分化に高濃度の

テストステロンが必須であることから，成熟ラット

にみられるような阻害機構が生理的に受け入れられ

ないためであろう，

　45日齢ラットのテストステロン産生がE，により抑

制されたのは，従来提唱されている結果と一致する．

この調節機構をE2の精巣への直接作用の面から検討

するため，25μgおよび50μgのE2を投与し，精巣

細胞内レセプターの消長を調べた．レセプター結合

部位の消失と再合成までの時間経過に対する報告は

研究者によりまちまちである1°・21）が，血液循環へのE2

の流入と排泄に密接に平行する．

　われわれの結果は，E，投与後レセプターは急速な

減少を引き起こし，6時間後もE2により完全に占拠

され，再合成がみられず，また血中E2濃度も生理的

濃度を遙かに越えていた．このE2処置による精巣E2

レセプターの急速な消失は，Moger18），　Brinkmann22）

らのE2受容体機構を介して17β一hydroxylaseおよび

C　17．2。lyase活性を阻害し，テストステロン産生を抑

制するとする説を支持する．しかし，E2処置6時間

後の血中E2濃度は高濃度を保っており，内因性E2濃

度が同じ調節効果をテストステロン産生に与えるか

どうかは不明である．Cigorragaら27）は，成熟ラット

精巣では，ゴナドトロピン刺激により形成されたE2

は，過剰なテストステロン産生を阻害し，その分泌

に関して持続的な阻害作用を働かせており，この作

用は成熟Leydig細胞の一つの調節機構であると指摘

している．
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　われわれはさらに，各日齢のE2レセプターについ

て解析したが，II日齢から20日齢の間でKdに有意

差がみられ，20日齢以降の精巣E2レセプターは高親

和性であることが判明した。また結合部位数は，60

日齢を除き，統計的有意差はないが，加齢に伴い増

加している．したがって，E2によるテストステロン

生合成の調節は，加齢とともにその作用を発揮して

いくようであり，加えて血中α一fetoproteinの消退が

その作用を一層高める，

　Tcholakianら26）は成熟ラットにE250μgを投与す

ると，精巣内テストステロン濃度は，血中LH値の

変化がみられない2時間以内に急速な減少を示すこ

とから，E2による直接阻害作用の存在を示唆してい

るが，いずれにしても精巣E，レセプターの生理的意

義はいまだに不明であり，精巣E、レセプター複合体

の役割や，レセプターの核への移行に関与する因子

およびE2レセプターの代謝発現に関しても明らかで

ない．したがってE2によるテストステロン産生調節

機構に関しては，今後一層の研究が必要であり，さ

らにE2受容体機構以外のE，の作用も考慮する必要が

ある．

　ペントースサイクルは，精細胞の分化，増殖に関

与している可能性が示唆された29｝が，今回，テストス

テロン合成と本経路の関連について実験を行った．

E2処置の6日齢ラット精巣のG6P－DH活性は，有意

に減少しているにもかかわらず，テストステロン産

生の抑制にみられず，この時期の本経路のテストス

テロン産生への関与は極めて少ないと考えられる．

45日齢ラットでは，　G6P－DH活性およびテストステ

ロン値がE、処置により共に有意に減少した．したが

ってこの時期，ペントースサイクルがテストステロ

ン産生に関与している可能性が示唆される．

　本稿を終えるに臨み，本研究に際し御指導，御鞭捷

下され，御校閲下さった第1産婦人科学教室百瀬和

夫教授，生化学教室天野久夫教授に感謝致します．

また本研究に際し直接御指導下さった付属佐倉病院

産婦人科学教室伊藤元博教授に心より感謝致します．

　本研究の要旨は，第9回，第10回アンドロロジー

学会および第63回，第64回日本生化学学会におい

て発表した．
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Regulatory　effect　of　estrogen　to

　　testosterone　production　and

　　pelltose　phosphate　pathway

　　　activity　at　different　stages

　　　　　of　developing　rat　testis

Atsushi　Yanagibori

Department　of　Obstrics　and　Gynecology，

　　Sakura　Hospital，　Toho　University

　School　of　Medicine　Chiba　285，　Japan

　　Regulatoly　mechanism　of　testosterone　synthesis

in　maturing　rat　testis　was　studied　by　estradiol－17β

（E2）treatment．　Male　Wistar　rats　on　day　6　and　45，

were　injected　with　E，50μg　arld　autopusied　after

6hrs，　then　the　testes　were　excised｛mmediately．　The

concentration　of　testicular　teatosterone（T）was

decreased　significantly　by　E2－treatment　on　day　45，

compaired　to　controls，　however，　there　was　no　sig・

nificant　changes　on　day　6　by　E2－treatment．　The
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functional　difference　of　steroidogenic　capacity　was

suggested　between　neonatal　Leydig　cells　and　adult

Leydig　cells，　The　E2－receptors　in　rat　testis　were

studied　by　Scatchard　analysis　on　day　6－－8，11，14，

20，45，and　60。　The　E2－receptors　appeared　on　day　11，

and　then　the　number　of　binding　sites　was　increasing

gradually　accompanied　with　their　ages．　The　affin－

ity　of　binding　was　Iow　before　20－days－old．　The

inhibiting　effect　of　E20n　T　production　is　mediated

by　E2－receptor，　therefor，　in　neonatal　testis，　there

was　no　inhibiting　effect　on　T　production　by　E2－

treatment　for　the　absence　of　E2－receptors．　In　addi・

tion，　the　presence　ofα一fetoprotein　in　circulation　at

neonatal　period　also　prevents　T　production　for

appropriate　development　of　sexual　organs　and

central　nerve　system　by　the　high　afflnity　to

estrogen．　The　pentose　phosphate　pathway　activity

which　relates　to　steroid　synthesis，　was　supressed

significantly　by　E2－treatment　both　on　day　6　and　45，

compaired　to　controls，　These　data　suggest　that　the

pentose　phosphate　pathway　may　not　be　important

in　steroid　synthesis　at　neonatal　period，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年1月6日）
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FSHによるラット精細管のペントースサイクルへの影響

　Effect　of　FSH　on　Pentose　Phosphate　Pathway　in

Seminiferous　Tubules　of　Immature　and　Mature　Rats

東邦大学佐倉病院産婦人科学教室

　　堀　　　正　行

　　Masayuki　HORI

　　　　　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Sakura　Hospital，　Toho　University，　School　of　Medicine，　Chiba　285，　Japan

　ペントースサイクルと精細胞の初期発生との関連を検討するため，Wistar系ラットの出生1日より

5日間，40日より5日間，各々FSHを150mIU／20μ1／day，2．51U／100μ1／dayで皮下注射し，6日齢，

45日齢で屠殺し精巣を摘出，コラゲナーゼで精細管を分離し，精細管ペントースサイクル活性を鍵酵

素であるglucose＋phosphate　dehydrogenase（G6P－DH）を指標として測定，次の結果を得た。

1）対照群の6日齢，45目齢精細管G6P－DH活性は，各々87．0±12．OmU／ml／g，　56．1±6．02mU／ml／g

と6日齢精細管ペントースサイクル活性が有意に高かった（P＜O．1）．

2）FSH投与群のG6P－DH活性は，6日齢123．4±5．9mU／ml／g，45日齢85．4±9．9mU／m1／gで前者

が有意に高く（P＜0．05），また各日齢間で対照群より有意に上昇した（各々P＜0．02，P＜O．05）．

　以上の結果より，ペントースサイクルは精細胞の初期発生過程に関与すると同時に，次期の精細胞

の分化，増殖に関与していると考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Fertil．　Steril．，37（3），426　430，1992）

緒　　言

　われわれは，精巣が精子形成とステロイド合成と

いう2つの機能を有することから，ペントースサイ

クルと精巣機能との関連について検討してきた1－4｝．

ペントースサイクルの活性部位は，組織化学的手段

により間質組織および精細管内壁，内腔に局在する

ことが判明し，われわれは，本経路がステロイド合

成，細胞増殖に関与している可能性を示唆した2｝．精

細管上皮は2系統の細胞から構成され，その1系統

が精子に分化する造精細胞であり，もう1系統は

Sertoli細胞である．精原細胞5・6），　Sertoli細胞には，

いずれもその細胞膜にFSHレセプターが存在して

いる．したがって両細胞の機能は，そのFSHレセ

プターにFSHが結合することにより誘起される．

もしペントースサイクルが精子形成に関与している

とすれば，本経路はFSHにより活性化されるわけ

である．

　そこで今回の実験は，幼若ラットおよび成熟ラッ

トにFSHを投与し，投与後の精巣より分離した精

細管のペントースサイクル活性を鍵酵素であるG6P

－DHを指標として測定し，精子形成過程における本

経路の発生学的意義を明確にする目的で行った．

実験方法

1）FSH
　FSHはセローノ社製（スイス〉を用いた．本剤

は10㎎中にFSH　75国際単位，　LH　4国際単
位以下を含有する．

2）動物

　Wistar系ラットの6日齢，45日齢の精細管を実験

に供した．飼育条件は，12時間明暗自動サイクルの

室内で飼育し，21日齢までは1ケージに母親1匹に

対し3匹から9匹の子を入れ，その後は離乳させた．
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FSHは生理食塩水で調整し，出生1日齢から5日

齢までの1日投与量は150mlU／20μ1／day，40日齢か

ら44日齢までの投与量は2．51U／100μ1／dayで各々皮

下注射した．なお対照群には生理食塩水を皮下注射

した．ラット精巣は24時間後〈6日齢，45日齢）に

塩酸ケタミン麻酔下で摘出し，カプセルを除去し，

精細管を分離，直ちにG6P－DH活性を測定した．

3）精細管分離および精細管粗抽出液の作製

　精細管と間質組織の分離はコラゲナーゼを用いた

two　step　incubation　systemとmesh上での組織の

洗浄によった7）．精巣1．09をKRBG（pH　7．4）で

洗浄し，氷上で細切し，細切後コラゲナーゼtype　IV

10mgを含むKRBG（10m1）中で34℃，5分間ゆる

やかに振盛させ，その後ナイロンメシュ（No．100）

上でmediumを濾過し，組織をKRBG　10mlで洗浄

後，再びコラゲナーゼ溶液中で初回と同一条件で10

分間振盛させた．ひきつづきmediumを濾過し，組

織の洗浄を行った後，その組織重量を測定した．分

離した精細管に10mMメルカプトエタノール，5mM

EDTA3Naを含むO．IM　Tris－HCI　buffer（pH　7，6）

を等量加え，発振周波数20KHz，200　Wの出力で1

分間ずつ3回超音波処理した．この際熱の発生を抑

えるため冷水中で操作し，1分間のインターバルを

おいて行った．超音波処理後，4℃，105，0009，60

分間冷却遠心し，得られた上清を東洋濾紙No．7で

濾過し，この濾液を精細管粗抽出液とした（Fig．1）．

4）2’，S’ADP－Sepharose　4Bによる精製2’，5’

ADP－Sepharose　4Bをつめたカラム（130　mm×10　mm）

を1mMメルカプトエタノール，5mM　EDTA3Naを
含む0．1M　Tris－HCL　buffer（pH　7．6＞で平衡化後，

精細管粗抽出液を流速1時間30ml，フラクション容

積1，3mlで添加し，添加後蛋白，LDHを溶出させる

ため前記butterを流し，得られた各フラクションの

蛋白とLDH活性を測定し，蛋白，　LDH活性の消

失を確認後，カラムに吸着されているNADP依存酵

素であるG6P－DHを溶出させるため0．2mM　NADP

を含む上記buffer　30m1を添加し，1．3mlずつ分画採

取した．これらの操作は4℃の低温下で行った．採

取した各溶液に対しG6P－DH，　6PG－DHおよびLD

H活性と蛋白量を測定した．G6P－DHのフラクショ

ンには同じNADP依存酵素である6PG－DHを認め

ず，また蛋白，LDHも認められず，　G6P－DHの分

離，精製が確認された（Fig．2）．

5）蛋白量および各酵素活性の測定法

　（1）蛋白量

　各フラクション溶液0．1mlにBradford試薬5mlを

加え，595nmにおける吸光度を測定し蛋白量を求め
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Testis

　　　　washed　with
　　　　KRBG（pH7．4）
minced

　　　　add　KRBG
　　　　containing　collagenase（Type　IV）
incubation（37℃，　for　5min）

　　　　shaken　slowly
　　　　through　a　mesh（No　100）
filtration

　　l　washed　with　KRBG
incubation（for　10min．）

　　l　for　above　condition

filtration　and　washing

　　i
tissue（seminiferous　tubules）

　　　　add　equal　volume　of　O．1M　Tris－

　　　　HCL　buffer　pH7．6（10mM　mercap－

　　　　toethanol，5mM　EDTA3Na）
homogenized
　　　　was　centrifuged　at　105，000g

　　　　for　60min。　at　4℃

residue　　　　　　supernatant

　　　　　　　　　F

　　　　　　　2’5’ADP－Sepharose　4B　column

　　　　　　　　　　column　size：130mm×10mm
　　　　　　　　　　flow　rate：30ml／hr

　　　　　　　　　　fraction：1．3m1／tube

　　　　　　　analysis

　　　　　　　　　　1．Protein　conteins

　　　　　　　　　　2．LDH　activity

　　　　　　　　　　3．G6P－DH　activity

　　　　　　　　　　4．6PG・DH　activity

　　　　　Fig．1　Experimental　procedure
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Fig．2　Affinity　chromatography　of　rat　seminiferous

　　　tubules（6－day－old）extract　on　2’，5「ADP－Seph－

　　　arose　4B　after　treatment、vith　FSH
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た8）．

　（2）LDH活性

　LDH活性はHill変法9・1°1に基づき測定した．

　（3＞G6P－DH，6PG－DH活性

G6P－DH活性はL6　hr　and　Wallerの方法11），6PG

－DH活性はWolfsonらの方法12｝に基づき測定した．

6）2’，5　’ADP－Sepharose　4Bの特性13｝

　2’，5’ADP－Sepharose　4Bはファルマシア社製

（Sweden）で，　Sepharose　4BにN6－（6－aminohexyl）

－ adenosine　2「，5’－bisphosphateをcyanogen　bro－

mide　methodによりカップリングさせたものである．

その主要構造はFig．3のとおりで，　NADP類似
adenosine　2　’，5　’－bisphosphateのN6の位置でカッ

プUングさせてあるため，NADP依存酵素を受容で

きるリガンドになっている，

o
ll

l

N

LN

HO－P－CH2

　　0G

肇

o

N

／』

OH　　◎
　　　l
HO－P冨O

　　　l
　　　Oe

（S●pharese　4　B）

Fig．3　N6－（6－aminohexyl）－adenosine　2’，5　’－bisphos・

　　　　phate

実験結果

1）6日齢ラット精細管粗抽出液を2’，S’ADP－

Sepharose　4Bによるaffinity　chromatographyで精

製すると，図2のごとくLDH，蛋白はそのまま溶

出され，O．2mM　NADPを添加すると，カラムに吸

着されているNADP依存酵素であるG6P－DHが分

画採取された．なお，このフランクションには，L

DH，蛋白，および同じNADP依存酵素である6PG
－DHは認められず，　G6P－DHの分離，精製が確認さ

れた．

2）6日齢，45日齢ラット精細管のG6P－DH活性
（Table　1）

　6日齢精細管のG6P－DH活性は，87．0±12．OmU／

ml／g，45日齢精細管のそれは56．1±6．02mU／ml／gと

前者の活性が有意に高かった（Pく0．1）．

3）FSH投与による6日齢，45日齢精細管のG6P

Table　l　Glucose－6－phosphate　dehydrogenase（G6P－

　　　　DH）activity　in　seminiferous　tubules　pre－

　　　　pared　from　rats

Age（days） G6P－DH（mu／ml／g）

645
87．0±12．0

（n；10）

56．1±6．02＊

（n＝12）

Each　value　is　mean±SEM
The　asterisks　indicate　statistically　significant　di－

fference　between　6　and　45　days　old　rats（＊P＜0．1）

一DH活性（Table　2）

　FSH投与による6日齢および45日齢精細管の
G6P－DH活性は，各々123．4±5．9mU／ml／g，85。4±9．

9mU／ml／gと6日齢の活性が有意に高かった（P＜
0，05）．

4）FSH投与群と対照群間のG6P－DH活性の比較
（Table　3）

　6日齢，45日齢の両群間で，いずれもFSH投与

群のG6P－DH活性が対照群より高く，FSHによる

ペントースサイクルの活性化を示した．

Table　2 G6P－DH　activity（mu／m1／g）irl　rat　semini．

ferous　tubules　treated　with　FSH

Age（days） FSH（12．5mlU／g）

645
123．4±5．9

（n＝5）

85．4±9．9＊＊

（n＝4）

The　results　represent　the　mean±S．E．M．　Signifi－

cant　difference　between　6－，　and　45day－old　rats　is

indicated　by　asterisks（＊＊P＜0．05）．

Table　3　G6P－DH　activity（mu／ml／g）in　control　rat

　　　　seminiferous　tubules　and　those　treated　with

　　　　FSH

6days　old 45days　old

　Control

　　FSH
（12．5mIU／9）

87．0±12．0

（n＝10）

123．4±5．9＊＊＊

　（nニ5）

56．1±6．02

（n＝12）

85．4±9．9＊＊

（n＝4）

The　results　represent　the　mean±SE．M．　Signifi－

cant　differences　between　the　control　and　treat－

ment　groups　is　indicated　by　asterisks（＊＊P〈O．05，

＊＊＊P＜0．02）．

考 察

　ペントースサイクルの鍵酵素であるG6P－DH活性

は，対照群では6日齢精細管で45日齢のそれより有
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意に高かった．ラット精細管の組織学的所見では，

6日齢精細管内には精原細胞のみが存在し，45日齢

では管腔内に精子の存在が認められ，精子形成が，ほ

とんど完了していることを示しており，すでに出生

直後より精子の発達過程が開始していると考えられ

る3）。したがって6日齢精細管のペントースサイクル

の有意な高活性は，伊藤3），跡部4）らが示唆した本経

路の精細胞の初期発生への関与を支持するものであ

る．この結果を一層明確にするために，FSH投与

後のペントースサイクルの反応を観察した．6日齢

精細管内にみられる精原細胞およびSertoli細胞には，

いずれもFSHレセプターが細胞膜に局在する5・6）．

川島ら14）は，ラットFSHの精巣粗膜分画への特異的

結合は，単位重量あたりでみると，4日齢から10日

齢にかけて急激に増加し，10日齢または20日齢で最

大値に達すると報告している．われわれの5日間連

日FSH投与例による6日齢精細管のペントースサ

イクル活性も，45日齢の活性と比べ有意に活性化さ

れた．またFSH投与群と対照群を各日齢間で比較

すると，いずれもFSH投与群のペントースサイク

ル活性は対照群と比べ有意な上昇を示し，FSHに

よる本経路の活性化が示された，

　FSHの標的細胞に対する働きは，　FSHレセプ

ターにFSHが結合し，アデニル酸サイクラーゼの

活性化→cAMP産生→タンパク質リン酸化酵素の活

性化→酵素，構造タンパク質のリン酸化→生物学的

作用発現という経路が考えられており，6日齢精細

管のペントースサイクルはこの過程で活性化される

と思われる．また，この時期同時に存在するSertoli

細胞では，2日齢から15日齢でFSHレセプター数

が3倍に増加し，その後，減少，20日齢から変動が

みられない15）．このFSHレセプターの増加は，精巣

でのFSHの生理的作用と密接に関係し，5日齢か

ら20日齢の未成熟ラットのSertoli細胞では，　F　S

Hによりアデニル酸サイクラーゼ活性が2倍から3

倍刺激され，Sertoli細胞の増殖，アンドロジェン結

合蛋白やエストロジェンの合成，プロテインキナー

ゼの活陛化，インヒビン合成が促進される16｝．20日

齢以降になると，その分裂が止まり，FSHによる

アデニル酸サイクラーゼ活性は見られない．したが

ってペントースサイクルはFSHを介して精原細胞

およびSertoli細胞で作用し，精原細胞の精母細胞へ

の分化，増殖に，またSertoli細胞自身の増殖および

その機能発現に関与している可能性が強い．

　45日齢精細管ペントースサイクル活性は，6日齢

精細管の活性より有意に低い．45日齢精細管内では，

すでに精子形成が完了しており，またSertoli細胞の
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FSHによる感受性およびその能力が失われている

ことから，この結果は当然と考えられる．しかし，

FSH刺激による本経路活性が対照群のそれより有

意に高く，明らかなFSHによる活性化を示した．

この結果は，本経路活性が次周期の精細胞の分化を

維持していくのに必要であることを示している．

　従来テストステロンが精子形成に必須のホルモン

といわれ，その合成に与えるLHに注目を集めてき

たが，われわれの精巣内アンドロジェンの研究‘・17）お

よび今回の実験結果は，精原細胞および精子形成を

制御するSertoli細胞を標的細胞とするFSHが，精

細胞の初期発生過程で，精子形成を完成させるため

の生化学的現象の引き金として作用している可能性

を指摘した．またこの酵素学的研究は，伊藤ら2）がペ

ントースサイクルの活性部位を組織化学的手段によ

り検索した結果とよく一致した．

　本稿を終わるに臨み，本研究に際し御指導，御鞭捷

下され，御校閲下さった第1産婦人科学教室百瀬和

夫教授，生化学教室天野久夫教授に深謝致します．

また本研究に際し直接御指導下さった付属佐倉病院

産婦人科学教室伊藤元博教授に心より感謝いたしま
す．

　本研究の要旨は，第36回日本不妊学会において発

表した，
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　　Effect　of　FSH　on　pentose

phosphate　pathway　in　semini・

ferous　tubules　of　immature

and　mature　rats

Masayuki　Hori

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　Sakura　Hospital，　Toho　University，

　　School　of　Medicine，　Chiba　285，　Japan

　　The　role　of　postnatal　pentose　cycle　activity　in

sexual　maturation　was　studied　in　male　rats．　Rats

were　injected　once　daily　with　FSH（12．5mIU／g　B．

W．）from　Day　l　to　Day　50r　Day　40　to　Day　44　and

killed　on　Day　6　and　450f　age．　Seminiferous　tubules

were　dispersed　by　treatment　of　decapsulated　testis

with　collagenase　as　described　by　Hosaka　et　aL

（1983）．The　separation　of　glucose－6－phosphate　de・

hydrogenase（G6P－DH），　the　key－enzyme　of　the

pentose　phosphate　pathway　was　performed　using

2’，5’ADP－Sepharose　4B（Pharmacia，　Sweden）．

　　Pentose　cycle　activities　were　stimulated　by　FSH

treatment　in　seminiferous　tubules　of　6　and　45－day－

old　rats，　and　had　higher　Ievel　in　semlniferous

tubules　of　6　days　of　age．　These　results　demonstrate

that　pentose　phosphate　pathway　may　be　important

irl　providing　ribose　for　DNA　in　the　primary　cellular

proliferation　and　involved　in　the　stimulation　of　the

next　germinal　epithelium．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年1月6日）
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Hemizona　assay（HZA）による精子受精能の検討

The　Evaluation　of　the　Fertilizing　Capacity　of

Human　Sperm　by　Hemizona　Assay（HZA）

東京慈恵会医科大学産婦人科教室（主任：寺島芳輝教授）

　　　　　　　許　山　浩　司

　　　　　　Hiroshi　MOTOYAMA
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　IVF－ETにて受精しなかった卵をYanagimachiらの方法にて高塩濃度溶液に保存（salt　store）し，

この卵透明帯と精子の接着能検査（Hemizona　assay）が精子受精能の評価に有用か否かを検討した．

方法①半切前のintact　zona（N＝8）とIVFで受精率90％以上のcontrol　sperm（n＝2）を媒

精しzonaへの接着数の経時的変化を調べた．②salt　stored　eggを24　G針で半切し，一方のhemizona

（N＝17＞にはgood　sperm（n＝5）（IVFで受精率70％以上，またはsperm　count　40×106／ml

以上，motility　60％以上）を，他の一方のhemizona（N＝22）にはpoor　sperm（n＝6）（IVF

で受精率0％，またはsperm　count　40×106／ml以下，またはmotility　60％以下）をそれぞれ媒精し

zonaへの接着数の経時的変化を比較した．③処理前の精子濃度，精子運動率とhemizonaへの接着精

子数との関係を検討した．④IVFで受精しなかった15例と受精した13例のhemizona　assay（HZA）

における平均接着数を比較した．その結果①control　spermのzonaに対する接着数は，媒数後4時間

でピークに達した．②各時間での接着数はpoor　spermにおいて有意に（P＜0．001）低い結果であっ

た．③処理前の精子濃度と接着数の問にはr＝0．7の相関を認めた．また精子運動率と接着数の間にも

r＝0．8の相関を認めた．④IVFで受精した群の平均接着数は34．9で，受精しなかった群は9．9で

あり，両群の問に有意差を認めた．以上よりHZAは，　IVFに先立ち精子受精能を判定するのに有

用であると思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J，　FertiL　SteriL，37（3），431－437，1992）

緒　　言

　精子異常による不妊は，しばしばIVF－ET等の配

偶子操作の適応となるが，その治療成績は他因子不

妊の場合に較べて必ずしも満足すべきものではない．

実際，乏精子症などに対するIVF－ETの治療は受精

率，分割率が低く充分な治療効果が得られていない1・2｝．

したがって，IVFを行う場合，精子が受精能力を

有するか否かを，あらかじめ判定する事は治療を進

める上で極めて重要な問題である．従来よりその目

的のために，Yanagimachi3｝により透明帯除去ハムス

ター卵とヒト精子のin　vitroでの受精能検査（zona

free　hamster　penetration　test）が確立されて以降，

多数の報告が認められる4～6）．しかし受精が成立する

には，まず精子頭部が卵透明帯に接着する事が必要

である．1988年Burkman7）により報告されたhem－

izona　assay（HZA）はヒトの卵を用い，より生理的

な精子受精能検査であり，また一つのzonaを半切

（hemizonae）する事により卵側の条件が全く同一に

する事が可能で，また単一卵を半切し実験に供する

ため少数の卵でHZAが可能である点より有用な検

査である．我々は今回IVFで受精しなかった卵を

高塩濃度溶液に保存し（salt　stored　egg），この卵を

用いHZAを行い，精子接着能とIVFでの受精率
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の関係を明らかにし本法の有用性について検討した

ので報告する．

研究対象および方法

1．Hemizona　assayの方法

1）卵の保存および処理法．

　当教室のIVF－ETプログラムにて受精しなかった

卵でmetaphase　IIに達していたものを患者の同意を

得てYanagimachi8｝の方法により0．5M（NH4）

2SO4十1MMgC12十〇．1％Dextranの高塩濃度
溶液中に4℃で保存した（sa星t　stored　egg）．これを

図1に示した．これをBufferで2回洗浄した後，27

G針で実体顕微鏡下に卵を半切した．図2にその半

切した卵を示した．さらにHTF／10％Human　cord

serumで4時間前培養して実験に供した．なおzona

への接着精子とは2回のピペッティング操作後もな

おzonaに付着しているtightly　bound　spermとした．

精子とも用手法で採取し，充分に液化した後，swim

up法またはPercoll法により処理し，4時間，HTF／

10％Human　cord　serumで前培養の後，最終濃度

が1×105／mlになるように調整し，zonaの入って

いるWELLに滴下した．その手順を図3に示した．
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図1　高塩濃度溶液中に保存された未受精卵

図2　半切された未受精卵

俄

2）精液の採取および処理法

　当院不妊外来において種々の適応でおこなった人

工授精，あるいは体外受精のために得られた精子を

被検者精子とした．精子は患者の同意を得て実験に

使用したものである．一方，コントロール精子は，

IVFで受精率が90％以上である事が確認されてい

る精子を使用した．被検者精子およびコントロール

　　　　　図3　Hemizona　assayの手順

2．Hemizona　assay基礎的検討

1）IVFで受精率が90％以上である精子（n＝2）

を半切していないzona（N＝8）に媒精し接着数の

経時的変化を観察した．

2）半切したhemizona（N＝20）の一方にはgood

sperm（IVFで受精率が70％以上または，　sperm

count　40×106／ml以上，かつmotility　60％以上）

（n＝5）と媒精し，他の一方のhemizona（N＝20）

にはpoor　sperm（IVFで受精率が0％か，あるい

はsperm　countが40×106／ml以下，または，

motility　60％以下）（n＝6）をそれぞれhemizona

に媒精し接着数の経時的変化を比較した．

3．IVFとHZA
　IVFで30％の受精率を有した受精群（N＝13）

と，IVFで受精率0％と全く受精しなかった群（N＝

15）の2群の精子のhemizonaへの接着精子数を比較

した．さらにIVFにて受精した群のIVFにおけ

る受精率とHZAにおけるhemizonaへの接着数の関

係を検討した．なお［IVFで受精しなかった症例

の精子のhemizonaへの接着数／IVFで受精した

症例のhemizonaへの接着数］×100をhemizona

index（HZI）とした．

　有位差検定：各データはSutudent’s　T－test回帰

分析を用いて統計学的処理を行った．

結　　果

1．Control　spermのzona　bindingの経時的変化

　Zonaへの精子の接着が何時間位で開始し，どの時

点でピークに達するかを明らかにするため，IVF

で受精率が90％以上と良好なことが確認しえたcon一
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trol　spermのzonaへの接着の経時的変化を図4に示

した．その結果，1hr後は27．5±16。6個，2hr後

は42．9±24．8個，4hr後は58．0±21．4個，24　hr後

は33．3±20．7個でzonaへの接着は媒精後1時間よ

り開始し，媒精後4時間でピークに達した．この時

点での接着数は平均58±21．4個であった．さらに24

時間は33．3±20．7個，48時間後は，27．6±18．5個

と時間とともに減少する傾向を示した．

艦麟
sperm　bound
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　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（h）time

　図4　Control　Spermの経時的Zona　Binding

1

1
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3．原精子濃度とHZAとの関係

　swim　up処理する前の精子を原精子とし，その精

子濃度とHZAにおけるhemizonaへの接着数の関係

を図6に示した．両者の問には相関係数0．7の正の

相関がみられた．この結果より原精子濃度が高けれ

ば，それだけHZAにおけるhemizonaへの精子接着

数が良好といえる．しかし原精子数が，60×106／ml

以上でもHZAが40以下の例や，逆に10×106／ml

以下でもHZAが50以上の例がみられた．
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2．Good　spermとpoor　spermにおけるzona　bind－

ingの比較

　同一卵を半切し，一方のhemizonaにはgood
spermを，他のhemizonaにはpoor　spermをそれぞ

れ媒精し，各時間でのzonaへの接着数を比較した結

果が図5である．good　spermの接着数は，媒精後1

hr：33．5±16．7イ固，　2hr：49．5±22．5イ固，　4hr：

62．5±19。4個，24hr：53．7±18．4個，であるのに比

較しpoor　spermの接着数は，媒精後1hr：82±

4．1イ固，2hr：10．8±7，5個，4hr：20．2±12．4イ固，

24hr：19．1±13．5個であり各時間ともpoor　sperm

はgood　spermに比較し有意（P〈O．OO1）に低い結

果であった．
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図5　“Good”Sperm，“Poor”SpermにおけるHZA
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　　　　　図6　HZAと精子濃度との関係

4．原精子運動率とHZAとの関係

　先に述べた原精子数と同様に原精子の運動率とH

ZAとの関係について検討したものが図7である．

その結果，原精子濃度と同様に原精子の運動率とH

ZAの間には，相関係数0．8の正の相関がみちれた，

特に原精子運動率が50％以上の例では，HZAにて

精子接着数50以上の良好な接着数がみられた．しか

し一部の例では運動率80％と良好ながらhemizona

への精子接着が不良の例がみられた．
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　　　図7　HZAと精子運動率との関係
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5．IVFとHZAとの関係
　IVFにおける受精の有無と，同一精液でのHZ

Aにおける接着数との関係について検討したものが

表1である．IVFで受精した群13例のHZAにお
ける平均接着数は34．9±20．9個であったが，一方I

VFにて受精しなかった群15例の同一精液のHZA

における平均接着数9．9±82個であり後者は前者に

比較し有意（P〈0．001）に低い接着数であった．こ
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図8　HZAとIVF受精率（受精成立群）

表1　1VF受精群，非受精群におけるHZA

AZA
　Mean　Sperm　Number

日不妊会誌37巻3号

IVF　fert（十）

　（n＝13）

IVF　fert（一）

　（n＝15）

34．9±20．9

9．9±8．2

関係は認められなかった．このことよりHZAの結

果より直ちにIVFにおける受精能の有無を予知す

る事は可能であるものの，その受精率までを予測す

ることは困難と考えられる結果であった．

6．IVFにおける非受精群のHZA
　IVFにて受精しなかった15例のうちわけは精液

性状不良群（A群）が10例，精液性状正常群（B群）

が3例，抗精子抗体陽性群が2例である．抗精子抗

体の検出法は精子凝集試験，精子不動化試験を用い

た．各群の精子濃度，精子運動率，IVFでの平均

接着精子数，HZAにおける平均接着精子数，　hem－

izona　index（HZI）［＝受精しなかった精子の接着数

／受精した精子の接着数×100］を表2に示した．そ

の結果，A群の10例は原精子濃度が20．6±11．1×

lO6／ml，運動率平均39，3±24．5％と精子濃度，運

動率ともに不良であることを反映し，HZAにおけ

る精子接着数は8．9±5．2と表1に示したようにcon－

trolのそれが34．9±20．9に比し有意に（P＜0．001＞

に不良であり，HZIも27．5±15．0と低値の結果で

あった．一方，B群の3例は，原精子濃度が147．7±

37．9×106／ml精子運動率が52．3±4．0％と良好で

あるにもかかわらず，そのHZAにおける接着数は

controlの34±20．9個に比し平均15．6±4．0個と低

値であった．このことから原精液の性状が良好であ

っても，zonaへの接着の不良な例が存在することを

示唆するものであると考えられた．また抗精子抗体

を有する2例は原精子濃度，運動率とも良好である

にもかかわらず，HZAにおける接着数は平均6．7±

3．7個と不良であった．このような例では抗精子抗体

が何らかの機序で精子接着を障害する可能性が示唆

表2　1VF受精（一）群におけるHZA

精子濃度
精子運動率 　　IVF時　　　　　　HZA

平均接着精子数　平均接着精子数
HZI

A群
（精液性状不良）

　　（n＝10）

B群
（精液性状正常）

　　（n＝3）

C群
（抗精子抗体陽性）

　　（n＝2）

20，6±11．1

147．±37．9

142．5±81。3

39．3±24．5

52．3±4．0

51．0±19．8

20．6±11．1

19．3±11．9

8．3±6．　5

8．9±5．2

15．6±6．1

6．7±3．　7

27．5±15，0

47．7：ヒ24．4

9．4±0．1

のことよりIVFで受精率の不良な精子はHZAに

おいてもzonaへの接着能が障害されていた．

　さらにこれをIVFで受精した13例の受精率と，

HZAにおける接着数との関係を示したものが図8

である．両者の間には，相関係数0．2と有意な相関

されるものと思われた．

考　　察

　Hemizona　assayは1988年Burkman7）により初め

て報告された精子と卵透明帯との接着能検査である．
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我々の方法は，彼らのものとほぼ同様であるが，若

干異なる点もある．その第一点は卵の保存の方法で

あり，第二点は，zonaの半切の方法である．Burkman7）

は得られた非受精卵をDMSO溶液に一70℃下で凍結

保存しているのに対し，我々はYanagimachi8）の方

法により0．5M（NH4）2S　04十1MMgCl2の高
塩濃度溶液に4℃で保存し，卵は保存後1ヵ月以内

に実験に使用した．Yanagimachi8｝によると，卵は高

塩濃度溶液に60　一一　120日保存後も多数の精子と接着

し，またfresh　living　eggと比較し接着数は少なく

ないと報告している，また接着数をカウントする際

に非常に多数のspermが接着する事より，弱くattach

しているspermを除去し，透明帯にpenetrationし

てspermだけをカウントするために卵をピペッティ

ングにてwashすることが必要であると報告している．

今回我々も，この点を考慮しピペッティングにて充

分washingを行い接着精子数をカウントした．さら

にzonaに接着している精子がacrosome　reactionを

おこしているか，否かは重要な問題である．

　Overstreet9），はnon－living　eggと媒精したsperm

のなかで透明帯penetrateしているsperm頭部を電

子顕微鏡により観察した．その結果，精子は

acrosomal　membraneを欠いており，non－living　egg

もliving　eggと同様にacrosome　reactionおこす事

を明らかにしている．この事実は，salt　stored　egg

のzonaは1iving　eggのそれとほぼ同様の接着動態を

有していることを示すと考えられる．さらに，実験

方法で従来の方法と異なるもう一点は，卵の半切方

法である．すなわち従来，卵の半切には，マイクロ

マニプレーターが用いられているがマイクロマニプ

レーターを用いなくても実体顕微鏡下に24G針で全

例，卵の半切が可能であった．今回，我々が実験に

供した卯は男性不妊患者に対しIVF－ETを行い受精

しなかった卵であり，充分maturationしている卵の

みを実験に使用した．以上，我々は今回，従来報告

されてきたhemizona　assayの方法をより簡略化し

た方法を用いた．

　基礎的検討として精子がどの位の時間でzonaへの

接着を開始し，また，接着は何時間位でピークに達

するかを検討した．その結果，zonaへの接着精子数

は媒精後4時間でピークに達し，以後はピペット操

作により接着力の弱い精子がむしろzonaより剥脱し

ていき漸減する傾向にあった．このような事実をふ

まえ，HZAの接着のカウントは媒精後4時間の最

大接着時が最良であると判断した，それでは，精液

の性状とHZAにおけるzonaへの接着能はどのよう

に相関するであろうか．まず，IVFで受精率70％
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以上またはsperm　count　40×106／ml，　motility　60

％以上をgood　spermとした場合，このgood　sperm

とpoor　spermすなわちIVFで受精率0％または

sperm　count　40×106／ml以下，　motility　60％以下

の両群を比較した．その結果，poor　spermのHZA

はgood　spermに比較し有意（P＜0．001）に低い接

着数であった．このことより，精液性状不良例やI

VFで受精しない例では，HZAにおけるzonaへの
精子の接着能も障害されることが明らかとなった．

　De　Yi　Liu，　B，　Scエ゜）は今回の著者のプロトコール

と同じ高塩濃度溶液で保存した未受精卵に，受精能

が未確認の被検者のspermと，fluorochromeでラベ

ルした良好な受精能を有する事が確認されているfer－

tile　sperm（control　sperm）を同一卵に媒精し両精子

のzonaへの接着状態を観察した．そして，　sperm－

ZP　binding　ratio（被検者精子の接着数／コントロ

ール精子の接着数）と被検者精子のIVFの受精率

を比較した．その結果，IVFで受精率が50％以下

であった被検者精子のsperm　binding　ratioは0．16

であるのに対し，IVFで受精率が50％以上であっ

たもののsperm　binding　ratioは0．88であった．す

なわち，IVFにて受精能が障害されている精子は，

この非半切卵を用いたzona　binding　testでも接着能

が障害されることを証明し得ると指摘している．し

かし，このようなDeYiLiBsc1°）の報告した手技は

同一卵を使用するという点ですぐれているものの方

法にやや繁雑なきらいがある．そこで，著者は先に

述べたhemizonaの方法を用い，　hemizona　assayと

IVFにおける受精能との関連について検討した．

Burkman7）はfertile　menのHZAにおける平均接着

精子数は34．0であるのに比較し，infertile　menのそ

れは5．9と有意に低かったと著者と同様の結果を報

告している．またOehningerll）はIVFで受精率が65

％以上であった症例ではHZAにおける接着精子数

は62．1であるのに比し，受精率が65％以下であっ

たもののHZAの接着数は7．3と低く，　IVFにお

ける受精率とHZAにおける接着数はよく相関する

こと明らかにしている．さらに，hemizona　indexが

36以上である精子22例ではそのうち21例がIVF
で良好な受精率であったと報告し，hemizona　assay

とIVFでの受精能とが良い相関を有する事を指摘

している．著者の検討においても，IVF－ETでの非

受精群は，HZAでもその接着数は受精群に比べ有

意に低い結果であった．以上のことは，今回著者が

行ったHZAがIVFにおける受精能を正しく評価
し得るものと考えてさしつかえないであろう．

　今鳳著者の成績においてIVFでの受精群の精
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子をcontrolとした場合，　I　V　Fでの非受精群のHZ

Iは50以ドの低値を示した．このことを逆にいえば

HZAにてHZIが50％以下ではIVFにおいて受
精が困難であると予測し得る．しかし，HZAとI

VFの受精率の関係を見てみると，両者は明らかな

相関関係はみられないものの，IVFで受精率が65

％以上であった例のHZAでの精子の接着数は35以

上であったものが多い結果であった．このことから，

IVFにおいて良好な受精率を期待するにはHZA
において35以上の精子接着数が不可欠と考えられる．

事実，IVFで受精しなかったA，　B，　C群の3群

ともおおよそ，その接着数はいずれも30以下であた，

この事を裏づける結果であった．以上のことからH

ZAは，　IVF－ETにおいて精子受精能をprospective

に判定する事に有用である事が明らかと考えられた．

　ところで，　Bronsoni2）ue島13）は抗精子抗体の受精障

害の作用機序として精子のzonaへの接着が障害され

る事を指摘している．今回，著者の抗精子抗体陽性

例は，SIT，　S　A　Tの検討のみでImmunobed　test

を検討していないがHZIは9．4とかなり低い結果

であった．このことはすなわち培養液中で精子とzona

を媒精しているにもかかわらず接着が障害されてお

り，男性側の精漿中にも精子に対する自己抗体が存

在し，射精前にすでに精子に結合しており何らかの

機序でzonaへの接着を障害するものと考えられた．

　以上より，HZAは精子受精能の評価に有用な検

査法であり特に男性不妊，免疫性不妊におけるIVF

－ETに先だちprospectiveに受精能を判定し得る点

より本法が非常に有用であると考えられた．

　本研究にあたって，御指導，御校閲を賜った寺島

芳輝教授，楠原浩二助教授に深甚なる謝意を表する．

また直接，御指導をいただいた小田原靖博士に深謝

する．
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The　evaluation　of　the　fertilizing

　　　　capacity　of　human　sperm

　　　　　　　　by　hemizona　assay

Hiroshi　Motoyama

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　Tokyo　Jikei　University　School

　　　　　of　Medicine　Tokyo　106，　Japan

　　The　hemizona　assay（HZA）is　a　new　test　for　the

binding　of　human　sperm　to　human　zena　pellucida　to

predict　fertiIization　potentia1．　We　used　mature

oocytes　which　failed　to　be　fertilized　in　the　IVF－ET

treatment，　and　stored　them　in　highly　concentrated

salt　solution．　One　salt－stored　egg　was　cut　into　two

mached　hemizonae　with　27G　needle　and　one　hem・

izona　was　inseminated　with　fertile　sperm（＝good

fertilization　rate　in　IVF）and　another　was　with

infertile　sperm（＝poor　fertilization　rate　in　IVF）．

We　compared　the　hemizona　binding　for　the　sperm

of　13　patients（successful　fertilization　in　IVF）ver－

sus　l5　patients（failed　to　fertilize　in　IVF）．　The　mean

number　of　tightly　binding　sperm　was　34．9（＝suc－

cessful　in　IVF）versus　9．9（＝fert　rate　O％in　IVF）．

The　number　of　sperm　bomd　was　significantly
different　for　the　two　groups　tested　（p＜0．001）．

Patients　with　poor　fertility　rate　in　IVF　had　lower

binding　than　those　cases　with　successful　fertiliza－

tion．　We　conclude　that　HZA　is　a　beneficial　test　to

predict　fertilization　capacity　of　human　sperm．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年1月6日）
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妊娠成立に至った精液所見不良の10症例
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　精液検査が不良にもかかわらず，妊娠に至った10例を報告する。症例10を除き，治療中精液検査

で最低精子濃度は，いつれも600万／m1以下で，最高精子濃度は400万／mlから5100万／m1であ

った．人工授精妊娠4例で，人工授精施行時の精子濃度は，1000万／m1を越えていたが，必ずしも最

高の精子濃度や直進運動率を示した精液ではなかった．自然妊娠した4症例は最低精子濃度は200万

／ml以下，うち3例は直進運動率が0％であり，最高精子濃度は1000万／ml未満であった．

　マクラーの精子濃度測定下限の10万／mlに近い精子濃度でWHOの精液診断基準を大きく下回る

症例での妊娠例の報告があり，精子が存在するかぎり妊娠する可能性はあり，妊娠しやすいかどうか

と，妊娠できるか否かは別問題と考えられる．妊娠できる精液所見の下限値は設定困難と思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　FertiL　Steril．，37（3），438－444，1992）

緒　　言

　不妊症夫婦の治療で，男性不妊症はゴナドトロピ

ン療法，ステロイド療法，カリクレインやビタミン

B12などの非内分泌剤，AIHなど種々の方法が行わ

れているが，特効的で確実な治療方法は現在まだ確

立されていない．WHOが精液検査の基準を提示1）し，

その基準に満たない症例は上記の治療対象となる．

しかし，WHOの精液検査の基準まで改善しなくて

も妊娠成立に至る症例にしばしば遭遇する．現実に

どの程度の乏精子症，精子無力症でも妊娠している

のかについての報告は少ない．当科で昭和58年から

平成3年6月までの8年間で精液所見が不良にも拘

らず妊娠が成立した10例を報告する．精液検査はマ

クラー板を用いて行った．なお10症例とも当科初診

時すべて原発不妊症であった．平成元年4月以前の

LH，　FSH，　PRL検査はRIAで行われたが，

それ以後はIRMA法に変更されたので，すべてIRMA

法の値に換算して表示した．

症　　例

症例1．不妊期間2年4ケ月で，妻側はルビンテス

ト正常，規則的排卵を認め，頚管粘液360mm3（Day

14）の時のヒューナーテストは0／0．6であった．

夫側には，LH10．5mIU／ml，　F　S　H　37．4mIU／ml

と高値を認めた．14回の精液検査で，精子濃度の最

低値は80万／ml，最高値は1500万／mlであった．

直進運動率は18％から74％であった．Pentoxifyl－

line，　pentoxifyllineとmecobalaminで治療後，妻側

にエストロゲンリバウンド療法時，10回目の人工授
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精で妊娠し，27309の女児を早産した．妊娠成立時　　　症例2．不妊期間2年7ケ月で，妻側はルビンテス

の精子濃度は1200万／ml，直進運動率は50％であ　　　ト正常，規則的排卵を認め，頚管粘液120　mm3（Day

った．（表1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　20）の時のヒューナーテストは0．4／O．6であった．

　　　　　　　　　　表1　症例l　S．S．（34歳）S．S．（21歳）原発不妊症（2年4ヶ月）

妻

ルビンテスト

排卵

ヒューナー

正常

有り

0／⑪．6（CM＝360）

夫

LH　10．5mIU／m1，　FSH　37．4mIU／ml，　PRL　4．　Ong／ml，　T　7．　5ng／ml，　E253pg／ml

検査日　禁欲（B）
精液量　　精子濃度

（ml）　（104／ml）

運動率
（％）

奇形率
（％）

白血球　　処置 投　薬

02／12

04／18

04／30

05／16

05／26

05／29

06／25

07／25

08／22

09／22

02／21

01／25

02／24

03／24

06／17

5

7

6

7

11

6

3

8

2．8

2．7

2．3

3．8

2．9

1．6

12
4．0

3．5

4．0

4．0

1。2

4．0

100

180

1000

1467

　80

700

800

800

1300

1500

1100

1100

1200

20－10－70

25－25－50

30－30－40

59－25－16

38－24－38

29－29－42

50－25－25

74－13－13

46－0－56

40－6－54

18－0－82

25－O－75

45－9－46

50－10－40

10

9

0

14

12．5

12．5

15

8

25

9

8

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

4

0

0

AIH

AIH

AIH
AIH
AIH
AIH
AIH
AIH
AIH
AIH

｛

　pentoxifilline

　Pentoxifilline

　pentoxifilline

｛

　pentoxifylline

　mecobalamin

AIH妊娠確認（妻　プレマリンリバウンド）36w＋4d　2730g♀

運動率は直進運動率，曲進運動率，停止のパーセントを表わす。以下の表も同じ。

表2　症例2　1．T．（27歳）IA．（28歳）原発不妊症（2年7ヶ月）

妻

ルビンテスト

排卵

ヒューナー

正常

有り

O．　4／O．　6（CM；120）

夫

LH　3．9mIU／ml，　FSH　4．6mIU／ml，　PRL　3．6ng／ml，　T　5．9ng／ml，　E242．1pg／m1

検査日
禁　欲

（日）

精液量
（ml）

精子濃度
（104／ml）

運動率
（％）

奇形率
（％）

白血球 処置

／10／27

／11／05

／11／10

／12／21

／01／06

／02／02

／03／13

／03／17

／04／08

6

2

4

8

2

4

2

AIH妊娠確認

4．5

3．5

3．0

3．5

3．5

5．0

5．0

460

2500

5100

700

700

540

720

280

7－20－73

12－8－80

35－6－59

0－29－71

29－14－57

22－19－59

23－8－69

71　－0－29

70

12

16

14

14

81

8

29

1

1

26

3

6

0

5

1

AIH
AIH
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夫側には内分泌的な異常は認めなかった．9回の精

液検査で，精子濃度の最低値は280万／m1，最高値

は5100万／mlであり，9回中7回は1000万／ml
以下であった．直進運動率は7％から71％であった．

2回目の人工授精で妊娠成立に至った．妊娠成立時

の精液所見は精子濃度が280万／mlと最低値，直進

運動率は71％と最高値であった．心拍確認後，他医

へ紹介した．（表2）

症例3．不妊期間は2年2ケ月で，妻側はルビンテ

スト正常，規則的排卵を認め，頚管粘液80mm3（Day

9）の時のヒューナーテストは0／0であった．夫側

にはFSHl3．8mIU／mlと高値，テストステロン2．6

ng／m1と低値を認めた．8回の精液検査で，精子濃

度の最低値は210万／ml，最高値は2200万／m1で

あり，8回中6回は1000万／ml以下であった．直

進運動率は25％から64％であった．八味地黄丸で

治療中，3回目の人工授精で妊娠成立に至り，3050

9の男児を分娩した．妊娠成立時の精液所見は精子

濃度が2200万／mlと最高値，直進運動率は25％と

最低値であった．（表3）

症例4．不妊期間は3年7ケ月で，妻側はルビンテ

スト正常，規則的排卵を認め，ヒューナーテストは

施行されなかった．夫側にはFSH32　．4　mlU／mlと

高値を認めた．3回の精液検査で，精子濃度の最低

値は200万／m1，最高値は700万／mlであり，す

べて1000万／ml以下であった．直進運動率は0％

から33％であった．子宮卵管造影後，AIHや排卵

誘発剤などの使用なく自然妊娠成立に至った．妊娠

成立時の精液所見は不明である．心拍確認後，他医

へ紹介した．（表4）

症例5．不妊期間は1年7ケ月で，妻側はルビンテ

スト正常，規則的排卵を認め，頚管粘液400mm3

表3　症例3　0．S．（31歳）O．K．（26歳）　原発不妊症（2年2ヶ月）

妻

ルビンテスト　正常
排卵　　　　　有り

ヒューナー　　0／0（CM＝80）

夫

LH　6．4mIU／ml，　FSH　13．　8mlU／ml，　PRL　4．　5ng／ml，　T　2．6ng／m1，　E237．8pg／ml

検査日 禁欲　精液量精子濃度
（日）　　（ml）　（104／ml）

運動率
（％）

奇形率
　　　　　白血球

（％）
処置 投　薬

／Ol／24

／02／03

／02／10

／02／27

／03／03

／03／16

／05／02

／06／16

／07／10

7

7

7

6

5

7

7

7

3．0

4．0

2．5

4．0

4．5

6．5

4．0

6．5

560

870

280

560

1700

590

210

2200

34－14－52

29－20－51

43－32－25

64－14－22

35－6－59

31－13－56

57－10－33

25－24－51

14

11

21

22

18

19

14

29

1

1

1

2

2

1

0

0

AIH妊娠確認　正常分娩39w＋1d　3050g♂

AIH

AIH
AIH

八味地黄丸

表4　症例4　S．T（34歳）S．T（31歳〉原発不妊症（3年7ヶ月）

妻

ルビンテスト　正常

排卵　　　　　有り

夫

LH　6．　9mlU／ml，　FSH　32、4mIU／m1，　PRL　4．　8ng／ml，　T　2．　9ng／ml，　E226．1pg／ml

検査日
禁　欲

（日）

精液量
（mD

精子濃度
（104／ml）

運動率
（％）

奇形率
（％）

白血球

■　／06／13

　／06／24

　／07／06

　／07／08

　4　　　　　　　3．5　　　　　　700

　7　　　　　　　4，5　　　　　　360

自然妊娠確認（妻：子宮卵管造影後）

　8　　　　　　4．5　　　　　　200

29－42－29

33－22－45

0－50－50

29

11

50

0

1

0
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表5　症例5　S．T．（24歳）S．E（28歳）原発不妊症（1年7ヶ月〉

妻

ルビンテスト

排卵

ヒューナー

正常
有り

0／0（CM；400）

夫

LH　8．4mIU／m1，　FSH　27．9mlU／ml，　PRL　4。4ng／ml，　T　5．3ng／ml，　E222．9pg／ml

　　　　　禁欲精液量精子濃度検査日
　　　　　（日）　（ml）　（104／ml）

運動率
（％）

奇形率
く％）

白血球 投 薬

／11／01

／12／16

／01／17

／08／15

／05／07

／07／02

／02／03

／02／04

／06／03

／07／25

7

7

7

5

7

10

7

6

5．0

5．0

6．0

5．0

3．0

6．0

5．5

6。0

6．0

70

50

20

400

60

70

12

290

50

自然妊娠確認　正常分娩

　　0－O－100

　　0－40－60

　　0－0－100

　　0－25－75

　17－17－　66

　29－14－　 57

　25－8－67
　83－7－10
　40－20－　 40

38w十6d　3170g

29

20

50

　0

33

　0

　8

13

20

♂

0

0

0

0

1

0

0

2

1

｛

　mecobalamin

　八味地黄丸

pentoxifylline＋mecobalamin

pentoxifylline＋mecobalamin

pentoxifylline＋mecobalamin

pentoxifylline十mecobalamin

pentoxifylline十mecobalamin

表6　症例　Y．A．（35歳）　YY（30歳）　原発不妊症（2年）

妻

ルビンテスト

排卵

ヒューナー

施行せず　HSGにて弓状子宮
有り

0．25／0．75

夫

LH　4．2mlU／ml，　FSH　5．4mlU／m1，　PRL　9．2ng／m1，　T　5．6ng／ml，　E228．　Opg／mI

検査日 禁欲　精液量　精子濃度
（日）　　（ml）　（x104／mD

運動率
（％〉

奇形率
（％）

白血球 処置 投薬

／12／10

／12／17

／12／28

／01／11

01／28

02／01

02／18

03／04

03／18

05／02

06／05

08／08

09／05

10／03

10／07

11／07

11／25

02／19

2

6

7

4

4

4

3

3

2

2

8

3

1

4

4

2

妊娠確認

自然妊娠

4．0

4．5

4．5

3．2

3．5

4．0

4．0

4．5

3．5

4．5

6，0

　3．0

　3．0

　3．0

　3．5

37周1日

現在妊娠中

　1200

　5100

　240
　240
　2800

　230
　800
　1300

　320

　330

　880

　300
　2000

　800
　2900

　1000

25949　♀

0－8－91
21－10－　69

8－8－84
0－0－100

50－14－　36

39－0－61
25－12－　63

15－8－77

13－0－87

9－3－88
13－13－　 76

40－12－　 48

15－10－　　75

25－50－　25

24－34－　 42

30－10－　 60

0

2

4

17

25

0

25

15

25

0

23

5

15

25

14

20

0

1

1

0

1

1

2

0

1

10

0

1

0

0

0

AIH

AIH
AIH
AIH
AIH

AIH
AIH
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（Day　13）の時のヒューナーテストは0／0であった．

夫側にはLH8．4m1U／ml，　FSH27．9mIU／mlと

上昇をみとめた．9回の精液検査で，精子濃度の最

低値は12万／ml，最高値は400万／mlであt）　，9

回中7回は100万／ml以下であった．直進運動率は

0％から83％であり，初めの4回は直進運動率は0

％であった．Mecobalaminと八味地黄丸投与後，

pentoxifyllineとmecobalaminで治療申，自然妊娠

し31709男児を分娩した．本症例は今回報告例の中

で，精液所見が一番不良な例であった．なお妊娠成

立時の精液所見は自然妊娠のため不明である．（表5）

症例6．不妊期間は2年で，妻側はルビンテスト正

常，規則的排卵を認め，子宮卵管造影にて弓状子宮

を認め，Day　10の時のヒューナーテストはO．25／

0。75であった．夫側には内分泌的に異常は認めなか

った．16回の精液検査で，精子濃度の最低値は230

万／m1，最高値は5100万／mlであり，16回中9回

は1000万／ml以下であった．直進運動率は0％か

ら50％であり，7回目の人工授精で妊娠し25949

日不妊会誌37巻3号

の女児を分娩した．妊娠成立時の精子濃度は1000万

／ml，直進運動率は30％であった．本症例はその後，

第2子を自然妊娠し現在妊娠は順調に経過中である．

（表6）

症例7．不妊期間は5年で，妻側はルビンテスト及

び子宮卵管造影にて正常，規則的排卵を認め，ヒュ

ー
ナーテストは施行されなかった．夫側は乏精子症

にて当院泌尿器科で治療中，当科で人工授精を行っ

た．4回の精液検査で，精子濃度の最低値は600万

／ml，最高値は1700万／mlであり，4回中3回は

1000万／ml以上であった．直進運動率は17％から

36％であり，3回目の人工授精で妊娠し33009の男

児を分娩した．なお妊娠周期のday　5よりclomiphene

50mg　5日間の投与を行い，人工授精はDay　20日に

施行した．妊娠成立時の精子濃度は1160万／ml，直

進運動率は17％であった．（表7）

症例8．不妊期間は1年3ケ月で，妻側はルビンテ

ストにて正常，規則的排卵を認め，ヒューナーテス

トは頚管粘液200　mm3（Day　21）の時0／0であっ

表7　症例7　YF．（36歳＞YN．（36歳）原発不妊（5年）

妻

ルビンテスト　HSGで通過
排卵　　　　　　有り

夫

当院泌尿器で加療中

検査日
禁欲　精液量　精子濃度
（日）　　（ml）　（×・104／ml）

運動率
（％）

奇形率
　　　　　白血球

（％）
処置 投薬

08／11

09／07

04／19

05／24

06／21

　10　　　　　　　2．0　　　　　　　　　600

　7　　　　　3．5　　　　　　1700

　4　　　　　4．5　　　　　　1000

　5　　　　　　　2，2　　　　　　　　1160

AIH妊娠確認（clomid）正常分娩

　33－17－50

　36－36－28

　20－0－80

　17－7－76
3300g　♂

0

20

0

55

2

3

0

0

AIH

AIH
AIH

表8　症例8　M．K．（34歳）M．T．（26歳）原発不妊（1年3ヶ月）

妻

ルビンテスト　通過
i非卵　　　　　　有り

ヒューナー　　0／0（CM；200）

夫
LH　3．1mlU／ml，　FSH　7．3mIU／ml，　PRL　1．6mIU／ml，　T　5．4ng／ml，　E242．5pg／ml

検査日
禁欲　精液量　精子濃度
（日）　　（ml）　（×104／ml）

運動率
（％）

奇形率
　　　　　自血球

（％）
処置 投薬

■　／02／07

　／04／10

　／04／19

　／04／28

　2　　　　4．7　　　　　460

　3　　　　1．5　　　　　190

自然妊娠確認　39周　3450g　♂

　2　　　　2．5　　　　　580

30－13－57

37－0－63

29－4－69

26

11

12

0

1

1
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表9　症例9　S．H．（34歳）S．T（34歳）原発不妊（1年9ヶ月）

妻

ルビンテスト　通過
排卵　　　　　有リ

ヒューナー　　0／0（CM＝100）

夫

LH　4．8mIU／ml，　FSH　6，7mIU／ml，　PRL　7．2ng／ml，　T　5．1ng／m1，　E243．3pg／m1

　　　　　禁欲精液量精子濃度　運動率検査日
　　　　　（日）　　（ml）　（×104／ml）　　　（％）

奇形率
　　　　白血球　　処置（％）

投　薬

／10／17

／12／10

／03／07

／03／23

／04／13

／08／25

／12／10

／03／11

／03／17

／12／06

／04／22

／05／10

／06／06

1

1

1

4

4

2．0

1．0

1．2

2．3

2．5

1000

700

　23

1400

1600

妊娠10週流産（自然妊娠）

　2　　　　1．5　　　　400

　2　　　　2．0　　　　840

　4　　　　2．5　　　　160

AIH妊娠40週1日　正常分娩

　32E51200　3　　　　　1．5　　　　 1600

　3　　　　2．0　　　　700

0－10－90

42－16－42

4－7－89

36－7－57

74－13－13

25－50－25

66－10－24

50－O－50
30459　♂

33－17－50

38－25－37

43－0－57

10

14

0

6

0

19

25

17

19

14

0

0

1

1

0

0

0

2

0

1

0

AIH

AIH

AIH
AIH

｛

　pentoxifylline

　mecobalamin
｛

　補中益気湯

　mecobalamin

表10症例10　Y．H．（38歳）YH．（36歳）　原発不妊（10年）

妻

　ルビンテスト　HSGで通過
　排卵　　　　　有り

夫　血液検査せず

検査日 禁欲　精液量　精子濃度
（日）　　　（ml）　　（x104／ml）

運動率
（％）

奇形率
　　　　　白血球

（％）
処置 投薬

巳　　10／09

　　11／08

　　12／04

　　12／27

10

12

10

5．0

4．0

2．0

7500

15500

　330

28－31－41

12－18－70

21－21－58

13

23

18

1

0

1

AIH
AIH
AIH

た．夫は内分泌的には異常は認めなかったが，3回

の精液検査で，精子濃i度の最低値は190万／ml，最

高値は580万／m1であり，3回共600万／ml以下
であった．直進運動率は29％から37％であり，検

査中に自然妊娠し34509の男児を分娩した．妊娠成

立時の精液所見は不明である．（表8）

症例9．不妊期間は1年9ケ月で，妻側はルビンテ

ストにて正常，規則的排卵を認め，頚管粘液100mm3

（Day　12）の時のヒューナーテストは0／0であった．

夫側に内分泌的には特に異常は認めなかった．11回

の精液検査で，精子濃度の最低値は23万／ml，最高

値は1600万／mlであり，11回中6回は1000万／

ml以下であった．直進運動率は0％から74％であっ

た．Pentoxifyllineとmecobalamin，補中益気湯と

mecobalaminで治療中一度自然妊娠したが妊娠10

週で流産した．この時の妊娠成立時の精液所見は不

明である．その7ケ月後に人工授精で妊娠し，3045

9男児を分娩した．その時の精液所見は精子濃度160

万／ml，直進運動率50％であった．（表9）

症例10．不妊期間は10年で，妻側はルビンテストと

子宮卵管造影で正常，規則的排卵を認め，ヒューナ

ー テストは施行されなかった．夫側は内分泌検査を

施行せず，上記9症例と異なり，3回の精液検査で

精子濃度は7500万／m1と1億5500万／m1，直進

運動率は28％と12％であり，この2回の精液を用

いた人工授精では妊娠しなかった。その後，精子濃
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度330万／m1，直進運動率21％の乏精子の精液によ

る人工授精で妊娠した．心拍確認後，他医へ紹介し

た．（表10）

考　　案

　今回当科不妊外来で妊娠成立に至った症例の中で，

精液所見の不良な10例を報告した．症例10は人工

授精時のみ精子濃度330万／ml，直進運動率21％

と不良であったが，他2回の精液検査は正常であり，

その他の9症例と異なる．症例1から症例9までに

ついて検討すると，最低精子濃度は，いつれも600万

／ml以下であり，最高精子濃度は400万／mlから

5100万／mlであった．人工授精で妊娠した5例中4

例は1000万／mlを越えていたが，必ずしも最高精

子濃度や直進運動率を示した時の精液を用いていな

い．人工授精ではなく自然妊娠した症例は，妊娠成

立時の精液所見は得られないが，その前後のデータ

を見ると，最低精子濃度はいつれも200万／ml以下

で，4例中3例は直進運動率が0％であった．最高

精子濃度も4例中3例は1000万／ml未満であった．

人工授精妊娠群に比べて精液所見はさらに悪いと考

えられる．ヒューナーテスト不良例が多い中で，人

工授精が合理的な治療法と考えられるが，自然妊娠

群の精液所見から見ると，強度の乏精子症は人工授

精時よりも自然な性交で妊娠することが多い印象を

うける．

　マクラー板の精子濃度測定下限は原液精液を用い

た場合10万／mlである．最低精子濃度がその下限

に近い値を示したり，高ゴナドトロピン血症が証明

された症例中に妊娠成立例が存在することや，WH

Oの精液検査基準をかなり下回った精液所見での妊

娠例を布施2）は200万／ml，運動率0％の逆行性射

精を，小田3｝は100万／mlから500万／mlの精子濃

度で3例を，守殿4｝は10万／ml，運動率5％での妊

娠例をそれぞれ報告している．このような報告例や

我々が今回報告したような症例が実在することから，

精子が存在する限り，妊娠する可能性は存在する．

妊娠しやすいかどうかと，妊娠できるかできないか

の評価は異なっており，妊娠できる下限値を設定す

ることは困難であると思われる．
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Case　reports　of　pregnaney　with

semen　of　poor　quality（10　Cases）

Toshio　Utsugi，　Yoshikazu　Nakajima，

Kiyohiko　Yamada，　Kazumichi　Ando，

　　Matsuo　Ui，　Takeshi　Takagi，

Hideki　Mizunuma　and　Yoshito　Ibuki

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Gunma　University　School　of　Medicine，

　　　　　Maebashi　371，　Japan

　We　report　10　cases　of　pregnancy　with　semen　of

poor　quality．　In　g　cases，　the　Iowest　sperm　concen－

trations　were　below　6×106／ml　in　all　and　the　highest

values　were　4×106／ml　to　51×106／ml，　In　5　pregnant

cases　by　AIH，　semen　of　4　cases　showed　below　10　x

lO6／ml　sperm　concentratiens　at　the　time　of　success－

ful　AIH，　which　were　not　always　the　highest　sperm

concentration　or　best　motility　in　the　semen　analy・

sis．　And　the　semen　quality　was　worse　in　natural

prgnancy　than　AIH　pregnancy　group．　As　there　are

several　pregnancy　reports　in　the　cases　of　far　below

the　WHO　criteria　of　20×106／ml　in　sperm　concentra－

tion，50％in　motility，　it　is　very　hard　to　determine

the　lowest　sperm　concentration　or　motility　for

pregnancy．　Considering　sperm　fertility，　the　easiness

of　pregnancy　and　the　probalility　of　becoming

pregnant　seem　somewhat　different．

　　　　　　　　　　　（受付：1991年9月24日）
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PMSG分割投与を用いた

チャイニーズハムスター過排卵誘発法

AStable　Superovulation　Method　in　the　Chinese　Hamster　with

　　　　　　Two　Successive　Administrations　of　PMSG

福島県立医科大学産科婦入科学教室

　　　飯　沢　禎　之

　　Yoshiyuki　IIZAWA

　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Fukusima　Medical　College，　Fukushima　960－12，　Japan

　　　　　　　旭川医科大学生物学教室

　上口勇次郎　 美甘和哉
Yujiroh　KAMIGUCHI　Kazuya　MIKAMO

Department　of　Biological　Science，　Asahikawa　Medical　College，　Asahikawa　O78，　Japan

　チャイニーズハムスターの過排卵誘発法は難しく，確立された方法はなかったが，今回，妊馬血清

性ゴナドトロピン（PMSG）を正常4日周期の一定期に一定の間隔で2回投与することにより安定し

た過排卵誘発が得られた．性周期第1日目（排卵日）の14：00に0．31U／g体重のPMSG，43時間後

（第3日目の9：00）に0，41U／g体重のPMSG，その7時間後（第3日目の16：00）に121U／g体重

のヒト絨毛性ゴナドトロピン（hCG）を投与し，　hCG投与18時間後（第4日目の10：00＞に卵管上

部から卵を採取した．この方法により実験に用いた43頭全ての過排卵誘発に成功し（最少38卵），平

均過排卵数（58．8±16．5卵／動物）は自然排卵数（10．2±1．4）の5倍以上であった．なお，全ての注

射を腰部皮下に行う方法が最も安定した結果をもたらすことを確認した．また，過排卵された卵の受

精能が体外受精により確認され，その受精率は84．4％であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，37（3），445－450，1992）

緒　　言

　いろいろな哺乳動物の卵が，発生学・生殖生理学

などの研究に用いられてきた．生化学的研究や変異

原の影響評価などには多数の卵を必要とすることが

多いが，哺乳動物の排卵数は少ないため，マウス・

ラット・ゴールデンハムスターなどの動物で効果的

な過排卵誘発法が開発されてきた1～5）．

　チャイニーズハムスターは1958年に実験動物とし

て紹介され6），以後種々の研究で使用されて多くの利

点・特性が認められてきたが，実験動物としての使

用頻度は上述の解歯類に比べてはるかに低い，その

理由として，雌の雄に対する攻撃性が強いこと，性

成熟が遅いこと，分娩数が少ないこと等，主として

繁殖上の問題が挙げられる．幸いにも，我が国の二，

三のクローズドコロニーでは，改良が進みこれらの

難点が殆ど解決されているがη，なお解決すべき点が

あるとすれば，安定した過排卵誘発法が確立されて

いないことである．近年，種々の医学・生物学的研

究で，従来の実験動物にない種的特性を活用しよう

とする要求が増えつつあるが，このような時にあた

って，安定した過排卵誘発法を確立してチャイニー
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ズハムスターというユニークな動物の利用を容易か

つ経済的にすることは甚だ有意義である．

　これまで何人かの研究者が，チャイニーズハムス

ターの過排卵の方法を報告してきた8A’1°）．　Roldanら

は，いずれの方法でも安定した結果が得られなかっ

たため，自ら新しい方法を考案した11）．かれらは下垂

体性黄体形成ホルモン（PLH）を用いて良い結果

を得ているが，入手の容易な市販のhCGを用いた場

合の効率は決して良くない．その後Parkeningが

PMSGとhCGとによる排卵誘発法を報告しているが，

排卵数は15から30と少ない12）．今回PMSGとhCG

の投与量，投与回数及びその間隔を種々検討した結

果，PMSGを一定の間隔で2回投与するという従来

試みられたことのない方法が，極めて有効であるこ

とを確認した．また，安定した結果をもたらす最善

の注射部位の検討も併せて行ったので，この過排卵

誘発法の詳細を報告する．

対象および方法

［1］実験動物

　今回使用した動物はすべて，旭川医科大学生物学

教室で開発改良されたCHA（Chinese　hamster　Asa・

hikawa　colony）由来の個体である．　C　H　Aは，温

順な性質，多産，良い体格，早い性成熟，安定した

性周期等を兼ね備えた動物の開発を目標に1975年か

ら選抜交配してきたものである．現在，成熟雌（146

－ 155日齢）の平均体重二48．8±3．39，雄（140－155

日齢）：55．5±3、49，4日型性周期の安定する日

齢：37．1±3．8日，平均排卵数：10．2±1．4個，平均

産仔数：8．2±1．8頭で，コロニー開発当初の成績と

は格段の差が認められる7）．

　動物は温度（23±1℃），湿度（50－60％），およ

び光条件（5：00－19：00の14時間明期と10時間

暗期）が一定に保たれた部屋で飼育繁殖された．飼

料（オリエンタルMF）と水は自由に摂取させた．

生後約40日から膣スメアを毎日観察した13）．4日型

　　　　　　　表1
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性周期を確認した成熟雌（58．7±5．8日齢，体重

33．8±3．19）をDay－1（排卵日）に1頭ずつ飼育ケ

ー ジに移しホルモン投与を行った．

［2］方法

　PMSG（セロトロピン，帝国臓器）は1001U／ml，

hCG（HCG，持田製薬）は3001U／mlの濃度に生理

食塩水で溶解して小バイアルに分注，凍結保存し，

必要時に溶解使用した．

　予備実験の段階で，PMSG（10－201U／動物）・

hCG（15－301U／動物）各1回投与による過排卯誘

発を行い，排卵数，成熟未排卵濾胞を調査したとこ

ろ，PMSG投与量の増量に伴いかえって未排卵濾胞

が増加し，排卵率（排卵数／発育濾胞数）の減少が

みられた．hCGの増量によっても改善されないため，

PMSGを減量して2回投与する方法を試みた．まず

試みたのが表1・グループ1のスケジュールである．

その後，未排卵濾胞数の減少，過排卵成功率の向h

を目的にホルモン投与量，投与方法を変えていった

のがグループ2・3のスケジュールである（表1＞．

最終的に決定したスケジュールは表1・グループ3

のものであり，性周期との関連，ホルモン投与・採

卵の間隔は図1に示す通りである．

　hCG投与後18－19時間目（Day－4の10：00－
11：00）に開腹し，卵管を摘出した．0．1％ピアルロ

ニダーゼを含むハンク氏液を卵管采から注射器で注

入し，卵塊をホローグラスに流し出した．この時注

発情期
（排卵日）

発情前期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43hr　　　　↑7hr↑18hr－↑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：00　　　　　　　　　　9：00　　　16：0010：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　PMSG　I　　PMSG　II　hCG　採卵
　　　　　　　　　　　　　　　　　0．31U／g体重　0．41U／g体重　L21U／g体重

　　　　　　　　　　　　　　　　　図1　チャイニーズハムスター過排卵誘発のための

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホルモン投与スケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表1のグループ3に相当）

チャイニーズハムスター過排卵誘発法：各グループのホルモン投与スケジュール

グループ1 グループ2 グループ3

投　与　方　法 腹 腔 腰部皮下

PMSG　1回目
　時間・量

Day・114時
0．31U／9体重

PMSG　2回目
　時間・量

Day・3　9時

0．41U／9体重

hCG
　時間・量

Day－316時
0．91U／9体重

Day－3　　　　16時

1．21U／9体重

Day・1二排卵日（発情期）
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表2　各グループにおける誘発排卵の成績

グループ1 グループ2 グループ3

過排卵成功動物数

　成功率（％）

11／17

（64。7％）

13／20

（65．0％）

43／43

（100％）

　　排　卵　数

mean±SD．（range）

47．9±23．5

（20－99）

60．2±22．5

（25－llO）

58．8±16．5

（38－99）

成熟未排卵濾胞数

mean±S．D．（range）

26．7±20．3

（8－67）

10．7±8．4

（1－33）

4．3±3．4

（0－12）

意すべき点は以下の3点である．卵巣嚢内の卵を紛

失しない様，卵巣嚢はホローグラス内で開くこと，

卵の数が多いため卵管下部（子宮側）まで下降して

いる卵があることを考慮し，流し出す卵管の範囲を

広く取ること．排出される卵数が少ないとき，卵管

が途中で傷ついていることが考えられるので卵管を

しごいてみることである．同液中で約5分間処理し

て卵丘細胞を完全に除去した後，新鮮なハンク氏液

に卵を移し解剖顕微鏡下で卵の数を数えた．また卵

巣を観察し，成熟未排卵濾胞の数を記録した．

　過排卵された卵の受精率を調べるため，一部の卵

に体外受精を施した．採卵前に成熟雄チャイニーズ

ハムスターの精管，精巣上体尾部の精子を採取し，

精子濃度2－5×105／mmとなるようm－TALPで精子

懸濁液を作り，懸濁液のドロップを滅菌プラスチッ

クシャーレの底に置き，ミネラルオイルで覆ってお

いた．採卵後，卵を精子懸濁液に移し，5％CO，気

相下，37℃で媒精した．5－6時間後，培養した卵

をワセリン：パラフィン＝ユ：9のスポット付きス

ライドグラスにのせ，カバーグラスで適度に押しつ

ぶした後，位相差顕微鏡下で観察した1°）．卵内に雌雄

の前核，または膨化精子頭部が認められたものを受

精卵と判定した．

結　　果

　表2に各グループの過排卵成功率，成功例での1

頭当たりの平均採卵数，成熟未排卵濾胞数を示した．

ここでいう過排卵成功率とは，1頭当たり20卵（自

然排卵数の約2倍）以上採卵できた例を過排卵成功

としたときの，実験例数に対する成功例の割合であ

る．グループ1で満足できる排卵数（47。9±23．5）

を得たが，未排卵濾胞数が多かったため（26．7±20．3），

その点を改善すべくhCGを増量したのがグループ2

である．未排卵濾胞数は減少し（10，7±8．4），それ

に伴い排卵数は増加した（60．2±22．5）．しかし，ど

ちらのグループでも過排卵成功率は約65％と満足で

きるものではなかった．そこでホルモン投与経路を

腹腔から腰部皮下に変えたものがグループ3である．

排卵数（58．8±16．5）は若干減少したが有意なもの

ではなく，過排卵成功率が100％になったことが着

目すべき点である．

　過排卵された卵の体外受精による受精率は84．4％

であり，自然交配した場合の受精率97。5％14＞より有

意に低かった．

考　　察

　これまでチャイニーズハムスターの過排卵の方法

は確立していない．Roldanらは未成熟な個体にPL

H（馬または不特定の家畜の下垂体由来の黄体形成

ホルモン）を用いて平均46．4個の卵を得ているが，

成熟個体ではPLHで平均23．0個，hCGで平均23．2

個の卵しか得ていない11）．また，日本ではPLHが高

価でかつ入手困難ということもあり，我々は成熟雌

にPMSGとhCGを用いてより多くの卵を得ること
を考え，これに成功した．

　多くの卵を排卵させるには，多くの濾胞を発育さ

せることが当然必要であり，そのためにはPMSGの

量を増やす必要がある．しかしRoldanらの報告にも

あるように，PMSGの投与量を増やしても排卵数は

増えない11）．マウス・ラット・ゴーデンハムスターで

もこの現象は報告されている5・15）．この理由として，

PMSG自体のもつLH作用が濾胞の早期黄体化，早
期閉鎖を起こすことが考えられている15｝．我々も予備

実験としてPMSGの1回投与を行い排卵数，卵巣の

状態などを調べてみた．すると，PMSG多量投与に

より排卵がうまくいかない例では，hCG投与前に卵

核胞の崩壊が起きていることがわかった．このこと

から我々は，PMSGの多量投与が排卵数の減少を引

き起こす理由を次のように推測した．Day－1にPMSG

を大量に投与すると，Day－3までに多くの濾胞が発

育し，エストロゲンが多量に分泌される．これに反

応して内因性のLHサージが起き，卵核胞の崩壊が

起こるが，この時点では濾胞の成熟が不十分なもの

が多く排卵に至る濾胞の数は少なくなってしまう。

1度LHの影響を受けた未成熟濾胞はその後hCGが

投与されても排卵することができない．従って排卵



　74（448）

するものは，内因性LHサージが起きた時点で十分

成熟していた少数の濾胞だけである．我々はこの考

えに基づきPMSG　2回投与法のスケジュールを立て

た．即ち，1回目のPMSGは早期のLHサージを起

こさない程度の量に抑え，2回目のPMSGで急速な

濾胞の発育を促し，これに反応して内因性LHサー

ジが起こる前にhCGを投与する様，2回目のPMSG

投与後短時間でhCGを投与するというものである。

　これまで報告されたチャイニーズハムスターの過

排卵の方法で最も優れていると思われるのがRoldan

らのものである11）．彼らはPMSGの1回投与後，　hCG

あるいはPLHで排卵を誘発している．これを，成

熟個体，未成熟個体それぞれで行った．未成熟個体

にPLHを投与した群では46．4±9．2卵を得ている

が，他の3群の排卵数は20卵強である．彼らの報告

のうち，最も成績の良かった群と，我々同様成熟個

体にhCGを用いた群を表3に示し，我々の成績と比

較した．成熟個体にhCGを投与した群同士の比較で

は，我々の方が遙かに良好な成績である．彼らの最

も成績の良かった未成熟雌にPLHを投与した群と

比べても同等以上の結果を得ている．尚，我々の方

チャイニーズハムスターの過排卵誘発法 日不妊会誌　37巻3号

の受精・発生能を示したとの報告があるが3），我々は，

未成熟雌を誘発して得た卵の性質が，成熟雌のもの

と異なることをゴールデンハムスター・チャイニー

ズハムスターで経験している．受精・発生の研究に

用いる場合は成熟雌から質の高い卵を得ることが重

要だと考えている．

　PMSG計0．71U／g体重，　hCG121U／g体重は359

の動物でそれぞれ24．51U，421Uとこれまでの報

告よりかなり多く（表4），特にhCGははるかに多

い量である．しかし平均約60個の発育濾胞のほとん

どを排卵させるためにはこれだけの量が必要であり，

これ以下では多くの濾胞が未排卵のまま残されてし

まう．この量は他の実験動物と比べても多い量であ

る（表4）．体重がチャイニーズハムスターとほぼ同

じであるマウスではPMSG・hCGとも5－101U5・17），

体重が約2倍の未成熟ラットでもそれぞれ301U，

101Uの投与で過排卵を誘発できる2・5）．体重が約4

倍のゴールデンハムスターでさえそれぞれ301U，

251Uである16）．この様に動物種によりゴナドトロ

ピンの必要量が違うが，これは投与するゴナドトロ

ピンが異種蛋白であり，動物種により感受性が違う

叢響1犠錨膿欝怒高奪た繁臨投与方法を比較したところ・腹　　　　　　表3チャイニーズハムスター過排卵醗の成績・我々の方法とR・ldanらの方1去との比較

　　　我々の方法

成熟雌（8－9週齢）
PMSG　I－PMSG　II－hCG

Roldanらの方法
成熟雌（5－8月齢）

　PMSG－hCG

　Roldanらの方法
未成熟雌（5－6週齢）

　　PMSG－PLH

動物数：n 43 6 5

排卵数：A 58．8±16．5 23．2±12．8 46．4±92

未排卵濾胞数：B 4．3±3．4 19±9 8±2

発育濾胞数：A＋B 63．1 42．2 54．4

排卵率：A／A＋B 93．2％ 55．0％ 85．3％

表4　各種実験動物の過排卵誘発法の比較

PMSG投与量
　　（Iu）

hCG投与量
　　（Iu）

　PMSG投与から
hCG投与までの時間

hCG投与から
採卵までの時間

過排卵数
（平均）

golden　hamster　M　l6） 30 25 48－56 17 54．2

10 5 40 20－24 44．4
　　　　　　1　5）
mouse
　　　　　　M　l7） 5 5 48 22－24 35．6

30 10 56 20－24 45．0
　　　　　1　　5）
rat
　　　　　M　l8） 50 50 54 24 25．0

15 15 72 20 24．1
　　　　　　　　　I　l1）
Chinese　hamster
　　　　　　　　M　lo＞ 10 15 43 17 26

我々の方法　　M 24．5卓1 42卓1 50＊2 18 58．8

　　　1：未成熟動物，M：成熟動物，　）内の数字は文献番号

＊1：動物の体重を35gとして換算，＊2：PMS初回投与からhCG投与までの時間
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腔投与でも成功した場合には皮下投与と同等の排卵

数が得られたが，成功率は皮下の方がよかった．そ

の理由を考えるため，腹腔投与での失敗例を検討し

てみると，以下の3群に分類された．（1）排卵数は約

10個，未排卵濾胞は殆どない．（2）排卵数は約20個，

未排卵濾胞は殆どない．（3）排卵数は0－20個，未排

卵濾胞が多数．この3群は3回のゴナドトロピン投

与のそれぞれの失敗に対応しているように思われる．

即ち，（1）は1回目のPMSG，（2）は2回目のPMSG，

（3）はhCGの投与がそれぞれ不確実であったためと考

えられる．腹腔投与は，薬液を腸管，膀胱等の内腔

に投与してしまう可能性があり，皮下投与より過排

卵成功率が低いのはこのためと思われる．マウスで

は腹腔・皮下投与による誘発排卵数に違いはないと

の報告があり17），今回の我々の結果と異なる．理由は

明らかではないが，動物種による腹壁・腸管壁の性

質の違いなどが関係するのかもしれない．

　今回得られた卵の体外受精による受精率は84．4％

であり，自然交配の受精率には遙かに及ばなかった．

しかし一般に，実験動物における体外受精による受

精率は80％前後であるから2・1°），本過排卵処理法で得

た卵の体外受精の成績が特に低かったとは思われな

い．

　今回の研究では卵巣の状態を一定にするため，日

齢と体重の個体差が大きくならないよう動物を選定

した．しかし，日齢が進み体重の増えた動物でもこ

の報告と同等の排卵数，過排卵成功率が得られるこ

とが確認されている．このデータは旭川医科大学生

物学研究室で改良，育成された動物（CHA）のも

のであり，他系統の成熟チャイニーズハムスターで

同様な成績が得られるとは限らない．Roldanら11）の

使用した動物も1983年に旭川医科大学からハワイ大

学医学部解剖学教室に分与されたCHAである．

　PMSG　l回の投与一hCG法は詔歯類の過排卵誘

発法に一般的に用いられている．成熟ゴールデンハ

ムスター，未成熟ラットではかなり良好な結果が得

られているが，成熟ラットでは必ずしもよい成績は

得られていない．マウスの場合でも過排卵数は20－

40卵と今回の我々の成績やゴールデンハムスターの

場合に比べると排卵数が少なく，まだ方法改良の余

地が残されている．これらの実験動物においても，

今回我々が確立したPMSG　2回投与一hCG法の有
効性を検討してみる必要があろう．
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　　　　Astable　superovulation

method　in　the　Chinese　hamster
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with　two　successlve

　　　administrations　of　PMSG

Yoshiyuki　Iizawa

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　Fukusima　Medical　College，

　　　　　　　Fukushima　960－12，　Japan

Yujiroh　Kamiguchi　and　Kazuya　Mikamo

Dapartment　of　Biological　Science，

　　Asahlkawa　Medical　College，

　　　　　Asahikawa　O78，　Japan

　Since　induction　of　superovulation　in　the　Chinese

hamster　is　difficult，　no　reliable　method　for　this

species　has　so　far　been　established．　We　have　suc－

ceeded　to　superovulate　the　animals　by　administer－

ing　pregnant　mare　serum　gonadotoropin（PMSG）

two　times　at　a　fixed　interval　during　the　regular　4－

day　estrous　cycle，　The　first　administration　of

PMSG，031U／g　body　weight（gBW），　was　performed

at　14：000n　Day－10f　the　estrous　cycle（ovulation

day），　and　43　hours　later（9：000n　Day－3）the　second

administration　of　PMSG　was　done　at　the　dose　of

O。41U／gBW．　Human　chorionic　gonadotoropin
（hCG），1．21U／gBW，　was　administered　7　hours　later

（16：000n　Day－3）。　Superovulated　oocytes　were　co1－

lected　from　upper　part　of　oviducts　18　hours　after

the　injection　of　hCG（10；000n　Day－4）．　According　to

this　schedule，　superovulation　was　succeeded　in　all

of　43　animals　used　in　the　experiments（minimum

was　3800cytes）．　The　mean　number　of　superovulat．

ed　oocytes｛58．8±16．500cytes／animal）was　over

five－fold　of　that　in　spontaneous　ovulations（10．2±1・

4）．Subcutaneous　injections　at　the　lumbar　region

have　shown　to　be　better　than　intraperitoneal　injec・

tions．　The　fertility　of　superovulated　ova　was

examined　by　in　vitro　insemination　and　their　fertil－

ity　rate　was　found　to　be　84．4％。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1991年10月2日）
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健康男性におけるハムスターテストでの

精子侵入率の変動に関する研究（第2報）

Variability　in　Sperm　Penetration　Rate　in　the　Hamster

Oocyte　Penetration　Test　in　Healthy　Young　Men．　II．

広島大学医学部産科婦人科学教室（主任：大浜紘三教授）

　　　　　　　三　春　範　夫

　　　　　　　Norio　MIHARU

　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Hiroshima　University

School　of　Medicine，　Hiroshima　734，　Japan（Director：Prof，　K．　Ohama）

　健康男性9人を対象として，約1年半にわたり1人あたり6～8回（合計59回）の精液パラメータ

ー検査とイオノフォア処理精子（処理群），無処理精子（無処理群）によるハムスターテストを実施し

た．

　その結果，提供者ごとのハムスターテストでの精子侵入率の変動幅（期間中の最大値と最小値の差）

は，処理群では7－一　64％，無処理群では16～70％と大きく，また，両群の変動幅には有意差はなかっ

た．さらに，共分散分析では精子侵入率と検査時期や精液パラメーターの間には有意の相関はなく，

本テストの変動は検査日による実験環境の影響や精液の量的変化に起因するものではないと判断され
た．

　以上より，ハムスターテストでの精子侵入率は同一個人でも時期によりかなりの変動があり，これ

は精子の受精能がなんらかの原因で変化しているためと考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．，37（3），451－457，1992）

緒　　言

　近年の不妊症治療の進歩につれて，難治性不妊に

占める男性不妊の比重が高まり，男性不妊の治療法

の選択や予後判定などのためにも精子受精能のより

正確な評価法が求められている．

　現在では，IVFでの受精率を除けば，ヒト精子

の受精能を評価する機能検査としてはハムスターテ

ストが最も有用とされ，最近では小規模な施設でも

市販の凍結ハムスター卵子を用いた本テストの実施

が可能となっている．

　ハムスターテストに関する自験成ssi）では，同一個

人においては1週間程度の短期間内では比較的安定

した精子侵入率が得られ禁欲期間の影響もほとんど

みられなかった．しかし，数週間から数カ月後に再

び検査を行うと精子侵入率にはかなりの差異が観察

された．この結果は同一個人においても精子の受精

能は時期によって変動していることを示唆している

が，これに関する多数例での検討報告はほとんどみ

られない．そこで今回は，対象例数を増やすととも

に1人あたりの検討回数も増やし，ハムスターテス

トにおける精子侵入率の変動を検討し，さらにこの

変動が精子の機能的変化によるものか否かについて

も検討を加えたのでその成績を報告する．

対象および方法

　1988年1月から1989年6月までの期間に，9人の

健康な男性（20～26歳）から1人あたり6－一　8回（合

計59回）精液の提供を受け，精液パラメーター（精

子濃度，運動率，精液量，奇形率）検査とハムスタ
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一
テストを実施した．なお，精液の提供前には3日

間の禁欲期間を設けるよう指導し，検査間隔は最低

2週間とした．

　後述する種々の実験環境がハムスターテストでの

精子侵入率に影響する可能性を考慮して，可能な限

り2人分の検体を同時に分析することとし，この結

果，19組（38検体）のペアによる分析を行った．

　用手法により採取した精液を30分から1時間，37℃

に保って十分液化させた後，精液パラメーターの算

定を行った．なお，精子奇形率の算定は実験開始当

初の9検体を除く50検体について行い，その判定基

準はKrugerらの報告2）に従った．

　ハムスターテストの方法は，まず液化精液を2本

の試験管にO．5mlずつ分注し，これにHSA（human

serum　alubumin）を0．5％含むmBWW（modified

Biggers，　Whitten　and　Whittingham）液を4ml加

えた．ついで，一方は遠沈・洗浄（3009，5分間）

を3回行った後，前培養を行い（無処理群），他方は

1回の遠沈・洗浄後，Ca　ionophore　A23187（10μM）

で10分間処理し，さらに0．5％HSA加mBWW液
で遠沈・洗浄を2回行った後，前培養を行った（イ

オノフォア処理群）．なお，精液パラメーターの算定

方法と精子の前培養時間，媒精時の精子濃度，培養

時間，卵子の処理法，精子侵入率の判定法などは前

回の報告1）と同一条件，また，HSAは期間中は同…

ロットのものを用いた．

　ハムスターテストでの精子侵入率の変動の指標と

して，各提供者ごとに変動幅（検討期間中の最大値

と最小値の差）と変動比（ρ）（全データが二項分布

していると仮定した場合の分散と実際の分散との比）

を算定した．

　奇形率を算定した50検体については，提供者，時

期および精液パラメーターと精子侵入率（無処理群

およびイオノフォア処理群）との関連を，SASの

GLM　Procedureを用いた共分散分析により検討した

が，本分析では説明要因として，提供者，時期，精

子濃度，運動率，精液量および奇形率の6因子を用

いた線形モデルによる解析を行い，各説明変数のF

値とP値（F値に対応するF分布の上側確率）を求

めた．なお，時期は検討期間を6カ月ごとに前期（11

検体），中期（16検体）および後期（23検体）の3

期に区分した．

　また，ペアで分析を行った19組く38検体）につい

ても，提供者，検査日（ペアで検討した19回），精

子濃度，運動率および精液量の5因子を説明要因と

　した共分散分析を行った，

成　　績
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　9人の精液提供者の精液パラメーターと精子侵入

率（無処理群，イオノフォア処理群）の成績を各々

図1，2にBox　plotで示したが，これらの図では中

央値を中心として全データの約50％が箱（Box）の

中に含まれ，測定値分布の外観が外れ値の影響を受

けないようになっている．なお，提供者は無処理群

での平均精子侵入率の順にAから1とし，精子侵入

率には変動幅と変動比（ρ）を付記した．

1．精液パラメーターとその変動（図1）

　精子濃度は9人の提供者ともほほWHO6）の正常値

（20×106／ml以上）を満たしていたが，中央値が100×

106／ml前後と高値であった3人（B，　C，　H）では

精子濃度の変動も比較的大きかった．運動率は2人

（C，1）が50％未満でWHOの基準による精子無

力症と判断されたが，その他の提供者でも時にはか

なりの低値を示した．なお，精子濃度と運動率の変

動の程度には一定の傾向は認められなかった．奇形

率は精子濃度や運動率に比べ変動が小さかった．

2．ハムスターテストでの精子侵入率とその変動（図

2）

　各提供者ごとの精子侵入率の平均値は，無処理群

では12～77％（平均，41．0％），イオノフォア処理

群では69～98％（平均，84，1％）で，イオノフォア

処理群の方が無処理群より有意に高値であった（P〈

0．Ol）．なお，精子無力症であった2人の提供者のう

ち，提供者1は9人中最高の平均精子侵入率を示し，

提供者Cも特に低い侵入率ではなかった．

　精子侵入率の変動幅は，無処理群では16～70％（平

均，45．4％），イオノフォア処理群では7　一一　64％（平

均，42．6％）で，両群ともに50％以上の変動幅を示

した例が9人中4人であった．また，変動比（ρ）は，

無処理群では0．8～4．0（平均，1．93＞，イオノフォア

処理群では1．2　一一　3．3（平均，2．34）で，両群間に有

意差は認められなかった．

3．提供者，時期および精液パラメーターと精子侵

入率の関連

　無処理群とイオノフォア処理群における共分散分

析の結果を表L表2に示した．提供者のP値は，

無処理群では0．0001で精子侵入率と有意の相関関係

があり提供者により精子侵入率が異なることが認め

られたが，一方，イオノフォア処理群ではO．055で

あり，提供者による精子侵入率の明らかな違いは認

められなかった（P＞0．01）．また，時期のP値は，

無処理群，イオノフォア処理群で各々O．68，0．92と

いずれも精子侵入率と有意の相関を示さず，検査時
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期（前期，中期，後期）は精子侵入率に影響してい

ないと判断された．さらに，精子濃度，運動率，精

液量，奇形率のいずれの精液パラメーターについて

も精子侵入率と有意の相関関係は認められなかった

（P＞0．01）．

　つぎに，ペアで分析を行った19組，38検体のハム

F　G　H　l

スターテストの成績について共分散分析を行った結

果を表3，表4に示した．無処理群とイオノフォァ

処理群の検査日（ペアで検討を行った19日）におけ

るP値は各々0．50，0．18で，精子侵入率と検査日と

の間には有意な相関は認められなかったことから，

他の検査日に比較して精子侵入率が異常に高値ある
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　　表1　無処理群での分散分析表

日不妊会誌　37巻3号

要　i大1 自由度 残差平方和 平均平方 F値 P値
モデル

　　提供者
　　時　　期

　　精子濃痩

　　運動率

　　精液量

　　奇形率
残　差

　合　　計

13

8

1

1

1

1

1

36

49

2．62

2．35

0．01

0．19

0．02

0．05

0．00

1．68

4．30

0．20

0．30

0，01

0．19

0．02

0．05

0，00

0．47

4．32

6．29

0．17

4。13

0．49

0、97

0．01

O．0002

0．0001

0．682

0．050

0．490

0．332

0。928

表2　イオノフォア処理群での分散分析表

要　因 自由度 残差平方和 平均平方 F値 P値
モデル

　　提供者
　　時　　期

　　精子濃度

　　運動率

　　精液量

　　奇形率
残　…差

　合　　計

13

8

1

1

1

1

1

36

49

1．69

1．16

0．00

0．29

0．02

0．07

0．15

2。42

4．11

0．20

0、15

0．00

029
0．02

0．07

0．15

0．07

1．93

2．15

0，01

4．24

0．34

1，08

2．17

O．060

0．055

0．918

0．047

0．565

0．307

0．150

表3　ペアで検討した19組の分散分析表（無処理群）

要　因 自由度 残差平方和 平均平方 F値 P値
モデル

　　提供者
　　検査日
　　精子濃度

　　運動率

　　精液量
残　差

　合　　計

29

8

18

1

1

1

8

37

2．56

1．88

0，65

0．Ol

O．00

0．02

025
2．81

0．09

023
0．04

0．Ol

O．00

0．02

0．03

2．75

6．78

1．05

0．19

0．02

0．56

0．069

0．007

0．500

0．674

0．891

0．476

表4　ペアで検討した19組の分散分析表（イオノフォア処理群）

要　因 自由度 残差平方和 平均平方 F値 P値
モデル

　　提供者
　　検査日
　　精子濃度

　　運動率

　　精液量
残　差

　合　　計

29

8

18

1

1

1

8

37

2．82

1．16

1．58

0．00

0、00

0．09

0．36

3．18

0．10

0．14

0．09

0．OO

O．00

0．09

0．05

2．16

3．17

1．92

0，06

0．02

1．95

0．128

0．062

0．175

0．813

0．891

0．200
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いは低値を示した検査Bはなかったことが判明した．

考　　察

　1976年，Yanagimachiら4）によりヒト精子が透明

帯除去ハムスター卵子に侵入することが報告されて

以来，この異種間受精法はハムスターテストとして基

礎的，臨床的に広く利用されている本テストはヒト卵

子の代わりにハムスター卵子を用いて，精子がヒト卵

子と受精する際に必要な機能（受精能）のうち，

capacitation，　acrosome　reaction，卵子細胞膜との

融合能などを総合的に評価する検査法であり，当初

は一定の基準値を設定した上で精子受精能が異常か

正常かを定性的に判断する目的で利用されていた．

しかし，精子侵入率という形で結果が得られるため，

最近では男性不妊に対する手術療法や薬物療法など

の効果判定の際の定量的な指標としても用いられて

いる．

　ハムスターテストの成績すなわち精子侵入率を評

価する際には，いくつかの注意すべき点がある．ま

ず，本テストは動物卵子を用いたbioassayであるた

め，精子侵入率は精液，精子側の要因（精液分画

精漿除去までの時間，前培養時や媒精時の精子濃度

および培養時間など）のみならず，卵子側の要因（卵

の老化，卵丘細胞や透明帯の除去法など）や，さら

にはその他の実験環境（培養液の組成，培養時の気

相，手技の習熟度など）にも左右されることが知ら

れている5）．また，上口ら6）によると，培養液に用い

るアルブミンは同一製品であってもロットが異なれ

ば精子侵入率に大きな影響を与えるとされている．

したがって，本テストにより精子受精能を正しく評

価するためには，上記の条件を一定にする必要があ

る．しかし，現実には各施設で用いられている条件

が異なっているため施設問での成績を比較すること

は困難であり，さらに同一施設の場合でも長期間こ

れらすべての要因を同一の状態に保っておくことは

容易ではない．

　第二の問題は，一定の条件下でハムスターテスト

を行った場合に得られる成績は，同一個人では常に

一定しているか否かという点である．ハムスターテ

ストは手技が複雑で時間を要するため，精子侵入率

が極端に不良である場合を除いてはあまり反復検査

が行われておらず，一度の検査結果をその個人に特

有な成績と見なした報告さえみられる，しかし，男

性不妊に対する治療効果を評価する目的で本テスト

を実施する場合や，予備検査として行われた本テス

トの成績とその後に実施したIVFでの受精率を比

較する場合には，同一個人における精子侵入率の変
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動の有無や程度を考慮する必要がある．

　ハムスターテストでの精子侵入率の変動に関する

報告はいくつかみられるが，検討期間や検討間隔を

明記してある報告は少ない．Zausner－Guelmanら7）

は8カ月間に2人の提供者について7　一一　10回反復実

施したところ，変動幅は20　一一　29％であったと報告し

ている．また，Rogersら8〕は1年間にわたり27人の

提供者を対象として各々5回ずつ実施したところ，

5人では精子侵入率が常に10％以下であったが，残

る22人では精子侵入率の変動幅は37～97％とかな

り大きく，しかも，精子侵入率と精子濃度や運動率

との間には強い相関は認められなかったと報告して

いる．これらの成績は，ハムスターテストでの精子

侵入率には同一個人でも時期によりかなりの変動が

あり，またその程度には個人差があることを示して

いるが，検討期間が長期間になればなるほど前述の

精子侵入率に関与する要因，特に実験環境の影響に

よる精子侵入率の人為的な変動には十分な注意を払

わなければならない．Muller9）は3人の提供者につい

て35日間に4－一　5回のハムスターテストを実施して

これらの点の検討を行っている．すなわち，1検体

を2分して各々を2人の技術者が分析することによ

り技術的要因などによる精子侵入率の変動（within－

assay　variation）を算出するとともに，同時に妊孕

性の確認されている凍結保存精子をコントロールに

用いて異なった検査日間での精子侵入率の変動

（between－assay　variation）を算出した．その結果，

3人のうち2人についてはwithin－assay　variation

あるいはbetween－assay　variationのいずれかが大

きく，精子自体に起因する精子侵入率の変動は確認

できなかったが，1人ではwithin－assay　variation

およびbetween－assay　variationはともに小さく，

精子自体の生物学的な原因による精子侵入率の変動

が確認されたとしている．

　今回の検討では，Mullerの検討よりも対象者数や

1人あたりの検討回数をさらに増やしたが，そのた

め検査期間中を通して利用可能なコントロール精子

の確保は困難であった．そこで，精子側や卵子側の

要因はもとより，培養液に用いるアルブミンを同一

のロットにするなど実験環境についても細心の注意

を払った．また，手技の習熟度や室温など人為的に

管理不可能な要因の関与については，検討期間を3

期に区分し，さらに可能な限り一検査日に検体をペ

アで分析して統計学的解析を行った．その結果，無

処理群の精子侵入率には個人差があるもののいずれ

の提供者でも検査時期によってかなりの変動が認め

られ，一度の検査結果をもってその個人に特有な定
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量的成績とみなすことはできないことが判明した．

また，検査時期と精子侵入率との問に相関が認めら

れなかったことより，精子侵入率の変動は手技の習

熟度など実験環境などの影響によるものではなく，

精子自体の生物学的変化に起因するものであり，さ

らに，精液パラメーターと精子侵入率の問に相関が

認められなかったことから，この生物学的変化は精

液の量的変化ではなく，精子の機能的変化すなわち

受精能自体の変化に起因するものと判断された．

　前回の検討1｝で，3人の提供者に対して5～7日間

連日（1シリーズ）で今回の無処理群と同一条件で

ハムスターテストを実施したところ，精子侵入率の

変動幅（シリーズ内の精子侵入率の最大値と最小値

の差）は14％一一　22％であったことを報告した．そこ

で，前回と今回の精子侵入率の変動比（ρ）を比較し

変

4．0

3．・唾

動2：0

比

1．0

0
前回の験討 今回の検討

図3　前回および今回の検討における変動比（ρ）

たところ，図3に示すように今回の精子侵入率の変

動の方が明らかに大きかった．これは，1週間程度

の短期間内に射精される精子はほぽ同時期に形成さ

れたと考えられるのに対して，数週間から数カ月の

時期を経て射精される精子では精子形成の時期が異

なり，この間の造精機能の変化が精子受精能に影響

をおよぼしたものと考えられる．

　さて，ヒト精子の受精成立までには数多くの段階

があり，現在までにこれらすべてが詳細に解明され

ているわけではない．しかし，このうち精子がcapacita・

tionに要する時間（capacitation時間）には個人差

が大きいことはハムスターテストによる検討により

よく知られている8｝．このため，この個人差を小さく

してテストの感度を向上させる目的で，capacitation

を同調させてその時間を短縮する作用を持つCa　iono－

phore　A23187で精子を処理した後にハムスターテス

トを行う方法も広く用いられている1°・11）．そこで，今

回の検討では，無処理群で認められた精子侵入率の

変動が同一個人でのcapacitation時間の変化による

ものか否かを検討する目的で，　Ca　ienophore　A23187

処理によるハムスターテスト（イオノフォア処理群）

を行い，精子侵入率の変動の程度を無処理の場合と

比較，検討した．その結果，イオノフォア処理群で

の精子侵入率は無処理群に比較して明らかに高値を

示したが，変動の程度（ρ）には両群間に有意差を認

めず，精子侵入率の変動はcapacitation時間の変化

では説明できないことが判明した．また，このこと

から，イオノフォア処理精子を用いたハムスターテ

ストを行う場合でも精子侵入率の変動の存在には十

分留意する必要があると考えられた．

　以上の結果から，ハムスターテストでの精子侵入

率を精子受精能の指標とする場合，特に定量的パラ

メーターとして利用する場合には常にその変動の存

在を念頭に置く必要があり，正確な評価のためには

一定の期間ごとに本テストを反復実施することが望

ましいと考えられる．しかし，健康男性を対象とし

た今回の検討で，ハムスターテストでの精子侵入率

（無処理群）はほとんどが正常域内（10　一一　15％以上）

での変動であったことから，ハムスターテストの成

績を定性的な意味で用いる場合には1回のテストで

も十分意味あるものと考えられた．

　稿を終えるにあたり，御指導，御校閲を賜りまし

た藤原　篤前教授並びに大浜紘三教授に深甚なる謝

意を表します．また，終始御助言，御指導をして頂

いた上田克憲講師に心より感謝致します．さらに，

統計学的解析に関して御指導並びに御鞭捷を頂いた

広島大学医学部原爆放射能医学研究所生物統計学研

究部門，務中昌巳教授，大瀧　慈助教授に深謝致し

ます．

　本論文の要旨は第6回日本受精着床学会，Sympe－

sium　on　Fertilization　Mammals（Boston），第42

回日本産科婦人科学会総会において発表した．
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Variability　in　sperm　penetration

　　　rate　in　the　hamSter　OOCyte

　　　　　　　penetration　test　in

　　　　　healthy　young　men．1L

Norio　Miharu

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Hiroshima　University　School　of　Medicine，

　　　　　　　　Hiroshima　734，　Japan

　　Nine　healthy　young　donors　were　subjects　of　the

present　study．　A　total　of　59　semen　samples　were

obtained　over　one　and　half　years．　The　number　of

semen　sampユes　was　8　in　one　doner，　7　in　3　donors　and

6in　5　donors，　Semen　analysis（sperm　concentration，

sperm　motility，　volume　and　rnorphology）and　ham－

ster　oocyte　penetration　tests（hamster　tests）using

spermatozoa　treated　with　or　without　Ca　ionophore

A23187　were　performed　simultaneously．

The　variation　of　sperm　penetration　rate（SPR）in

the　hamster　test｛n　a　donor（maximun　SPR－mini－

mum　SPR）ranged　from　7　to　64％and　from　16　to

70％for　ionophore　treated　and　untreated　spermat－

ozoa，　respectively．　There　was　no　significant　differ－

ence　between　the　variation　of　SPR　in　ionophore

treated　spermatozoa　and　untreated　spermatozoa．

Statistical　analysis　revealed　no　correlation　between

the　SPR　and　semen　parameters，　and　that　the　SPR

was　not　influenced　by　technical　factors．

These　results　indicate　that　SPR　in　healthy　men

varies　considerably　over　one　and　half　years　and

that　the　variation　may　reflect　temporal　changes　in

the　fertilizing　ability　of　spermatozoa．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1991年9月5日）
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熱処理精子注入により得られた胚の初期発生能

The　Developmental　Ability　of　Embryos　Fertilized　by

　　Microinjection　of　Heat　Treated　Spermatozoa

　　　　　　　　　　福島県立医科大学産科学婦人科学教室

Hiroyuki　YAZAWA　　Kaoru　YANAGIDA　　Kazuhiko　HOSHI

　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Fukushima　Medical　College，　Fukushima　960－12，　Japan

　体外受精や人工授精などの不妊症治療技術の進歩により，体外で精子を取り扱う機会が増加してき

ており，体外の様々な環境変化の影響を受ける．そこで，精子核の耐熱性を検討するために，60℃，

30分間の熱処理を加えたウサギ精子を，ウサギの未受精卯内に顕微注入し，その初期胚発生を観察し
た．

　60℃，30分間の熱処理後の精子を67個の未受精卵に顕微注入したときの受精率は36％，卵割率は

24％であり，熱処理した精子核のみを注入したときの受精率は43％，卵割率は26％であった．コン

トロールとして，熱処理を加えない精子を注入したとき受精率は43％，卵割率は29％で，熱処理群

と非熱処理群との間に有意差は認められず，精子は，少なくとも60℃までの熱には耐熱性があること

が確認された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J、　Fertil．　SteriL，37（3），458－464，1992）

緒　　言

　今日，人工授精や体外受精などの不妊治療技術の

進歩により，in　vitroで配偶子操作が行われ，精子を

様々な物理的，化学的刺激下にさらす機会が増加し

ており，精子の受精能に対する影響が危惧される．

治療効果を上げるためには，配偶子や胚をめぐる環

境をできる限りin　vivoの環境に近づけることが重要

であるが，in　vitroの特殊な環境に配偶子がどの程度

の耐性があるのかを知る必要があると思われる．し

かし，精子の雄i生前核形成能や初期発生能等の点か

ら，精子の安定性について論じた報告はほとんど無

い．

　男性が高熱疾患を患った場合，体内の精子も高温

にさらされることになる．また，体外受精や人工授

精に際しては，精液中より運動1生良好な精子を回収

するために体外での遠心操作1）やswim－up法2），ある

種の薬剤の添加3）など様々な操作が加えられることが

あり，熱，pHの変化，化学物質などの影響を受ける．

これらの因子のうちで最も強い影響を受けると思わ

れるのが温度の変化であり，体外で精子を取り扱う

上での熱に関する許容範囲を知る必要があると考え

られる．精子や胚，あるいは未受精卵の凍結保存4・5）

はすでに医学や畜産の領域で応用されており，配偶

子や胚は特殊な処置を施せば低温には非常に安定で

あることが確認されている．そこで，本研究におい

ては，精子の高温刺激に対する耐1生を検討するため

に，熱処理を加えた精子を，ウサギの未受精卵の細

胞質内に顕微注入し，その初期胚発生能を観察した．

　Yanagida　et　al．（1991）6）は，精子核を卵細胞質内

に顕微注入（microinjection）して，精子の雄性前核

形成能を調べる方法を用い，哺乳動物の精子核が，

in　vitroにおける様々な環境変化（熱，　pHの変化，

高濃度塩溶液など）に対して安定性があることを報

告した．それによると，ハムスターとマウス精巣上

体尾部精子，そしてヒトの射出精子の精子核は，90℃，
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30分間の熱処理後も雄性前核形成能を保有しており，

60℃（30分）までは熱処理を加えない対照群と全く

同等の雄1生前核形成能を示した．しかし，その実験

では前核期胚以後の胚の発生状態は検討されていな

い．そこで，本研究においては，熱処理された精子

が，雄牲前核形成能のみならず，さらに初期胚発生

能をも保持しているかどうかをみるために，体外培

養卵でもcell　blockを起こしにくいウサギ卵を用い

て，加熱した精子を卵子内に顕微注入し，得られた

受精卵のその後の発生を観察して検討した．

　また，成熟精子である精巣上体尾部精子と，未熟

精子である精巣精子の耐熱性を比較することにより，

精子核の耐熱性と成熟性の関連について検討を行な

った．

材料ならびに方法

1．培養液

　精子注入後の卵の培養には，Ham’s　F－12　powder

（Sigma）を蒸留水で溶解したものに，　penicillin　G

（Meiji）を10001U．／d1，および，56℃，30分間の熱

処理で非働化したウサギ血清を10％に加えたものを

培養液として用いた7）．また，顕微注入を行なう際に

用いる培養液には，pHの変化をできるだけ少なくす

るため，上記の培養液に10mMのHepes　bufferを

加えたもの（Hepes　F－12）を用いた．また，いずれ

の培養液も，使用前にpHを7．4に調節した．

2．ウサギ精子の準備

　3．5～4．Okgの日本白色種雄ウサギを用いた．血液

の混入をできるだけ避けるため屠殺後に精巣上体を

摘出し，精巣上体尾部に18ゲージの注射針を数カ所

に刺入し，軽く圧出して精子を採取した．この精子

塊を約2mlの生理食塩水中で37℃で10分間培養す

ると精子は液全体に均等に広がり，これを精子浮遊

液とした．その一部（約1ml）に対し，テフロンホ

モジナイザー（TGK製）を用いて精子の頭部と尾

部を切断し，750×9で5分間，ついで250×9で5

分間遠心洗浄後，ペレットを回収して約2mlの生理

食塩水に浮遊させ精子核浮遊液を作成した．これら

の精子および，精子核浮遊液をsampling　tube（SAL・

STEDT，0．5m1）に分注してdeep　freezer内（－60℃）

で保存した．実験直前に，37℃の恒温槽中で融解し，

ただちに60℃，30分間の熱処理を加え，顕微注入に

供した．コントロールとして，凍結保存した精子浮

遊液を融解後，熱処理を加えない精子を（intact

sperm）顕微注入した．精巣精子についても上記同様

に処理した．なお，deep　freezer内で保存された精
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子核は，60週間後でも前核形成能を保持していると

の報告もあるが8），本実験における精子の保存は2週

間以内とした．

3．ウサギ卵子の準備

　3．5・－4．Okgの日本白色種雌ウサギに，　Fo11icular

stimulating　hormon（FSH，　Serono）121U／dayを3

日間筋注した後，Human　chorionic　gonadotropin

（HCG，　Mochida）1001Uを静脈内に投与し，その15

時間後に，過量のPentobarbital　sodium（AB－

BOTT）を静注して屠殺した．ただちに開腹して卵

管を摘出し，培養液で卵管内を環流して未受精卵を

回収した．1－2mlの0．1％hyaluronidase
（Sigma）を入れた試験管に回収した卵を入れ，パラ

フィルムでカバーし30秒間振盛して穎粒膜細胞をほ

ぼ完全に除去し，培養液で3回洗浄した後，顕微注

入に供した．

4．卵細胞質内顕微注入

　顕微注入のchamberは，プラスチックシャーレ

（Falcon，3001）の蓋を用い，その上に，　injectionを

行うmedium　drop（約2μ1，　Hepes　F－12）と，精

子を10％polyvinylpyrolidone（PVP，　MW360000，

Sigma）中に浮遊させた小滴（sperm　drop：約1μD

を置き，それらをミネラルオイル（SQUIBB）で覆

い，倒立顕微鏡（OLYMPUS　IMT－2，　Nomalsky微

分干渉装置付き）下で，micromanipulator（Model

MO－102，　Narishige）を用いて顕微注入を行なった．

すなわち，精子小滴の中から1個の精子あるいは精

子核をinjection　pipette内に吸引し，それをmedium

dropへ移動し，holding　pipetteに固定した卵に顕微

注入を行なった9～11）．精子は，凍結保存，加熱処理，

Fig．1Rabbit　oocyte　injected　with　a　rabbit　spermat－

　　ozoa　that　heated　at　60℃for　30　min．　The　needle

　　at　the　right　side　of　the　oocyte　is　for　injection

　　（inner　diameter　of　the　tip：7－8μm）．
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精子核の分離により，運動i生が無く，卵細胞質内に

直接注入する方法（cytoplasmic　injection）を用い

た（Fig．1＞．

　Injection　pipetteは，外径1．Ommのthin　wall　cap・

illary　tube（kimble）をmicropipette　puller（Model

PN－3，　Narishige）を用いて加工し，精子頭部（短径：

5～6μm）が吸引可能で最も細くなるような太さ，

すなわち，7～8μmとなるように作成した．Holding

pipetteは，　capillary　tube（Drummond　Scientific．

C．）をpullerとmicroforge（Model　MF－79，　Nari－

shige）を用いて加工し，ウサギ卵子の大きさ（直径

120～130μm）にあわせて，内径が15～20μm，外径

が90　・一　100　ptmとなるように作製した．顕微注入の実

際の手技は，すでに報告されているPerreault　SD．　et

a1．ユ2）の方法によった．また，顕微注入するときは，

pipetteが，細胞質内に確実に入っていることの確認

と，卵の活性化を誘起する目的で，細胞質を極少量

injection　pipette内に一度吸引した後に精子の注入を

行なった．なお，sham　controlとしては，同様の操

作で，精子核注入時とほぼ同量のPVP溶液のみを

注入した．

結　　果

日不妊会誌　37巻3号

　哺乳動物の未受精卵は，物理的，化学的刺激で容

易に単為発生を引き起こすことがある13・14｝．この現象

の生じる割合を確認する意味で，ウサギの未受精卵

に精子および精子核を含まないPVP溶液だけを注

入する操作（sham　operation）を37個の卵に行なっ

Table　l　Response　of　rabbit　oocytes　to　sham　operation

No．　of　　No．（％）of　No，（％）of　No．（％）of

oocytes　　　survival　　pronuclear　　oocytes

injected　　　　oocytes　　　　oocytes　　　　cleaved

37 16

（49）

0

（0）

0

（0）

5．顕微注入された卵の培養および観察

　顕微注入施行後の卵を，ただちにHam’s　F－12に

移し，数回洗浄後，37℃，5％CO2，5％02，90％

N2気相下の培養器内で培養して，24時間毎に，72時

間後までその形態を実体顕微鏡下で観察した．

　なお，培養した卵は，第2極体と雌雄両前核の形

成をもって受精と判定した．また，変性卵（細胞質

が収縮，膨化，変色したものなど）を除いたものを

生存卵とし，（受精卵の数）／（生存卵の数）を受精

率，（分割卵の数）／（生存卵の数）を卵割率とした．

たが，前核形成と卵分割は認められず，一連の操作

で単為発生が生じる可能性は極めて低いことを確認

した（Table　1）．

　60℃，30分間の熱処理を加えたウサギ精巣上体尾

部精子（whole　sperm）を67個の未受精卵に顕微注

入したとき，生存卵は25個（37％）であり，受精卯

は9個（36％），分割卵は6個（24％）であった．

同様に熱処理した精子核（sperm　head）を77個の

未受精卵に注入したときの生存率は30％，受精率は

43％，卵割率は26％であった．コントロールとして，

熱処理を加えない精子（intact　sperm）を注入した

ときの生存率は33％，受精率は43％，卵割率は29

％で，熱処理を加えた精子および精子核と，コント

ロールの間に有意の差は認められなかった（Table　2）．

また，得られた受精卵の72時間後における各胚発育

時期の内訳を表3に示した．コントロール精子の注

入および，熱処理したwhole　spermを注入したとき

6　一一8細胞期の分割卵がそれぞれ14％，16％認めら

れ，熱処理した精子核の注入では4細胞期までの分

Table　2　Response　of　rabbit　oocytes　to　heated　epididymal　sperm　and　sperm　nuclei　injection．

Injected

Sperm

No　of　oocytes　　No．（％）of　survival　No．（％）＊of　oocytes　No．（％）＊寧of　oocytes

　　　injected　　　　　　　　　　oocytes　　　　　　　　　　fertilized　　　　　　　　　　cleaved

Intact

（control）

43　　　　　　　　　　14　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（33）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（43）頚　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）｛1

Whole　sperm
（60°C，30min）

67　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（37）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（36）b　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）e

Sperm　head
（60°C，30min）

77　　　　　　　　　　23　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）　　　　　　　　　　　　　　　　（43）c　　　　　　　　　　　　　　　〈26）「

Oocytes　were　examined　24－72　hours　after　injection．

x2　test；a，　b，　c；d，　e，　f；NS

　＊the　rate＝（fertilized　oocytes）／（survival　oocytes）

＊＊the　rate＝（cleaved　oocytes）／（survival　oocytes）
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Table　3　Cleavage　stage　of　embryos　72　hours　after　micreinjection．

No．　of　oocytes No．（％）of　survival No、（％）of oocytes　fertilized

injected oocytes Total PN＊ 2．celI 4－cell 6－8cel1

　Intact

＜Control＞

43 14

（33）

　6

（43）

　2

（14）

　1

（7）

　1

（7）

　2

（14）

Whole　sperm
　　　〈60℃〉

67 25

（37）

　9

（36）

　3

（13）

　1

（4）

　1

（4）

　4

（16）

Sperm　head

　　〈60℃〉

77 23

（30）

10

（44）

　4

（17）

　3

（13）

　3

（13）

　0

（0）

＊PN：pronuclear　stage

Fig．28－cell　stage　embryo　of　rabbit．　Seventy　two

　　　hours　after　heated（60℃for　30　min）sperm

　　　injection．　Fortilized　oocyte　had　developed　into

　　　8－cell　stage　that　had　good　blastmeres．

割が認められた．

　精子全体を注入する場合，精子核のみを注入する

場合に比べて，一緒に注入される液量が2～3倍と

なり，注入液量の差による影響がでる可能性が考え

られたことと，精子尾部が初期胚発生に何らかの役

割を持っている可能性が考えられたためこの両者の

検討を行なったが，両者間に受精率，卵割率に有意

差は認められず，注入液量による差，および，尾部

の影響は考慮する必要がないことが確認された．

　培養48時間後に熱処理精子および精子核注入で4

細胞期，72時間後に熱処理精子注入で8細胞期まで

発育した胚を観察し得たが，今回の実験ではそれ以

降の分割は認められなかった（Table　3，　Fig．2）．

　また，未熟精子である精巣精子でも，顕微注入を

　Table　4　Microinjection　of　heat　treated　testicular

　　　　　Spermatozoa．

No．　of　　No．（％）of　No．（％）of　No．（％）of

oocytes　　　survival　　　oocytes　　　oocytes

injected　　　　oocytes　　　fertilized　　　cleaved

行なうと受精が成立することが報告されているが15），

精巣精子に同様の熱処理（60℃）を加えて，48個の

卵に顕微注入を行なったとき，生存率は46％，受精

率は5％，卵割率は5％であり，表3のコントロー

ルと比べると有意に低く，受精および初期胚発生が

障害されており，未熟な精巣精子には耐熱性が弱い

ことが確認された（Table　4）．

考　　察

48 22

（46）

1

（5）

1

（5）

　1976年に，Uehara　and　Yanagimachiは，　mi－

cromanipulatorを用いて，ハムスターおよび，ヒト

の精子核をハムスター未受精卵の細胞質内に注入し，

形態学的に正常な雌雄両前核が形成されることを初

めて報告した16）．このように顕微操作（mi・

cromanipulation）の技術を駆使して，精子を直接卵

子に受精させる方法は，microinsemiationと呼ばれ，

極少数の精子しか得られない場合（重症乏精子症）

や，精子の運動性に乏しい場合（精子無力症）など

の男性因子による不妊症患者の体外受精に応用され

るようになってきている．実際のmicroinsemination

の方法としては，（1）Injection　pipetteを直接卵細胞

質内に刺入し，精子を注入する方法（Sperm　injection

into　the　ooplasm；SI－0）17）．（2）透明帯下の囲卵腔

内に精子を注入する方法（Sperm　injection　into　the

perivitelline　space；SI－PVS）18）．（3）透明帯をmi－

cropipetteで機械的に切開し，精子の透明帯通過を容

易にする方法（Partial　zona　dissection；PZD）19）．

（4）Micropipetteの先端より酸や酵素を吹きつけ，透

明帯を化学的に溶解して小孔を開け精子の通過を容

易にする方法（Zona　drilling；ZD）2°）．などが考案

されている．臨床的にはすでに，Ng．　et　al．が，1988

年に，精子運動性の非常に不良な症例で，SI－PVS法

で受精した卵を卵管内に移植して妊娠した例を21），ま

たCohen　et　al．は，1989年に乏精子症症例でPZD

法を用いて妊娠に至った症例を報告している22）．SI－

0は最も直接的なmicroinseminationであるが，産
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仔が得られているのはウサギ23），そしてウシ24）にしか

すぎず，臨床的にはいまだ応用されるに至っていな

い．しかしSI－0は，受精のメカニズムの解明，ある

いは配偶子（精子，卵子）の発生能を研究する手段

としては非常に優れており，多くの研究者によって

利用されている．本研究においては，精子が様々な

処置により原形質膜を破壊されており，運動1生を失

っているため，他の方法で受精させることは困難で

あり，細胞質内に直接注人する方法を用いた．

　精子を1個の細胞としてとらえると，精子は特殊

な形態をとっている．精子の中片部と尾部の役割は，

精子核（DNAが凝集されている）を卵子まで運搬

することであり，精f一核は遺伝情報としてのDNA

を保護しつつ伝達するのが役目である．この目的遂

行のためか，精子が外的刺激に対して耐性を有して

いることはよく知られており，この安定性を論じた

報告は，1926年のMoench　et　aLに始まる25｝．　Moench

は，ヒト精子核をmicroneedleで伸展させ，その復

元力に優れていることを確認し力学的圧力に耐性の

あることを報告した．また，哺乳類精子核の化学的

刺激に対する安定性を論じたものも多くあり，　Calvin

and　BedfordはSDS（sodium　dodecyl　sulphate）や

DTT　（dithiothreitoD処理で26），　Mahi　and

Yanagimachi（1975）は種々の塩基による処理で27），

Zirkin　et　al．（1980）は，　proteaseの処理で28精子

が膨化し安定性が失われることを報告している．

Yanagida　et　al．は，　microinjectionを用いて，哺乳

動物精子核の環境変化に対する耐1生を調べ，形態学

的に成熟した哺乳動物精子核は，高温にさらされて

も，強酸，強アルカリあるいは高浸透圧で処理され

ても雄性前核形成能や前核のDNA合成能を失わな

いことを確認して報告している．さらに，ハムスタ

ー，マウス，そしてヒトの成熟精子は，90℃，30分

間の熱処理後も雄性前核を形成し，90℃では，前核

の形成が多少遅延するが，60℃，30分では熱処理を

加えない精子の場合と全く変わりがないと報告して

いる6）．この強力な安定性をもたらす要因として，彼

らは，哺乳動物成熟精子核のDNAに存在するS－S

結合が強く関与していると述べている．男性生殖管

の各部位における精子核DNA内のS－S結合は未熟

な精子である精巣精子では少なく，精巣上体内での

成熟過程で徐々に増加し，成熟した精巣上体尾部精

子では豊富に含まれている26）．すなわち，機能的，形

態的に成熟する以前の精子（精原細胞）の核DNA

は，核蛋白であるピストンと結合しているが，成熟

するにしたがってピストンがプロタミンに置換され

DNA－protamine　complexをつくる29｝．プロタミン
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には，アルギニン，セリン，そしてシステインなど

が多く含まれ3°）vその中でシステイン中に豊富に含ま

れるS－H基が成熟過程で酸化されてS－S結合とな

る26・31）．S－S結合は，隣接するプロタミンとの間を

強力に結合させ，より強固なDNA－protamine　com－

plexを形成して精子核内のDNAを安定化させるも

のと考えられている29・32）．本実験でも精子核内にS－

S結合を豊富に含む精巣上体尾部精子には強い耐熱

性があり，S－S結合の少ない精巣精子に耐熱性がな

いことが示され，耐熱性へのS－S結合の関与が示唆

された．

　本研究の目的は，熱処理された精子あるいは精子

核を顕微注入することで，前核形成のみならず，そ

の後の初期胚発生も起こり得るか否かを検討するこ

とであり，ウサギの精fを60℃，30分間処理し，ウ

サギの卵に顕微注入することで8細胞期までの胚の

発育を観察することができた．ウサギにおける顕微

注入後の卵の生存率は，これまでの報告では，Iritani

et　a1．は62％9），　Keefer　et　al．は34％1°｝と報告して

おり，本研究においては33％で，これらの報告とほ

ぼ同等と思われた．また，sham　injectionでの単為

発生率は，本研究においては0％と極めて低値であ

ったが，これまでの報告でも，Keefer　et　aLは3％1°），

Yanagida　et　aLも3％15）といずれも低い値を示して

いる，したがって，本研究における，熱処理精子の

注入による受精率，卵割率は有為に高いものであり，

精子および精子核がかなりの範囲の温度変化に対し

て安定であることが確認できたと思われた．産仔が

得られるかどうかについては，今後，microinsemina・

tionの操作技術や胚培養法を含めて，種々の点でさ

らに検討しなければならないが，熱処理後も初期発

生能が認められたことは哺乳動物成熟精子の熱耐i生

をさらに証明するものであり，体外受精時の精子操

作上の許容範囲を考える上で示唆に富むものである．

さらに，熱刺激に限らず，種々の物理的，化学的刺

激に対する精子核の安定性を検討することは，精子

核の保存法を開発するうえでも有用であると思われ

る．
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The　developmental　ability　of　embryos

　　　　fertilized　by　microinjection　of

　　　　　　heat　treated　spermatozoa

Hiroyuki　Yazawa，　Kaoru　Yanagida

　　　　　　and　Kazuhiko　Hoshi

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　　Fukushima　Medical　College，

　　　　　　　Fukushima　960－12，　Japan

　　Spermatozoa　and　nuclei　isolated　from　spermat－

ozoa　of　rabbit　were　heated　at　60℃for　30　min．　Then

they　were　microinjected　into　rabbit　unfertilized

oocytes　to　determin　whether　they　could　develop

into　early　embryos．　Heat　treated　spermatozoa　were

microinjected　into　6700cytes　and　the　rate　of　fertili－

zation　was　36％and　the　rate　of　cleavage（early

development）was　24％．　When　intact　and　not　heated

spermatozoa（control）were　injected　into　77　eggs，

the　rates　were　43％and　29％respectively．　There

were　no　statistical　difference　between　heat　treated

group　and　control　group．　And　we　could　observe

eight　cell　stage　embryos　after　72　hours　that　cul－

tured　in　Hams　F－12　medium．　We　could　find　that

sperln　nuclei　and　spermatozoa　had　heatstability　to

develop　into　early　cleavage　stage．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年1月14日特掲）
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IN　VIVO　STUDIES　ON　THE　SECOND　HALF

STAGE　OF　RABBIT　BLASTOCYST　IMPLANTATION

Ichiro　TATEYAMA　and　Koji　HASHII

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Kishiwada　City　Hospital，　Osaka　596，　Japan

Naoyuki　KAMITANI　and　Toshiro　TOMINAGA

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Fukui　Medical　School，　Fukui　910－11，　Japan

Takahide　MORI

　　　　　　Department　of　Gynecology　and　Obstetrics，

Faculty　of　Medicine，　Kyoto　University，　Kyoto　606，　Japan

　　Abstract：　We　observed　through　time　from　the　morphological　viewpoint　the　process　of　implanta・

tion　of　blastocysts　in　rabbits．　In　this　report，　we　dealt　with　the　point　in　time　which　must　be　called

the　second　half　stage　of　implantation，　and　we　were　able　to　clearly　grasp　the　circumstances　in

which　the　syncytiotrophoblasts　including　mainly　those　of　7．75　d．　p．　c．　penetrate　into　the　en－

dometrial　folds，　However，　the　process　of　penetration　by　trophoblasts　is　not　simply　an　erosive

activity　from　the　blastocyst　side，　but　complex　interactions　of　the　blastocyst　and　endometrium

were　anticipated。　Moreover，　it　was　thought　that　a　complicated　immunological　mechanism　inter・

venes　throughout　this　entire　process　of　interactions．　Especially　during　this　period，　macrophages

and　large　lymphocytes　thought　to　be　released　from　within　the　endometrium　are　present，　and　they

are　intimately　mutually　involved　in　implantation．　During　the　implantation　process　in　normaI

pregnancies，　the　penetration　of　trophoblasts　extends　to　the　capillaries　of　the　endometrial　stromal

components，　and　in　the　case　of　rabbits，　the　haemochorial　placenta　forms　in　the　capillary　region

of　the　placental　folds．　Endometrial　stromal　cells　changing　into　decidual　cells　were　previously

reported　as　possessing　necessarily　an　immunological　barrier　action，　so　that　an　intense　immune

action　was　surmised　from　the　deep　layers　of　the　basement　membrane．　In　contrast　to　this，　in　the

upper　layer　regions　of　the　uterine　cavity　or　from　the　basement　membrane，　many　macrophages　and

lymphocytes　were　present，　so　that　a　condition　of　immune　tolerance　due　to　hyperimmunity　was

anticipated．　With　the　basement　membrane　as　the　border，　the　immunological　imbalance　was

considered　as　a　clue　for　explaining　the　mechanism　of　implantation．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，37（3），465　477，1992）

Introduction

　In　the　reproduction　phenomenon　of　mammals，

implantation　is　one　process　having　extremely

important　significance，　and　it　can　be　said　also

that　this　process　is　accompanied　by　extremely

drastic　changes．　From　before　starting　implanta－

tion，　the　fertilized　ovum　and　the　maternal　repro一
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ductive　organs　reciprocally　exert　intimate　mutual

interactions，　and　　change　　their　apPearance

moment　by　moment　while　exchanging　signals，

and　performing　other　cooperative　actions．　Espe－

cially，　since　the　trophoblasts　and　embryoblasts　in

the　blastocyst　are　involved　in　the　development　of

the　species　and　the　formation　of　the　placenta，

their　changes　are　stupendous，　and　it　can　be　said

that　this　is　the　greatest　revolution　in　the　life　of　an

individual．　Nonetheless，　the　reproductive　phenom・

enon　to　life　is　a　physiological　phenomenon　carried

out　for　the　purpose　of　preserving　the　individual

and　the　maintenance　of　the　species．

　　The　initial　stage　of　development　in　mammals

includes　the　two　major　processes　of　fertilization

and　implantation，　and　their　methods　are　program－

med　within　the　genes　peculiar　to　each　individua1，

but　it　still　is　an　extremely　mystical　phenomenon．

Especially，　during　the　implantation　period　due　to

the　encounter　between　the　blastocyst　and　the

maternal　body，　genetically　different　organisms

（allogeneic　organisms）the　intervention　of　a　com－

plicated　immunological　mechanism　during　this

process　was　surmised．　In　this　paper，　we　take　up

the　implantation　process　in　rabbits，　which　takes

the　form　of　a　more　primitive，　basic　central　im－

plantation　in　cornparison　with　humans，　and　we

consider　the　dynamic　flow　of　implantation．　This

report　is　a　continuation　of　in　vivo　studies　on　the

first　half　stage　of　rabbit　blastocyst　implantation1），

and　approaches　to　the　very　essence　of　implanta・

tion．　Also，　this　study　was　carried　out　based　on　in

vitro　studies　of　rabbit　blastocyst　implantation2～‘）．

Materials　and　Methods

　　The　rabbits　used　in　this　study　were　female　New

Zealand　white　rabbits（Keari　2．5－3．5kg）raised

under　specific　pathogen　free（SPF）conditions，　and

the　methods　of　research　are　the　same　as　used　in　in

vivo　studies　on　the　first　half　stage　of　rabbit　blas－

tocyst　implantation1）。　Also，　the　terminology　used

in　this　paper　is　as　shown　in　the　schematic

diagram1｝．　In　this　report　we　morphologically　anal－

yzed　with　the　passage　of　time　the　five　stages　of　7．

75days　post　coitus（below　abbreviated　as　d．　p．　c．），

8d．　p．　c，8．25　d．　p．　c．，8．5　d．　p．　c．，　and　g　d．　p．　c．，　and

also　in　the　discussion　treat　the　entire　process　of

implantation．

Results

［Light　microscopic　findings］

　At　7，75　d．　p．　c．　penetration　into　the　endometrial

folds　of　the　blastocyst（especially，　the　obplacental

folds）was　observed　throughout．　That　is　to　say，

after　the　passage　of　7　d．　P．　c．　penetration　into　the

endometrial　folds　of　the　blastocyst　begins，　and　it

reaches　its　peak　around　7．75　d．　p．　c．　The　trophob－

lastic　knob　increased　to　gigantic　proportions，　the

cytotrophoblasts　increased　in　number，　and　at　the

vanguard　　of　penetration　syncytiotrophoblasts

were　penetrating　by　eroding　the　endometrial

folds．　The　penetration　assumes　the　form　of　aim－

ing　at　the　capillaries　of　the　endometrial　stromaI

components，　and　it　pushes　apart　left　to　right　and

presses　against　the　endometrial　epithelial　cells

（Figs．1，2）．　Cells　thought　to　be　lymphocytes　or

macrophages　are　still　present，　and　at　this　point　in

time　many　of　them　are　observed　in　the　para・

placental　folds　and　placental　folds（Figs．3，4）．　By

azan　staining，　it　became　clear　that　a　substance

stained　with　aniline　blue（thought　to　be　collagen

or　its　precursor）was　found　on　the　surface　of　the

endometrial　folds　and　between　the　endornetrial

epithelial　cells　from　the　endometrial　stromal　com－

ponents（Fig．5）．

　　In　the　uterine　cavity　on　8　d．　p．　c．，　the　remains　of

the　blastocyst　covering　at　the　obplacental　folds

was　hardly　recognizable．　During　this　period　the

trophoblasts　continued　　to　　differentiate　　and

develoP，　and　the　syncytiotrophoblasts　increased

in　number．　In　the　obplacental　folds　of　the

antimesometrial　region，　on　this　8　d．　p，　c．　the

release　of　collagen　or　collagen　precursor　from　the

endometrial　stromal　components　reached　its　max－

imum，　became　mixed　with　secretions　from　the

endometrial　epithelial　cells，　and　was　deeply

stained　with　aniline　blue．　Attachments　between

this　deeply　stained　substance　and　trophoblasts

were　seen　everywhere，　and　it　was　thought　that

this　collagen　or　collagen　precursor　is　one　of　the

attachment　factors　between　the　blastocyst　and

the　endometrium（Figs．6，7）．

　　At　8．25　d．　p，　c．，　although　vacuolar　degeneration

of　the　endometrial　epithelial　cells，　and　continuing
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Fig．1The　penetration　of　trophoblasts　appearing　as　if

　　　　　eating　intQ　the　endometrial　folds　can　be　seen．

　　　　　7．75d．　p．　c．，　obplacental　fold，×400，　HE　stain－

　　　　　ing

Fig．2The　syncytiotrophoblasts　were　penetrating　as

　　　　　if　aiming　at　the　capillaries　of　the　endometrial

　　　　　stromal　components．

　　　　　7．75d．　p．　c．，　obplacental　fold，×600，　HE　stain－

　　　　　ing

Fig．3Large　lymphocytes　（↑）can　be　seen　on　the

　　　　　surface　of　the　endometrial　folds．

　　　　　7．75d．　p．　c．　placental　fold，×400，　HE　staining

Fig．4Macrophage－like　cells（↑）can　be　seen．

　　　　　7．75d．　p。　c．，　paraplacental　fold，×1000，　HE

　　　　　stalmng

Fig，5The　location　of　a　substance　stained　by　aniline

　　　　　blue　is　clearly　visible．

　　　　　7．75　d。P．　c，，　obplacental　folds，　×200，　Azan

　　　　　stalnlng

Fig，6There　were　almost　no　remnants　of　the　blas－

　　　　　tocyst　covering　on　the　obplacental　fold　side．

　　　　　8d．　p．　c．，　Qbplacental　folds，×60，　HE　staining

there　to　a　tendency　towards　necrotic　deciduation

was　observed，　the　secretory　activity　of　the　en－

dometrial　epithelial　cells　il）to　the　uterine　cavity

was　observed　to　accelerate．　Most　of　this　secreted

substance　was　seen　on　the　obplacental　folds（Figs．

8，9）．In　the　mesometrial　region　trophoblasts

within　the　blastocyst　formed　1－2continuous　celI

layers，　and　a　tendency　for　active　differentiation

was　observed，　Among　the　endorrletrial　epithelial

cells　of　the　placental　folds，　rather　large，　long，

slender　cells　that　were　deeply　dyed　with　HE　were

noted，　but　it　was　hard　to　determine　whether　these

were　epithelial　cells　just　prior　to　necrotic　decidua一

tion，　or　trophoblasts　that　had　been　discontinuous－

ly　released　from　the　blastocyst　side．　In　the　para－

placental　folds　also，　cells　of　a　somewhat　different

shape　but　similarly　deeply　stained　were　found，　but

it　was　thought　that　these　cells　were　endometrial

epithelial　cells　just　before　necrosis．　Also，　here　the

remnants　of　the　blastocyst　covering　can　be　seen

（Figs．10，　ll）．

　　On　reaching　8．5　d．1）．　c．　the　protuberance　of　the

placental　folds　attained　their　summit，　and　this

swelling　extended　to　the　paraplacental　folds　and

the　obplacental　folds．　Within　the　folds　collagen　or

a　collagen　precursor　was　present　in　large
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Fig．7Attachments　can　be　seen　between　a　secretion

　　　　　（containing　also　co11agen）　from　the　en－

　　　　　donietrial　side　and　the　trophoblasts．

　　　　　8d．　p．　c．，　obplacental　folds，×600，　Azan　stain－

　　　　　ing

Fig．8Vacuolation　and　degeneration　of　the　en。

　　　　　dometria】epithelial　ce11s　can　be　seen．

　　　　　8．25d．　p．　c．，　obplacental　folds，×20（），　HE　stain－

　　　　　ing

Fig．9The　secretory　activity　of　the　endometrial

　　　　　epitheHal　cells　illto　the　uterine　cavity　has

　　　　　become　even　more　vigorotls．

　　　　　825d．　P．　c，，　obplacental　fold，×40〔〕，　Azan　stain－

　　　　　illg

Fig．10　Rather　larger，　long，　slender　cells　deepIy

　　　　　　stained　by　HE　were　found　among　the　en－

　　　　　　dometrial　epithelial　cells．

　　　　　　8．25d．　p．　c．，　placental　folds．×200，　HE　staining

Fig．11　This　shows　some　cells　just　before　necrosis　of

　　　　　　the　endometrial　epithelial　cells．　The　remains

　　　　　　of　the　blastocyst　covering　can　also　be　seen．

　　　　　　8．25d．　p．　c．，　paraplacental　folds，×200，　HE

　　　　　　stalmng

Fig．12　The　swelling　up　of　the　placental　folds　has

　　　　　　reached　its　peak．

　　　　　　8．5d．　p．　c．，×10，　Azan　Staining

Fig．13　At　the　end　of　the　long　axis　in　the　implantati（m

　　　　　　region　the　remnants　of　the　blastocyst　cover－

　　　　　　ing　can　still　be　seen．

　　　　　　8．5d．　p．　c．，　obplacental　fold，×100，　IIE　stain－

　　　　　　ir19

Fig．14　Attachments　between　the　endometrial　epith－

　　　　　　elial　cells　and　the　trophoblasts　can　be　seen．

　　　　　　8、5d．　p．　c，，　placental　fold，×4〔｝〔〕，　HE　staining
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amounts．　Also，　in　the　division　of　the　uterine　cavity

where　one　blastocyst　has　been　implanted，　if　we

cut　from　the　center　towards　the　edge，　at　the　edge

in　a　section　of　the　obplacental　fold，　a　blastocyst

coverirlg，　which　has　not　completely　dissolved，　can

still　be　seen．　In　this　section　the　trophoblastic　knob

and　products　of　the　dissolution　of　the　blastocyst

covering　can　be　seen　frequently．　In　the　placental

folds　the　attachments　between　syncytified　en・

dometrial　epithelial　cells　and　trophoblasts　can

also　be　seen．　The　trophoblasts　have　differentiated

into　several　layers，　and　also　the　proliferation　of

embryoblasts　has　become　vigorous（Figs．12～14）．

　　At　g　d．　p．　c．　at　the　placental　fold　side　differentia・

tion　and　proliferation　of　the　trophoblasts　has

become　quite　flourishing．　These　trophoblasts　con－

tain　various　secretions　within　their　cytoplasm，

and　they　have　become　arrayed　in　an　orderly

manner．　Furthermore，　the　trophoblasts　them－

selves　are　undergoing　syncytification，　and　are

arrayed　counter　to　the　syncytified　endometrial

epithelial　cells．　The　placental　folds　have　flattened

out　rather　much，　and　present　a　rather　different

aspect　ill　comparison　with　the　previous　protuber－

ance．　It　is　thought　that　these　will　later　turn　into

the　amniotic　folds．　It　has　become　difficult　to

distinguish　between　the　paraplacental　folds　and

the　placental　folds，　both　of　which　have　developed

into　one　gigantic　fold．　This　fold　contains　many

syncytified　endometrial　epithelial　cells，　and　they

are　continuously　forming　attachments　with　the

trophoblasts．　Also，　in　the　endometrial　stromal

portion　capillaries　have　been　proliferating．　The

blastocyts　cavity　has　also　undergone　changes，　in

that　the　fluids　whithin　the　cavity　are　increasing，

and　have　filled　the　cavity（Figs．15，16）．

〈Electron　Microscopic　Findings＞

　　Among　the　electron　microscopic　findings　made

during　this　study，　the　greatest　changes　and　pene－

tration　morphology　were　noted　on　the　7．75　d．　p，　c。，

and　we　mainly　report　on　these　findings．

　　On　7．75　d．　p．　c．　apical　secretion　is　vigorously

carried　out　via　microvilli　in　the　endometrial　epith－

elial　cells．　The　mode　of　secretion　is　thought　to　be

either　apocrine　secretion　or　microapocrine　secre－

tion，　and　the　tips　of　the　microvilli　have　become

swollen　and　enlarged．　The　endometrial　epithelial

cells　themselves　tended　toward　edematous　swell－

ing，　but　free　ribosomes，　rER，　mitochondria，　etc．

were　abundantly　present（Fig．17）．　Also，　the　en－

dometrial　epithelial　cell　layers　were　divided　into

many　lobes，　between　which　endometrial　stromal

elements　rising　up　from　below　were　occupying

（Fig．18）．　On　reaching　7．75　d．　p．　c．　the　macrophage

and　lymphocyte　pictures，　which　could　only　be

seen　by　Iight　microscopy　on　7　d．　p．　c．　and　7．5　d．　p．

c．，could　now　be　clearly　obtained．　The　attachment

between　the　macrophages　and　the　endometrial

epithelial　cells　was　so　strong，　that　even　during

strong　rinsing　before　fixation　of　the　specimens，　it

is　thought　that　some　remalned　without　being

rinsed　off．　The　macrophages　were　found　between

the　trophoblasts　and　endometrial　epithelial　cells，

and　were　located　in　particular　on　the　uterine

cavity　surface　of　the　endometrial　epithelial　cells

（Figs．19，21，22，23）．　The　cytoplasm　contained

many　free　ribosomes，　lysosomes，　rER，　mitochon－

dria，　etc．，　with　irregular　nuclei．　Based　on　these

pictures，　it　is　assumed　that　these　cells　have　been

released　from　between　the　endometrial　epithelial

cells　of　the　nlother，　Also，　some　have　extended

pseudopodia　in　the　direction　of　the　endometrial

epithelial　cells，　and　an　enlarged　picture　is　also

shown　here（Figs．25，26）．　Moreover，　some　are

found　within　the　lumina　surrounded　by　en－

dometrial　epithelial　cells，　so　that　in　various　places

apicture　of　vigorous　activity　is　seen（Figs．20，24）。

Macrophages　were　also　found　right　beside　epith－

elial　cells　that　had　started　to　peel　off　from　the

syncytified　endometrial　epithelial　cell　layer，　and

it　was　thought　that　they　may　possibly　be　involved

in　cell　necrosis，　etc．（Fig．27）．　In　the　above　light

microscopic　findings，　certain　cells　were　noted　in

the　folds，　which　we　said　it　was　difficult　to　distin－

guish　whether　they　were　endometrial　epithelial

cells　prior　to　deciduation　or　trophoblasts　from　the

blastocyst　side，　but　as　far　as　we　could　determine

based　on　electron　microscopy，　they　are　thought　to

be　degenerated　endometrial　epithelial　cells．　The

trophoblast　cell　layer　has　become　discontinuous，

and　in　the　endometrial　folds　a　picture　is　observed

of　only　syncytiotrophoblasts　as　freely　penetrat－

ing，　but　some　of　the　syncytiotrophoblasts　also

remain　inside　the　trophoblast　cell　layer（Figs．28，
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Fig．15　The　differentiation　and　proliferation　of　the

　　　　　　trophoblasts　has　beco！he　quite　vigorous．

　　　　　　9d．　p．　c．，　placental　fold，×100，　HE　staining

Fig．161t　has　become　difficult　to　distinguish　between

　　　　　　the　paraplacental　folds　and　the　placental

　　　　　　folds　in　that　they　have　formed　one　gigantic

　　　　　　fold．

　　　　　　9d．　p．　c．，　paraplacental　fold，　x　lOO，　HE　stain－

　　　　　　ing

Fig．171n　the　endometrial　epithelial　cells　apical

　　　　　　secretion　is　being　vigorously　carried　out　via

　　　　　　microvilli．

　　　　　　7．75d．　p．　c．，×10，000，　TEM

Fig．18　The　endometrial　epithelial　cell　layers　are

　　　　　　divided　into　many　lobes．

　　　　　　7．75d．　p．　c，，×1，000，　TEM
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Fig．19　Macrophages　are　present　o！）　the　surface　of　the

　　　　　　endometrial　folds．

　　　　　　7．75d．　p．　c．，×1，000，　TEM

Fig．20　Macrophages　are　found　in　the　lumina　sur－

　　　　　　rounded　by　endometrial　epithelial　cells．

　　　　　　7．75d．　p．　c．，×2，000，　TEM

Fig21　A　picture　of　a　macrophage．

　　　　　　7．75d，　p．　c．，×4，000，　TEM
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Fig．22　Within　the　cytoplasma　of　the　macrophage，

　　　　　　intracellular　organelles　were　abundantly　pres－

　　　　　　ent．

　　　　　　7．75d．　p．　c．，×3，500，　TEM

Fig．231t　is　thought　that　the　macrophages　were

　　　　　　released　from　between　the　endometrial　epith・

　　　　　　elial　cellS．

　　　　　　7．75d．　p．　c．，×4，000，　TEM

Fig．24　A　picture　of　a　macrophage　inside　a　lumen，

　　　　　　7．75d．　p．　c．，×1，000，　TEM
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Fig．25　Among　the　macrophages，　there　were　cells

　　　　　　extending　Pseudopodia　in　the　direction　of　the

　　　　　　endometrial　epithelial　cells．

　　　　　　7．75d．　p．　c．，×3，500，　TEM

Fig．26　An　enlarged　picture　of　the　pseudopodium

　　　　　　7．75d．　p．　c．，×12，000，　TEM

Fig．27　Macrophages　were　present　right　beside　en－

　　　　　　dometrial　epithelial　cells　on　the　verge　of

　　　　　　peeling　off．

　　　　　　7．75d．　p．　c．，×1，500，　TEM

29）．All　syncytiotrophoblasts　contained　many

granules　within　their　cytoplasms，　within　which　a

hormone　similar　to　HCG　（human　chorionic

gonadotropin）was　present．　The　endometrial

epithelial　cell　surface　side　where　the　syncytiotro－

phoblasts　had　penetrated　was　immediately　repair－

ed　with　endometrial　epithelial　cells，　so　that　it

appeared　as　if　the　trophoblasts　were　buried　in　the

endometrial　folds（Figs．30，31）。　There　were　also

syncytiotrophoblasts　penetrating　towards　the

lumina　inside　the　endometrial　folds，　and　when　we

subjected　some　of　them　to　strong　magnification，

desmosome－1ike　bindings　were　seen　between　the

trophoblasts　and　the　endometrial　epithelial　cells，
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Fig．28　Free　penetration　of　only　syncytiotrophoblasts

　　　　　　into　the　endometrial　folds．

　　　　　　7．75d．　p．　c．，　x　1，000，　TEM

Fig．29　After　the　penetration　of　trophoblasts，　repairs

　　　　　　are　carried　out　by　the　endometrial　epithelial

　　　　　　cellS．

　　　　　　7，75d．　p．　c．，×1，000，　TEM

Fig．30　A　trophoblasts　appears　to　be　buried　within

　　　　　　the　endometrial　folds．

　　　　　　7．75d．　p．　c．，×1，000，　TEM

and　in　parts　fusion　had　occurred（Figs．32，33，34）．

Several　of　the　endometrial　epithelial　cells　inside

the　fold　had　undergone　syncytification，　and

appeared　to　be　dividing　the　folds．　Aiming　at　this

gap　between　the　lobes　of　the　syncytified　en－

dometrial　epithelial　cells　syncytiotrophoblast　had

started　penetrating，　but　at　the　tips　of　the　trophob一

Fig．31　Repairing　of　the　endometrial　epithelial　cells

　　　　　　can　be　seen。

　　　　　　7．75d．　p．　c．，×1，500，　TEM

Fig，32　A　syncytiotrophoblast　penetrating　towards

　　　　　　the　Iumen，

　　　　　　7．75d．　p．　c．，×1，000，　TEM

Fig．33　Endometrial　epithelial　cells　and　trophoblasts

　　　　　　form　desmosome－like　bindings　and　some　have

　　　　　　undergone　fusion．

　　　　　　7．75d．　p．　c．，×8，000，　TEM

lasts　we　were　able　to　capture　shapes　of　macro－

phages　or　large　lymphocytes，　which　seemed　to　be

inducing　these　trophoblasts（Figs．35，36，37）．　At

the　placental　fold　side，　parts　of　the　trophoblasts

and　endometrial　epithelial　cells　were　approaching

each　other，　and　although　it　was　somewhat　irregu－

1ar，　microvilli　of　the　endometrial　epithelial　cells
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Fig．34　Trophoblasts　penetrating　towards　the　lumen．

　　　　　　7．75d．　p，　c．，×1，500，　TEM

Fig．35　Endometrial　epithelial　cells　are　undergoing

　　　　　　syncytification．　There　was　a　macrophage　at

　　　　　　the　tip　of　the　penetrating　trophoblasts（↑）・

　　　　　　7，75d．　p．　c．，×1，500，　TEM

Fig．36　Macrophage　was　still　present（↑）．

　　　　　　7，75d．　p．　c．，×1，000，　TEM

were　stretching　as　if　to　meet　the　trophoblasts，　and

in　response　to　this，　the　trophoblasts　extended

their　hands，　so　that　the　method　of　attachment　was

as　if　they　were　performing　a　zipper－like　interlock－

ing（Fig．38）。

　　At　8　d．　p．　c．，　the　trophoblasts　and　endometrial

epithelial　cells　on　the　placental　fold　side　were

taken．　The　endometrial　epithelial　cells　were

Fig．37　There　was　large　lymphocyte（↑）．

　　　　　　7，75d．　p．　c．，×2，000，　TEM

Fig．38　Endometrial　epithelial　cells　and　trophoblasts

　　　　　　displayed　an　attachment　method　as　if　they

　　　　　　were　performing　a　zipPer－like　interlocking．

　　　　　　7．75d．　p．　c．，×8，000，　TEM

Fig．39　The　endometrial　epithelial　cells　have　become

　　　　　　edematous　and　swollen．

　　　　　　8d．　p．　c．，×4，000，　TEM

edematous　and　swollen，　and　the　electron　density

of　their　cytoplasm　had　decreased．　Rather　loose

adhesion　was　observed　between　the　cells，　and

from　between　the　cells　collagen　fibrils　or　collagen

precursors　were　exuding．　On　the　surface　of　the

epithelial　cells，　many　microvilli　or　cilia　were　seen，

and　they　appeared　to　be　welcoming　the　trophob－

lasts（Figs．39，40）．
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Fig．400n　the　surface　of　the　endometrial　epithelial

　　　　　　cells　many　microvilli　and　cilia　can　be　seen　and

　　　　　　they　apPear　to　be　inviting　in　the　trophoblasts．

　　　　　　8d．　p．　c．，×6，000，　TEM

Fig．41　Syncytification　of　the　endometrial　epithelial

　　　　　　cells　is　still　progressing，　and　the　bindings

　　　　　　between　the　endometrial　epithelial　cells　them・

　　　　　　selves　have　become　quite　loose．

　　　　　　8．25d．　p．　c．，×2，500，　TEM

Fig．42　A　picture　of　syncytiotrophoblasts　penetration

　　　　　　in　the　placental　fold．

　　　　　　825d．　p．　c．，×3，000，　TEM

　　At　8。25　d．　p．　c．，　the　syncytification　of　the　en－

dometrial　epithelial　cells　had　progressed，　and　the

connections　between　the　endometrial　epithelial

cells　themselves　had　become　quite　loose．　Apocrine

－excreting　shape　via　microvilli　was　hardly　any

Fig．43　An　endometrial　epithelial　cell　about　to　peel

　　　　　　off．

　　　　　　8．5d．　p．　c．，×3，500，　TEM

Fig．44　A　picture　of　trophoblasts　discontinuously

　　　　　　penetrating　into　the　placental　fold．

　　　　　　8．5d，　p．　c．，×3，500，　TEM

Fig．45　The　syncytiotrophoblasts　have　penetrated

　　　　　　deeply　into　the　placental　fold．

　　　　　　9d．　p．　c．，×2ρ00，　TEM

longer　observed（Fig，41）．　In　the　placental　folds　a

picture　of　syncytiotrophoblasts　penetrating　the

surface　of　the　endometrial　epithelial　cells　was

captured．　Many　granules　were　observed　complete－

ly　filling　the　cytoplasm　of　the　trophoblasts．　If　we
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100k　at　a　strongly　magnified　adherent　site　of　the

trophoblast　and　endometrial　epithelial　cell，　a

fusion　form　can　be　seen（Fig．42）．

　　At　8，5　d．　p。　c．，　an　endometrial　epithelial　cell　on

the　placental　fold　side　about　to　peel　off　was

captured．　However，　overall　free　ribosornes　and

rER　within　the　endometrial　epithelial　cells　were

rather　abundant，　so　that　an　active　protein　synthe－

sis　action　could　be　ascertained（Fig．43）．　In　the

Placental　folds，　penetrating　syncytiotrophoblasts

were　discontinuously　observed　beside　the

edematous，　swollen　endometrial　epithelial　cells，

but　already　the　penetrated　section　was　repaired

by　endometrial　epithelial　cells（Fig．44）．

　　At　g　d．　p．　c．，　the　syncytiotrophoblasts　had

penetrated　deeply，　and　already　reached　the　en－

dometrial　stromal　components，　capillaries．　The

trophoblasts　surrounding　the　capillaries　possessed

particularly　large　granules．　Also，　although　the

penetrated　region　had　already　been　repaired　by

endometrial　epithelial　cells，　the　endometrial　epith－

elial　cells　continued　to　undergo　syncytification，

and　as　a　whole　had　formed　a　clump．　Later　from

the　eroded　region　of　the　capillaries　the　haemo－

chorial　placenta　will　be　formed（Figs．45，46）．

灘
　塵

1）i

Fig．46　The　syncytiotrophoblasts　have　penetrated

　　　　　　more　deeply　than　in　Fig．45，　and　have　reached

　　　　　　the　capillaries　of　the　endometrial　stromal

　　　　　　components．

　　　　　　9d．　p．　c．，×2，000，　TEM

Discussion

　　Attempts　at　morphologically　analyzing　the　im－

plantation　process　at　the　electron　microscopic

level　have　thus　far　been　made　in　regard　to　various

animal　species．　In　regard　to　rabbits，　reports　by

Larsen5～7）and　Denker8）first　appeared，　and　these

became　the　basis　for　research　on　the　implantation

process　in　other　animals．　The　implantation　proc－

ess　in　rabbits　consists　of　the　following　10　stages：

1）ovum　transport　and　spacing　within　the　uterus，

2）　orientation，　3）　dissolution　of　the　blastocyst

covering，4）apposition，5）attachment，6）adhe－

sion，7）cell　fusion，8）penetration，9）encirclement

of　the　capillaries，　and　10）penetration　of　the　capi1－

laries．　Since　this　assumes　the　form　of　cnetraI

implantation，　implantation　starts　first　of　all　from

the　obplacental　folds　of　the　antimesometrial

region，　then　proceeds　to　the　paraplacental　folds，

and　finally，　the　placental　folds．　Implantation　in

the　mesometrial　region　is　delayed　by　l　to　l．5　day

in　comparison　with　that　in　the　antimesometrial

region8）．　In　our　present　study，　along　with　mor・

phologically　ascertaining　the　implantations　of　a

series　of　rabbit　blastocysts，　the　authors　sought　for

comparative　and　similar　poillts　ill　their　previous

in　vitro　studies　of　rabbit　blastocyst　implanta－

tion2’”4），　and　attempted　to　approach　the　very

essence　of　the　implantation　process．

　　Boving　reported　that　transportation　of　the　rab－

bit　blastocyst　and　spacing　wihtin　the　uterine　cav－

ity　occurs　between　5　d，　p．　c．　and　7　d．　p．　c．9），　but

actually　the　period　from　6，5　d．　p．　c．　when　spacing

is　completed　until　g　d．　p．　c．　when　the　trophoblasts

penetrate　the　capillaries　of　the　mesometrial

region，　is　the　most　important　scene　of　implanta－

tion．　At　6．5　d．　p．　c．　the　mother　is　already　producing

alarge　amount　of　collagen　in　her　endometrial

folds，　and　taking　the　aspect　of　welcoming　in　the

blastocyst．　This　phenomenon　was　well　observed

during　our　in　vitro　studies2－4｝，　so　that　we

anticipated　interactions　between　the　blastocyst

and　the　mother．　On　reaching　7　d．　p．　c．，　permeabil－

ity　of　the　capillaries　within　the　endometrium

became　advanced，　and　erythrocytes　appeared　in

the　uterine　cavity．　Also，　a　particular　morphology

was　observed　in　the　dissolution　of　the　blastocyst

covering，　and　it　was　thought　that　an　immune

mechanism　including　trophoblasts，　endometrial

epithelial　cells，　lymphocytes，　and　macrophages　as

well　as　the　cooperative　actions　of　other　protein－

dissolving　enzymes　were　involved　in　this．　In

regard　to　this　point，　they　took　a　rather　different
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dissolution　morphology　than　observed　during　our

in　v｛tro　studies2～4）with　their　inadequate　immune

mechanism．　At　this　point　in　time，　the　release　of

collagen　or　a　collagen　precursor　into　the　uterine

cavity　was　quite　vigorous，　and　it　is　thought　that

this　promotes　the　adhesion　and　proliferation　of

trophoblasts．　The　most　important　period　during

the　entire　process　of　implantation　occurs　from　7、5

d．p．　c。　to　7．75　d．　p．　c．　when　the　trophoblasts

undergo　syncytification，　and　aiming　at　the　capil－

laries，　the　stromal　component　of　the　obplacentaI

folds，　they　start　their　penetration．　Of　course　dur－

ing　the　previous　stage　the　endornetrial　epithelial

cells　also　were　undergoing　syncytification，　and

displaying　the　morphology　of　attachment，　adhe・

sion，　and　cell　fusion　with　the　trophoblasts．　The

penetration　morphology　of　syncytiotrophoblasts

into　the　endometr｛um　membrane　was　extremely

idiosyncratic，　but　rather　large　differences　in　the

penetration　speed　were　observed　among　the　vari－

ous　folds．　During　this　drastic　phenomenon　of

penetration，　the　endometrial　epithelial　cells　were

undergoing　syncytification，　swe11ing，　deciduation，

and　the　endometrial　stromal　components　sudden－

ly　bloated　up，　as　if　they　were　inviting　the　illvasion

of　the　trophoblasts．　Also，　on　the　surface　of　the

endometrial　folds　cells　conj　ectured　to　be　macro－

phages　or　large　lymphocytes　were　present，　and　it

was　anticipated　that　they　acted　as　the　intervening

immune　mechanism　during　the　penetration　of　the

trophoblasts．　Among　them，　cells　were　also　obser－

ved　that　seemed　to　be　ass｛sting　the　penetration　of

the　syncytiotrophoblasts．　Thus　far　many

reportslo～13）have　apPeared　describing　the　involve－

ment　of　the　macrophages　at　the　time　of　implanta－

ti（m，　In　an　experimellt　using　rats，　Tachi　et　aL

collcluded　that　the　macrophage　system　was

activated　during　the　initial　stage　of　implantation，

the　macrophages　move　and　assemble　at　the

periphery　of　the　implantation　region，　but　the

macrophages　do　llot　invade　into　the　decidua，　and

along　with　the　progression　of　implantation　the

macrophages　disappeari‘），　McLaren　indirectly

supPQrted　the　fact　that　the　decidua　act　as　an

immunological　barrier，　and　thus　suggests　that　the

macrophages　do　not　invade　il／to　the　deciduai5）．

Based　on　our　observations　also，　the　location　of

lasts　　reaches　　deeper　　lnto　　the

dometrium，　and　gradually　starts

haemochorial　placenta．

　　In　the　above　report，　we　have

observe　the　drastic　and　dynamic

phenomenon，　implantation，　using

materia1，

the　macrophages　was　on　the　surface　of　the　en－

dometrial　folds，　or　up　to　the　depth　of　the　en－

dometrial　epithelial　cell　layer，　where　there　were

cells　thought　to　be　guiding　in　the　syncytiotrophob・

lasts，　This　means　that　due　to　the　intervention　of　a

complicated　immune　mechanism　via　the　macro・

phage　and　Iymphocyte　system　at　a　region　more

shallow　than　the　basement　membrane　immulle

tolerance　conditions　based　on　hyperimmunity　are

produced，　and　the　immunological　barrier　action

possessed　by　the　endometrial　stromal　components

below　the　basement　membrane　is　antithetically

more　strongly　reinforced，　so　that　the　penetration

of　the　syncytiotrophoblasts　is　held　ill　check　at　the

capillaries．　No　matter　what　the　case，　it　is　a　fact

that　the　cells　of　the　macrophage　and　Iymphocyte

system　are　greatly　involved　in　the　immune　systern

at　the　time　of　implantation，

　　Following　this　period　on　reaching　8　d．　p．　c．，　the

center　stage　of　implantation　switches　over　to　the

paraplacental　folds　and　the　placental　folds．　In　the

obplacental　folds　up　to　g　d．　P．　c．　progression　of

implantation　can　be　observed　to　a　certain　extent，

but　from　g　d．　p．　c．　on，　degeneration　sets　in．　The

penetration　of　trophoblasts　into　the　placental

folds　is　basically　similar　to　that　into　the　ob－

placental　folds，　but　the　penetration　of　the　trophob－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　uterlne　　en－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　forming　the

attempted　to

physiological

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rabbits　as　our

　　　　　　　　but　after　all　the　origin　of　the　Iife　phe－

nomena　flowing　through　the　basis　of　implantation

is　the　interventiorl　of　the　immune　mechanism．

Especially，　the　relationship　between　implantation

and　the　macrophages　in　the　endometrium　in　ex－

plaining　the　mechanism　of　the　implantation　phe－

nomenon　in　the　future　will　probably　be　one　of　the

most　important　subjects．
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家兎胞胚の着床（後半部）
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森　崇英

　家兎胞胚の着床過程を，形態学的観点から経時的に

観察した．この報告では，着床の後半とも言うべき時
点を取り扱ったが，7．75d．　p．　c．を中心としてsyncytio・

trophoblastが内膜foldに浸潤していく様子を鮮明に

捉えることができた．しかしtrophoblastの浸潤という

過程でさえ，単純な胞胚側の侵食行為なのではなく，

胞胚と子宮内膜側の複雑なinteractionが予測された．

しかもこのinteractionの全経過に渡って，複雑な免疫

機構が介在していると思われた．特にこの時期には，

子宮内膜中から遊走してきたと考えられるマクロファ

ー ジや大型のリンパ球が存在し，これらが着床と密接

に関わり合っている．正常な妊娠における着床過程で

は，trophoblastの浸潤は内膜問質成分中の毛細血管ま

でであり，家兎の場合placental　foldsの毛細血管部分

にhaemochorial　placentaが形成される．従来脱落膜

化した内膜間質細胞は，強い免疫学的障壁作用を有し

ていることが報じられており，基底膜より深層での強

烈な免疫作用を推測させる．これに対して，子宮内腔

あるいは基底膜より上層部位では，マクロファージや

リンパ球が多数存在し，hyperimmunityによる
immune　tolerance状態が予測された．おそらく，この

基底膜を境とした免疫学的unbalanceが，着床の
mechanism解明の糸口になると思われた．

　　　　　　　　　　　　（受付：1991年7月30日）
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　脱落膜細胞を妊娠初期脱落膜組織より分離後培養して，細胞のサイクロオキシゲナーゼ（COX）

を免疫組織化学的に検討した．次いで，プロスタグランディン（PG）E2産生をRIAで測定し，イ

ンターロイキン1（IL－1）βのPG産生に及ぼす影響を調べた．その結果，妊娠8－9週の脱落膜細

胞中COX陽性細胞は約5％であったが，　O．2－O．8ng／24hours／O．25xlO6　cellsのPGE、を産生した。　IL

－ 1β添加によりPG産生はday　3には用量反応的に増加したが，　day　2まではCOX陽性細胞数の増

加にもかかわらず，PG産生は不変であった．また，　day　2までは，アラキドン酸を培養液へ添加して

もPG産生は影響を受けなかった．脱落膜におけるPG産生コントロールには，　IL－1β刺激によるC

OXの誘導だけでなく，　PG産生の阻害因子の関与が示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steri1．，37（3），478－481，1992）

緒　　言

　着床及び初期妊娠維持機構にアラキドン酸代謝産

物，特にPG（プロスタグランディン）E2の関与が

実験動物で示唆されてきたト3）が，ヒトでは，いまだ

不明な点が多い．我々は，妊娠初期脱落膜において，

PG産生が抑制され4），この抑制機構にサイクロオキ

シゲナーゼ（COX）阻害蛋白の関与していること

を指摘してきた5）．本研究では，最近，他の臓器組織

で明らかとなったサイトカインによるCOXの誘導6・η

を妊娠初期脱落膜細胞において検討するため，脱落

膜組織からmacrophageやlymphocyteなどサイト

カインを産生する細胞を除去した脱落膜細胞のみの

実験系を用いた．そして，脱落膜細胞自身のCOX

陽性細胞数およびPGE2産生と，PG産生に及ぼすイ

ンターロイキン1β（IL－1β）の影響を検討した．

対象及び方法

　妊娠初期（6～8週）に人工妊娠中絶術を施行し

た6例において，本人の同意のもとに吸引掻把され

た子宮内容物より肉眼的に脱落膜のみを分離し，実

験に供した．症例は特記すべき合併症を有しておら

ず，アスピリンなどの消炎鎮痛剤は使用していない．

使用した試薬のうち，3H標識PGE2は，　Amersham
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から，抗PGE2抗体はICN，　PGE、標準品とアラキド

ン酸はSigma，ヒトrlL　一　118はBritish　Biotech－

n〔〕logyからそれぞれ購入した．抗cyclooxygenase抗

体は，Cayman社を用いた．また，馬血清はGIBCO

から，　24　wellプレートをはじめその他の細胞培養器

具はICNあるいはGIBCOから購入した．
　脱落膜細胞浮遊液の調製はVinceらの方法8）によっ

た．すなわち，脱落膜組織を細切後，dispase（grade

II，　BCL　Manheim）（10mg／m1）でまず処理してから

collagenase（Type　IV，　Sigma）（300u／ml）とhyalur－

onidase（Type　Is，　Sigma）（2mg／m1）およびdeoxyr－

ibonuclease（Type　IV，　Siglna）の混合液で二段階の

処理をした．得られた遊離細胞からは，既報のよう

に9）Percoll（Phamacia）の非連続濃度勾配遠心法に

より，濃度20％の暦（SG1．033）に脱落膜細胞に

冨む分画が得られた．脱落膜細胞は直径1cmのcover

slipを入れた24　well　plateにMl99＋10％horse

serum＋1％glutamine（all　from　GIBCO）を用いて

0．25xlO6　cells／wellの濃度でplatingし培養した．そ

して（）ver　night　incubationの後，培養液中にIL－1β

などを添加する実験を開始し，この日をday　1とし

た．培養終了後，培養液は回収し，RIAまで一20°C

で保存した．一方，cover　slipを取り出して，　ethanoI

で固定後，－20℃で免疫組織化学的検討まで’保存し

た．また一部の細胞はtrypan　blue　exclusion　testに

よるcell　viabilityの検索に供した．

　cover　slipは解凍後，　D　P　Xでマウントし，Vectas・

tain　kit（Vector　Lab）才3よぴ抗cyclooxygenase抗

体を用いて，既報のように9）免疫組織化学的検討を行

った．

結 果

　day　3の脱落膜細胞を，ヒトrIL－1βを添加した培

養液で24時間培養すると，培養終J’時のCOX陽性

細胞数の比率は，IL－1βの濃度がO．／ng／m1以上で約

40％に達iし，一ノi培養液中のPGE2濃度は，用量依

存的に増大した（Fig．1）．また，この増大には，8

から12時間のIL一工βへの曝露が必要であった，

　しかし，同様の実験をdayLday2において行う

と，COX陽性脱落膜細胞数の増加は同様に観察さ

れたが（Figs．2＆3），培養液中PGE2の濃度増加

はday　2においてはわずかに認められたもののday

lでは，全く変化がなかった（Fig．4）．

　さらに，培養液に1μg／mlのアラキドン酸を添加し

脱落膜細胞を培養してみると，day　3では，産生され

るPGE，が約2倍増加するのにたいして，　day　1で

は変化が認められなかった（Fig．5）．
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Fig．l　PGE2　production　by　decidual　strornal　cells

　　stimulated　with　IL－1βfor　24　hours　on　day　30f

　　culture．　The　data　are　mean±S．　D．　of　quadri－

　　pricate　study　and　a　typical　result　of　three

　　repeated　experiments．
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Fig2　A　typical　result　of　ininlunocytochernical

　　cyclooxygenase　ill　decuduaI　stromal　celIs　after

　　24hours　of　incubation、、・ith　IL－1β（0．lng／ml）

　　（right）．　Control　was　incubated　without　lL－1βin

　　the　same　condition（】eft）．COX：cyclooxygenase．
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Fig．3The　ratio　of　cyclooxygenase　positive　deciduaI

　　　stromal　cells　after　24　hours　incubation　with　or

　　　without　IL－1β（0．11ユg／lnl）．　meal1±S．D．（ll＝4）．
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Fig．4The　deference　of　PGE2　production　by　decidual

　　　stromal　cells　stimulated　with　Iレ1β（0．1ng／ml）

　　　from　day　l　to　day　30f　culture．　mean±S．　D．

　　　（n＝4）．
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Fig．5The　effect　of　arachidonic　acid　on　PGE2　synthe－

　　　sis　by　decidual　stromal　cells　in　culture　on　day

　　　land　day　3．　Cells　were　incubated　with　1μg／ml

　　　of　arachidonic　acid　for　2　hours．　mean±S．　D．

　　　（n＝4）

　なお本研究に用いた条件では，IL－1は細胞増殖速

度に影響を与えず，cell　viabilityはいずれの条件で

も95％以上であった．

考　　察

　妊娠初期脱落膜にはmacrophageやgranulated

lymphocyte（CD2十CD3－NKHl十十CD16－）が多

数含まれており1°），これらの細胞は高いCOX活性を

有することが知られている11）．また，脱落膜組織の免

疫組織化学的検討でも，この組織におけるCOXの

存在が報告されている12〕．しかし，我々が報告したよ

うに4），脱落膜組織のPG産生能は，むしろ抑制され

ることが明らかとなっており，今回の純化した妊娠

初期脱落膜細胞では，5％未満の細胞が免疫組織化

日不妊会誌37巻3号

学的にCOX陽性であるにすぎなかった．したがっ

て，高いPG産生を報告する初期の研究は，混在す

る脱落膜細胞以外の細胞，ことに活性化されたmacro－

phageなどによるPG産生を見ていた可能性が考え

られる．

　また，fibroblast6）やkeratinocyte7｝をはじめとする

多くの細胞においてCOXを誘導する可能性が指摘さ

れているIL－1βは，脱落膜細胞においても同様の作

用を有することが示唆された．このことから，初期

の組織培養系を用いた研究においては，in　vitroで

macrophageにより産生されたサイトカインがCOX

誘導に関与した可能性も否定できないと思われる．

　day　1において，　C　O　X陽性率がday　3と同様で

あるにもかかわらずPGE2産生が認められないこと

は，免疫学的COXの存在が必ずしもPG産生のた

めに十分ではないことを示している．従来，PG産

生の律速段階はCOXの量ではなく，アラキドン酸

の放出に関与するphospholipase　Aやphospholipa－

seCが重要であると考えられてきた13），しかし，本

研究では，アラキドン酸の培養液中添加がday　1で

は影響を与えないのにたいして，day　3ではPGE、産

生を約2倍に促進することを示した．すなわち，基

質と酵素の条件が同一であるにもかかわらず，培養

液中のPGの量は異なっている．したがって，妊娠

初期脱落膜におけるアラキドン酸代謝の調節機構に

はCOXおよびアラキドン酸のavailabilityばかりで

はなく，他の因子がin　vitroでも関与することが示

唆され，我々の報告したCOX阻害蛋臼5）もその候補

のひとつである．

　生物学的には，妊娠初期の脱落膜におけるPG産

生の充進は，流産を誘発する可能性が高く，本研究

の結果は，妊娠維持に重要な意義を有すると考えら

れる脱落膜細胞におけるPG産生抑制の機序解明の

一助となる知見と思われる．

　本研究の一部は第36回日本不妊学会総会および第

6回日本生殖免疫学会で発一表した．
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Haroon　Khan，　Mark　II、　F．　Sullivan

　　　　　and　Murdoch　G．　Elder

Institute　of　Obstetrics　and　Gynaecology，

　Royal　Postgraduate　Medical　School，

Hammersmith　Hospital，　London，　UK

　　To　investigate　the　possible　involvement　of

decidual　macrophages　in　the　production　of　prostag－

landin（PG）E2　by　decidual　tissue，　purified　decidual

stromal　cells　were　cultured　with　Interleukin｛IL）－1β

which　is　a　cytokine　secreted　by　macrophages．　The

production　of　PGE2　was　stimulated　by　IL－1βin　a

time　and　dose　dependent　manner　accompanied　with

induction　of　immunocytochemical　cyclooxygenase．

However，　a　pre－incubation　of　72　hours　was　neces－

sary　for　the　increase　of　PG　production　by　the　cells

in　spite　of　the　presence　of　immunocytochemical

cyclooxygenase．　These　f｛ndings　suggest　that　the

PGE2　production　by　decidual　stromal　cells　is　under

control　not　only　by　the　amount　of　cyclooxygerlase

but　by　endogenous　inhibitory　factors．　The　concept

was　also　supported　by　the　evidence　that　a　supple・

ment　of　arachidonic　acid　in　culture　medium　had

stimulatory　effect　only　after　72　hours　of　culture．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年1月6日）
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IMMUNOHISTOCHEMICAL　OBSERVATION　ON

BASEMENT　MEMBRANE　IN　ENDOMETRIOSIS

Yasuhiro　YOKOYAMA，　Ryou　MISAO，　Miki　NAKAGAWA，

　　　　　　　　Keisuke　WADA　and　Teruhiko　TAMAYA

　　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

School　of　Medicine，　Gifu　University，　Gifu　500，　Japan

　　Summary：In　22　cases　of　pelvic　endometriosis，　the　BMs　recognized　by　staining　with　antibodies

to　type　IV　collagen　and　laminin，　and　estradio1－17β（E2）stainability　were　investigated　immunohis－

tochemically．　The　BM　in　the　endometrium　remained　intact　regardless　of　the　progression　of　the

menstrual　cycle．　E2　was　detected　in　the　epithelial　cells　from　the　mid－proliferative　phase　to　the

early　secretory　phase．　Adenomyosis　showed　intact　BMs．　Staining　of　BM　components　and　E2

positivity　were　compatible　to　those　in　the　normal　endometrium．　Endometriotic　islets　in　the　pelvis

showed　consistent　staining　for　E2　and　intact　BMs，　unless　hemorrhage　was　complicated．　En－

dometriotic　tissues　in　hemorrhagic　cysts　lacked　epithelial　BMs　and　E2　positivity．　These　data

indicate　that　the　hemorrhage　in　endometriotic　implantation　is　significant　for　the　liberation　Qf

endometrial　segments　and　its　spread．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Ferti1．　SteriL，37（3），482－486，1992＞

Introduction

　　Basement　membranes（BMs）serve　for　the

attachment　and　physical　support　of　cells，　and　also

play　a　role　in　the　transport　of　molecules　from　the

blood1）．　The　major　chemical　constituents　of　the

BM　are　type　IV　collagen，　which　differs　from　the

interstitial　collagens　in　molecular　weight，　amino

acid　composition，　and　biochemical　and　bio－

physical　properties2｝，　and　noncollagenous　glyco－

proteins　including　laminin，　entacin，　and　heparan

sulfate3〕．

　　Recent　investigations　have　focused　on　the　con－

dition　of　the　BMs　and　its　discontinuity　in　mal｛g－

nant　Iesions　have　been　demonstrated4－6｝．　This

abnormality　of　the　BM　would　be　related　to　the

extention　of　carcinoma．

　　The　biological　behavlor　of　the　endometrium　is

regulated　by　the　sex　steroid　hormones，　among

which　estrogens，　especially　estradiol（E2），　bring

the　endometrium　into　a　proliferative　state．　Its

rate　of　proliferation　under　stimulation　by　E2　is

not　less　than　that　of　malignant　counterparts．

Moreover，　the　endometrium　has　the　potential　to

metastasize　via　the　fallopian　tube，　Iymphatics　or

blood　vessels　to　produce　endometriosis　externa，

and　to　infiltrate　into　the　myometrium　to　develop

endometriosis　interna．　These　features　in　a　sense

correspond　to　those　of　a　malignant　neoplasm．

　　Endometriosis　is　a　common　disease　during　re－

productive　age，　and　a　etiological　disease　for　infer－

tility．　The　BM　concerning　the　development　and

biological　behaviour　of　endometriosis　has　never

been　well　known．

　　It　has　been　reported　that　the　membrane　permea－

bility　of　the　endometrium　and　myometrium　varies、

during　the　menstrual　cycle7）．　The　BM　abnormal－

ity　in　endometriotic　tissues，　hence，　may　be　related

to　the　extension　and　lack　of　responsiveness　of　this

unusual　tissue　to　sex　steroid　hormones．
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　　In　the　present　study，　immunohistochemical

expressions　of　the　BM　components　and　E2　were

compared　among　the　endometrium　and　en－
dometriosis　lesions，　in　order　to　know　the　associa・

tions　of　BMs　with　the　extension　of　endometriosis

and　with　E2　expression　of　endometriotic　epithelial

cellS．

Materials　and　methods

　　Twenty－two　patients　with　pelvic　endometriosis

were　the　subjects　of　this　study，　These　patients

attended　the　affiliated　hospital　of　Gifu　University

School　of　Medicine　from　January　1987　to　May

l990．　Tissues　were　obtained　at　hysterectomy　and

adenectomy　for　pelvic　endometriosis　with　or

without　adenomyosis，　and　were　fixed　in　neutral

formalin　and　embedded　in　paraffin．　The　patients’

ages　ranged　from　28　to　50　years（39±6．6　years，

mean±SD）、

　　Primary　antisera　were　purchased　from　the　fo1－

lowing　sources；rabbit　antiserum　against　type　IV

collagen　was　from　Advance　Inc．，（Tokyo，　Japan），

rabbit　antiserum　against　laminin　was　from

Chemicon　International　Inc。，（New　York，　New

York），　and　rabbit　anti－serum　against　E2　was　from

Orthodiagnostic　Systems　Inc．，（Raritan，　New　Jer－

sey）．　The　antisera　against　laminin　and　type　IV

collagen　were　diluted　to　1：50　with　phosphate－

bufferred　saline．　After　quenching　and　pepsin

treatment（0．4mg／dl）at　37℃for　2　hours，　the　sec－

tions　were　reacted　with　these　antisera　for　l　hour

at　room　temperature、

　　The　antiserum　for　E2　was　reacted　with　the

sections　for　30　min．　at　room　temperature．　The

second　and　third　antisera　for　all　stainings　were

from　an　Orthodiagnostic　staining　kit（Orth－

odiagnostic　Systems　Inc．，　Raritan，　New　Jersey）．

The　peroxidase　reaction　was　visualized　by　5－

amino－9－ethylcarbazole　and　the　sections　were

counterstained　by　hematoxylin．

　　Staining　was　evaluated　using　the　following

arbitrary　classification：　negative　staining，　一；

positive　but　heterogenous　or　discontinuous，　±；

weakly　positive　and　continuous，十；obviously

positive　and　continuous，±十；strongly　positive

and　continuous，十十十，　Dating　of　the　menstrual

cycle　was　determined　by　the　histological　findings

according　to　the　criteria　of　Noyes　et　a18）．　En－

dometriotic　tissues　with　intrastromal　bleeding

were　categorized　as　a　hemorrhagic　endometriosis．

Results

　　Immunoreactivity　of　the　BMs　for　collagen　type

IV　and　Iaminin　stainings　was　recognized　beneath

epithelial　cells　or　around　capillaries　in　both　the

proliferative　and　secretory　endometrium　and　the

staining　formed　continuous　and　obvious　lines　at

these　locations（Fig．1）．　With　the　initiation　of

predecidualization，　type　IV　collagen－and　laminin

－ immunoreactive　material　accumulated　arround

the　predecidulized　cells．

　　Positive　staining　for　E2　was　observed　in　the

epithelial　cells　from　the　mid－proliferative　phase

to　the　early　secretory　phase（Fig．2）

Fig．1Proliferative　endometrium　shows　distinct　and

　　　　　continuous　staining　of　basement　membrane

　　　　　beneath　epithelial　cells　and　around　capillaries．

　　　　　（collagen　type　IV，　x　550）

Fig。2The　epithelial　cells　in　proliferative　en－

　　　　　dometrium　show　positive　staining　for　estradiol，

　　　　　the　staining　intensity　varies　from　cell　to　cell

　　　　　（×550）．
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Table　1 Changes　in　s　taining　grade　of　the　endometrium　during　menstrual　cycle．

in　the　Methods．

The　staining　grades　were　described

Endometrial
　　　cycle

Proliferative Secretory

early

N＝3

middle

N＝4

late

N；4

early

N＝4

middle

N＝4

late

N＝3
Collagen　IV

Laminin

Estradiol

十十

十十

一～ 十

十十

十十

士～十

　　十十

　　十十

十～十十

　十十

　　十十

±～十十

十十

十十

十十

十十

Table　2　Staillillg　results　in　adenomyosis．　The　erldometrial　dating　was　determil、ed　by　histological　findings．

　　　dating　of

endometrial　cycle

Proliferative Secretory

2 6 10 11 14 2 3 5 6 8 1〔〕 12

Collagen　IV

Laminin

Estradiol

十十　十十　十十　十十　十十

十十　十十　十十　十十　十十

十　　　十　　　十　　十十　　十十

十十　　十十　　十十

十十　　十十　　十十

十　　　十　　　十

十十

十十

十

十十

十十

士

十十

十十

十十

十十

Table　3　Staining　results　in　non｝hemorrhagjc　endometrlosls．

　　　dating　of

endometrial　cvcle

Proliferative Secretory

2 6 8 11 14 2 6 8

Collagen　IV

Laminin

Estradiol

十十

十十

十

十十

十十

十

十十

十十

十十

十十

十十

十十

十十

十

十十

十十

十

十十

十十

十

十十

十十

Table　4　Staining　results　ill　hemorrhagic　endometriosis

　　　dating　of

endolnetrial　cycle

Proliferative Secretory

1 2 3 5 8 12 1 2 6 8 8 9 12 13

Collagen　IV

Laminin

Estradiol

±

土

±　　±　　±　　±

±　　±　　十　　±

　　　十十　十十

±

±

±

±

十

十

十

十

±

土

十

十

十

±

±

十

±

±

士

士

±

±

　　The　staining　pattern　of　the　endonletrium　during

the　menstrual　cycle　is　summarized　in　Table　1．

Regardless　of　the　progression　of　the　endometrial

cycle，　the　BMs　showed　almost　the　same　intensity

of　staining　ill　the　epitheliurn　and　capillaries．　No

relation　was　found　between　staining　results　of　the

BM　components　and　of　E2．

　　In　endometriosis　interna（adeno11ユyosis），　the

BMs　also　showed　positive　for　type　IV　collagen

and　larninin　in　a　continuous　line　beneath　the

epithelial　cells　and　around　capillaries，　and　no

variation　in　the　staining　was　observed　during　the

menstrual　cycle．　Stainability　for　E2　in　lesions　was

mostly　consistent　with　that　of　the　normal　en－

dometrium（Table　2）．

　　hl　the　cases　of　pelvic　endometriosis，　small　islets

of　the　endornetriotie　tissue　without　evidence　of

hemorrhage　showed　distinct　and　continuous　BMs

in　the　epithelium　and　the　capillaries．　Again，　no

changes　in　the　staining　during　the　meristrual　cycle

were　observed，　and　the　staining　for　E2　was　mostly

corlsistent　with　that　of　the　llormal　endometrium

（Table　3）．

　　In　the　cases　of　hemorrhagic　endometrisis，　en－

dometriotic　epithelium　showed　disruption　of　the

BM　in　places，　especially　at　the　sites　where

hemosiderin－laden　macrophages　had　infiltrated．

Epithelial　cells　were　seen　protruding　out　from　the

cyst　walls　at　these　sites（Fig．3）．　Some　endometriaI

tissues　on　the　cyst　walls　lacked　epithelial　or

strolnal　components．　In　Table　4，　we　have　summar－

ized　staining　results　on　the　hemorrhagic　en一
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謙
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鹸

鑛、
　　ギ

Fig，3Collagen　type　IV　immunostaining　in　hemorr－

　　　　　hagic　endolnetriosis．　Its　linear　staining　is

　　　　　disrupted　at　the　sites　where　hemosiderin－laden

　　　　　macrophages　infiltrate（arrows．）．（×550）

dometriosis．　Staining　for　E2　in　hemorrhagic　en－

dometriosis　was　not　always　compatible　with　that

of　the　normal　endometrium．

Discussion

　　Endometrium　shows　a　rnarked　proliferative

potential　under　estrogen　stimulation。　During　ac－

celerated　proliferation，　new　BM　must　be　synthes－

ized　in　order　to　stabilize　the　endometrial

architecture9）．　BMs　in　the　endometrium　have　been

demonstrated　to　remain　consistent　during　the

menstrual　cycle4・lo｝，　which　is　good　agreement　with

our　findings．

　　Bulletti　et　al．　have　reported　that　BM　disruption

in　endometrial　hyperplasia　or　adenocarcinoma

may　lead　to　an　overinflux　of　estrogens　into　the

neoplastic　cells，　causing　the　abnormal　prolifer－

ative　activity　of　such　cellslo）．　Our　investigation

demonstrated　that　the　staining　for　E2　was　limited

to　the　mid－proliferative　to　early　secretory　phases

of　the　endometrial　cycle，　and　was　not　related　to

the　staining　pattern　of　the　BM　components．　These

results　suggest　that　the　condition　of　the　BM　is　not

related　to　E2　expression．　In　addition，　the　results　of

E2　staining　in　this　study　are　not　congruos　with　the

changes　in　its　plasma　concentration．　This　may　be

related　to　progesterone，　because　it　is　known　to

interfere　with　the　effects　of　E2　and　to　decrease　the

content　of　estrogen　receptori1｝．

　　Endometrial　cysts　are　formed　by　repeated　epi－

sodes　of　bleeding　into　a　closed　cavity．　Once

intratromal　hemorrhage　occurrs，　inflammatory

reaction　will　ensue．　Since　inflammatory　cells　such

as　polymorphonuclear　Ieukocytes　and　macro・

phages　liberate　enzymes　that　can　degrade　both

type　IV　collagen　and　laminin12・13），　the　physical

strength　of　BMs　would　be　influenced　by　them．　Our

findings　regarding　the　BMs　of　hemorrhagic　en－

dometriosis　prove　this　reaction．　Therefore，　bleed・

ing　in　endometriotic　implants　and　subsequent

infiltration　of　inflammatory　cellls　beneath　the

BMs　are　considered　to　cause　the　fragility　of　the

BM　components　and　then　disruptic　change　of

BMs．　These　changes　would　liberate　endometriotic

epithelium　as　well　as　stromal　cells　from　their

architectures．　These　liberated　endoetiotic　tissues

might　be　implanted　onto　elsewhere，　terminating

in　the　extension　of　endometriosis．

　　After　entrance　of　E2　into　target　cells．　it　im－

midiately　binds　to　its　receptor．　Because　E2　is　a

lipid－soluble　and　low－molecular　weight　steroid，

non－binding　E2　would　easily　dilute　in　processing

agents　to　make　paraffin　wax　blocks　and　depar－

afinized　sections．　Hence　expressed　E2　in　the　pres－

ent　study　would　be　a　binding　form．

　　As　showrl　in　the　present　study，　the　expression　of

E20bviously　diminished　in　hemorrhagic　en－

dometriotic　lesions　if　compared　with　normal

counterpart．　This　inconsistency　between　two　rele－

vant　tissues　would　not　be　owing　to　the　discontinu・

ity　of　the　BM，　but　to　the　changes　in　E2　content　in

such　a　tissue．　Hence　decrease　in　E2　expression　is

considered　to　be　caused　by　decrease　in　blood

supply　into　such　an　abnormal　tissue　and　subse－

quent　decrease　of　estrogen　receptor．

　　Bulletti　et　al，　have　demonstrated　difference　in

the　permeability　of　endometrial　microvessels　to

estrogens　between　the　proliferative　and　secretory

phases　of　the　menstrual　cycle7）．　However，　this

study　showed　that　the　staining　of　the　BM　compo．

nents　of　capillaries　did　not　change　regardless　of

the　endometrial　cyclic　change，　suggesting　that　the

changes　in　permeability　would　not　result　from

disruption　of　the　BM　components．　In　addition，　the

responsiveness　of　pelvic　endometriosis　to　en・

dogenous　sex　steroid　hormones　would　also　not

come　from　changes　in　the　BM　condition，　but　from

changes　in　the　sensitivity（receptor　mechanism）of
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the　endometriotic　cells　themselves　that　are　due　to

the　anatomical　changes　of　vascular　beds．
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子宮内膜症における基底膜の

　　　　　免疫組織学的検討

岐阜大学産婦人科学教室

横111康宏　操 良　中川美紀

和川圭介　玉舎輝彦

　外性，内性・・．f・宮内膜症症例21例について基底膜の主

要な構成成分であるIV型コラーゲンおよびラミニンを

免疫組織学的に検討し，基底膜の形態とそれにともな

うエストラジオール（E，）の発現を検討した．正常子

宮内膜の基底膜は…様に連続的で基底膜におけるこれ

らの構成要素の欠損は見られなかった．腺上皮におけ

るE，の発現は増殖期中期から分泌期初期にみられた．

内性子宮内膜症でも基底膜の欠損は見られず，またE、

の発現も子宮内膜のそれに一致した．外性子宮内膜症

でも，非出血性の病巣では基底膜の欠損は見られず，

またE2の発現も正常子宮内膜と相関した．しかし出血

性の子宮内膜症組織では，ヘモジデリン貧食マクロフ

ァージの間質浸潤が見られる部位に一致して基底膜の

欠落と上皮の剥奪が観察され，またE2の発現も多くは

子宮内膜と相関せず，発現の見られないものが多かっ
た．

この結果から，外性・了’宮内膜症では，組織内出血とそ

れにともなう炎症細胞浸潤が，子宮内膜組織の剥奪を

引き起し，ひいては子宮内膜症の進展につながること

が示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年1月8日）
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ヒト卵管におけるプロゲステロンレセプターの

免疫組織化学的検討

Immunohistochemical　Analysis　of　Progesterone

　　　Receptor　in　Human　Fallopian　Tube

　　　　　　山梨医科大学産婦人科

池上　淳　加藤順三
Atsushi　IKEGAMI　　　Junzo　KATO

　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology

Yamanashi　Medical　College，　Yamanashi　409－38，　Japan

　プロゲステロンレセプター（以下PRと略す）に対するモノクロナール抗体を用い，ヒト卵管（峡

部，膨大部，采部〉におけるPRの局在とその性周期による変化について検討した．

1）ヒト卵管では，卵管上皮細胞核，上皮下間質細胞核，平滑筋細胞核にPRは局在していた．部位

による差は認められなかった．

2）卵管上皮細胞におけるPR陽性率は，増殖期に高く，分泌期に低下することが示唆された．部位

による差は認められなかった．

3）一ヒ皮下間質細胞および平滑筋細胞におけるPR陽性率は性周期による変化を認めず，常に高い陽

性率を示した．部位による差を認めなかった．

　ヒト卵管におけるPRの免疫組織化学的検討は，卵管機能を知る上で重要と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Ferti1．　Steril．，37（3），487－490，1992）

緒　　言

　ヒト卵管は排卵，受精，着床という生殖過程にお

いて重要な役割を果たしている．解剖学的には，峡

部，膨大部，采部に区分され，内腔は円柱上皮，外

層は平滑筋で構成されている．機能的には卵管上皮

と平滑筋が協調しあい，卵を捕獲し，それを子宮腔

に移送させる．これらの現象を調節するものとして，

エストロゲンやプロゲステロンなどのステロイドホ

ルモンが知られている．ステロイドホルモンはレセ

プターを介してその作用が発現されるため，卵管に

おけるレセプターの検索はその機能を知る上，重要

なことと考えられる．

　今回，我々はヒト卵管におけるプロゲステロンレ

セプター（以下PRと略す）を免疫組織化学的に検

討したので報告する．

対象と方法

　対象としたのは，当科にて得られた正常卵管13例

とした．これらの症例はすべて閉経前であり，ホル

モン剤の投与を受けていなかった．得られた卵管は

すみやかに一80℃にて凍結保存した．クリオスタッ

トにて3μmの連続切片を3枚作成し，免疫染色用，

対照用，HE染色用とした。検体は4％ホルムァル

デヒドPBSで15分間固定後，－20℃メタノールお

よびアセトンにてさらに固定した．一次抗体として

抗PR抗体（ダイナボット社）を使用し，4℃で一

晩反応させ，二次抗体およびPAP　complexとの反

応は室温で30分間行った．標的細胞は400倍にて検

鏡し，F易性率が0～30％（一），30　一一　60％（十），60

％以上（＋＋）とした．さらに卵管を峡部，膨大部，

采部のそれぞれに分けて陽性率を検討した．また各

症例は，HE標本で内膜日付診を行い性周期を決定
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した．

結　　果

　卵管上皮細胞，上皮下間質細胞，平滑筋細胞にP

R陽性細胞を認めた．血管構成細胞，炎症細胞には

PR陽性細胞を認めなかった．写真1は卵管峡部に

おけるPRの免疫染色の結果を示しているが，陽性

細胞はすべて核に染色されているのが認められる．

峡部，膨大部，采部を比較してもPRの局在に関し

て差は認められず，陽性細胞はすべて核に染色され

た（写真2，3，4）．

　表1は卵管におけるPR陽性率の性周期における

変化を示している．増殖期は8例，分泌期は5例で

あった．卵管上皮細胞におけるPR陽性率は各部位

とも増殖期に高く，分泌期に低くなることが認めら

れた．各部位によって陽性率に差を認めなかった．

　上皮下間質細胞および平滑筋細胞におけるPR陽

性率は性周期による変化は認められず，常に高い陽

性率であった．各部位によって陽性率に差を認めな

かった．

、潔

∫震

写真1　ヒト卵管峡部におけるPRの免疫染色像（×200）

　　　卵管上皮細胞核，上皮下間質細胞核，平滑筋細

　　　胞核に染色されている．

写真2　ヒト卵管峡部におけるPRの免疫染色像（×100）

写真3　ヒト卵管膨大部におけるPRの免疫染色像（×

　　　100）

｝、　嶋熟攣．
写真4　ヒト卵管采部におけるPRの免疫染色像（x100）

考　　察

　PRは，従来より生化学的手法（DCC法，　SD

G法）にて測定されてきた．これらの方法は組織を

ホモジナイズして測定するため上皮，間質，血管，

血球などをまとめて一つの組織と見なし，その総量

として定量されてきた．そのためPRが組織内のど

の部に局在しているのかは不明であった．1980年代

に入り，Greeneら1）によってヒト乳癌細胞よりPR

に対するモノクロナール抗体が作製され，組織間の

分布が検討可能となった．子宮内膜組織におけるP

Rの免疫組織化学的検討に関する報告はすでに
Greeneら2，3）によってなされており，子宮内膜腺管上

皮細胞核，間質細胞核，平滑筋細胞核に局在してい

ること，さらに内膜腺管上皮ではPR陽性率が増殖

期に高く，分泌期に低下することをのべている．し

かしヒト卵管におけるPRの免疫組織化学的検討に

関する報告は認められない．今回の検討では，ヒト

卵管においてPRは卵管上皮細胞核，上皮下間質細

胞核，平滑筋細胞核のみに認められ，子宮内膜組織

と同様にPRは陽性細胞の核に限局することが示唆

された．ヒト卵管におけるエストロゲンレセプター
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表1　免疫組織化学の結果

No． 性周期 1 A F　　　　No． 性周期 1 A F
1 増殖期 升 粁 十十　　　　　1 増殖期 丹 什 粁
2 増殖期 粁 暮 十十　　　　　2 増殖期 粁 粁 十

3 増殖期 粁 丹 十十　　　　3 増殖期 升 丹 粁
4 増殖期 丹 朴 十十　　　　　4 増殖期 粁 什 卦
5 増殖期 十 十 十　　　　　5 増殖期 十 十 粁
6 増殖期 什 粁 十十　　　　6 増殖期 粧 粁 甘
7 増殖期 什 料 十十　　　　　7 増殖期 十 粁 粁
8 増殖期 十 十 十　　　　　8 増殖期 十十 十ト 粁
9 分泌期 一 十

一　　　　　9 分泌期 粁 粁 粁
10 分泌期 十 十 十　　　　　10 分泌期 十 粁 粁
11 分泌期 十 十 十　　　　　11 分泌期 料 粁 什
12 分泌期 十 十 十　　　　　12 分泌期 十 升 十

13 分泌期 一 一 一　　　　　13 分泌期 十 卦 十

卵管上皮におけるPR陽性率
（1：峡部A：膨大部F：采部）

（ER＞も細胞の核に限局することがすでに報告され

ており4），ステロイドホルモンレセプターは細胞核に

存在すると考えられる．

　ヒトの排卵，受精，着床という生殖現象において，

卵管内における一連の過程は血中，組織内のエスト

ロゲン，プロゲステロン濃度が影響する．一般的に

PR量は血中エストロゲン濃度と正の相関があるこ

とが報告されている7）．生化学的測定法によるヒト卵

管におけるPR量測定は従来より諸家によって報告

されており，サイトゾール内，核内のPR量はとも

に増殖期に高く，分泌期に低下することが知られて

いる．我々の免疫組織化学的検討によっても，増殖

期に陽性率は高く，分泌期に低いことが示唆され，

生化学的測定法と一致した．また部位別による差に

関して，Pollow6）やHelmら7）は，峡部，采部にくら

べ，膨大部においてPR量が高いと報告している．

しかしPinoら5）は部位によるPR量の差は認められ

ないと報告している．我々の検討では，陽性率に関

する限り，峡部，膨大部，采部の間に差は認め得な

かった．部位別のPR量に関する問題は今後の検討

が望まれる．またDevotoら8）は11人の不妊患者で

hydrosalpinxを伴っている卵管におけるPR量を検

討しているが，正常卵管にくらべPR量が低下して

いると報告しており，このため卵管機能が低下し子

宮内に妊娠しにくいと報告している．先に述べたと

おり，PR量は血中エストロゲン濃度と正の相関が

上皮下間質，平滑筋におけるPR陽性率
　　　　　　（1：峡部A：膨大部F：采部）

あるため，増殖期に高く，分泌期に低下することは

合理的な事実である．しかし今回の検討では上皮下

間質細胞や平滑筋細胞におけるPR陽性率は性周期

によって変化せず，これらの細胞は血中エストロゲ

ン以外の因子の影響を受けたり，またある程度の自

律性増殖の可能性が示唆された．また卵管上皮は解

剖学的に線毛細胞と分泌細胞に区別され，それぞれ

異なった役割をはたしており，PR量も異なること

が想定されるが，凍結切片のため2種類の細胞を明

確に区別できなかったが，線毛細胞と分泌細胞にお

けるPR量の違いは卵管の機能を理解するさい重要

であり，さらに精密な検討が望まれる．
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Immunohistochemical　analysis　of

progesterone　receptor（PR）in

　　　　　　human　fallopiall　tube

Atsushi　Ikegami　and　Junzo　Kato

Department　of　Obstetrics　and　Gyneco！ogy，

　　　　　　Yamanashi　Medical　College

　　　　　　　Yamanashi　409－38，　Japan

　　Three　segments（isthmus，　ampulla，　and　fimbria）

of　the　fallopian　tube　were　removed　from　the　surgi－

cal　specimens　of　13　premenopausal　women．　The

fallopian　tubes　of　all　of　these　cases　were　his・

tologically　normal．　Epithelial，　stromal，　and　smooth・

muscle　cell　nuclei　Qf　fallopian　tubes　had　nuclear

localization　of　PR．　The　intensity　of　staining　for　PR

was　strongest　in　epithelial　cells　of　fallopian　tubes

removed　during　the　proliferative　phase．　In　con・

strast，　stroma1，　smooth　muscle　cell　nuclei　were

strongly　immunostained　even　during　the　secretory

phase．　The　intensity　of　staining　for　PR　in　each

regions　showed　a　less　marked　variation　through　the

cycle、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1991年10月22日）
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　　Abstract：Serum　sex　hormone　binding　globulin（SHBG），　estradiol（E2），　total　testosterone（T），

free　T，　and　luteinizing　hormone（LH）concentrations，　and　free　T％were　measured　in　order　to

investigate　the　effects　of　sex　steroid　hormones　on　the　physiological　fluctuation　of　SHBG　in　6

normal　women（periovulatory　phase）and　in　38　pregnant　women　between　4　and　l　l　weeks　gestation．

　　There　were　minimal　variations　in　free　T　concentration　and　free　T％in　normal　women　around

LH　peak，　with　a　slight　increase　on　Day　O（LH　peak）and　Day十1，　but　not　significant．　SHBG　tended

to　be　high　en　Day－2　to　Day十1，　and　on　Day十3and　Day十4in　normal　women，　but　not　significant．

In　pregnant　women　SHBG　and　E2　were　signiflcantly　increased（p＜0．001）already　at　4　weeks

gestation　than　those　in　nonpregnant　women，　conversely　free　T％was　significantly　lower（p＜

0．001）．In　nonpregnant　women　there　were　significant　negative　correlations　between　SHBG　and

total　T（r＝－0．577，　p＜0．01），　and　free　T（r＝－0．643，　p＜0．01），　and　free　T％（r＝－0．521，　p＜0．01），

whereas　no　correlation　between　SHBG　and　E2．　In　pregnant　women　there　were　significant　negative

correlations　between　SHBG　and　free　T（r＝－0318，　p〈0。01），　and　free　T％（r＝－0．591，　P＜0．01）；

asignificant　positive　correlation　between　SHBG　and　E2（r＝0．703，　pく0．01），　whereas　no　correlation

between　SHBG　and　total　T．

　　In　summary，　these　data　1）demonstrate　that　preovulatory　E2　rise　does　not　influence　serum

SHBG　concentrations，2）suggest　that　the　duration　of　E2　elevation　as　well　as　the　extraordinarily

high　levels　of　E，　are　necessary　for　the　induction　of　hepatic　synthesis　of　SHBG，3）suggest　that　the

fluctuation　of　SHBG　is　influenced　predominantly　by　T　in　nenpregnant　women，　and　predominantly

by　E2　in　pregnant　women．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　FertiL　Steril．，37（3），491－496，1992）

Introduction

　　The　existence　of　human　sex　hormone　binding

globulin（SHBG）was　suggested　by　Daughadayユ）

and　was　first　clearly　demonstrated　by　Mercier　et

al。（1966）2）．　SHBG　is　aβ一globulin，　the　specific

plasma　binding　protein　for　testosterone　（T），

estradiol－17β　（E2），　5α一dihydrotestosterone

（DHT），　and　androstenediol3）．

SHBG　has　about　three　times　higher　affinity　for　T

than　it　has　for　E，．　Moreover，　DHT　binds　almost

three　times　as　well　as　T．　AndroStenediol　binds

with　only　4％　of　the　affinity　for　T．　E，，　the

biologically　active　estrogen，　binds　to　SHBG，

whereas　estrone　and　estriol　do　not　bind3）．

　　Several　hormones　affect　the　production　of

SHBG　in　liver．　The　administration　of　androgens，

progestin，　glucocorticoid，　and　growth　hormone

cause　a　reduction　in　SHBG　concentration，　where－

as　estrogens　and　thyroid　hormone　cause　a　rise　in
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SHBG　concentration．　The　changes　in　SHBG　con－

centrations　produce　a　much　greater　alternation　of

percentage　of　free　fraction　of　T　than　E23）．

　　It　is　known　that　amenorrhea，　oligomenorrhea，

luteal　insufficiency，　infertility，　and　hirsutism　are

frequently　associated　with　hyperandrogenis肌In

these　hyperandrogenic　women　the　percentage　and

concentration　of　free　T，　the　biologically　active

fraction　of　circulating　T，　are　significantly　higher

than　those　in　normal　women4）．　The　elevation　of

free　T　is　thought　to　be　due　to　a　reduction　in　serum

levels　of　SHBG．　It　is　important　to　investigate　the

fluctuation　of　SHBG　in　blood　in　women　for　the

purpose　of　elucidating　the　mechanism　of　ovulator－

ydysfunction．

　　Many　of　the　earlier　studies　on　SHBG　used

indirect　methods　to　give　a　binding　index　or　apPar－

ent　binding　capacity　by　using　tritiated　DHT　as　a

ligand．　These　methods　did　not　provide　direct

quantitative　data．　Recently，　SHBG　has　been　able

to　be　measured　directly　by　immunoradiometric

assay．　In　this　method　the　monoclonal　antibody

provides　high　specificity　for　SHBG．　In　the　present

study，　the　fluctuation　of　SHBG　was　investigated

with　the　method　of　immunoradiometric　assay　in

normal　women　around　LH　peak　and　in　pregnant

women．

Materials　and　Methods

　The　study　comprised　six　normally　menstruat－

ing　women，　aged　25　to　37　years　old，　and　38　preg－

nant　women，　aged　23　to　39　years　old，　between　4

and　ll　weeks　gestation，　who　had　a　normal　preg－

nancy．

　　In　six　normal　women　with　regular　menstrual

cycles　of　27　to　35　days　and　on　no　medication，

blood　samples　were　taken　daily　around　the　ovula－

tion，　In　38　pregnant　women，　gestational　age　was

determirled　from　the　last　menstrual　period　and

ultrasound　findings．　The　pregnant　group　did　not

contain　an　abortion．　Blood　samples　were　obtained

between　4　and　ll　weeks　gestation．　The　serum　was

separated　and　frozen　at　－30℃　until　assayed．

　　Total　T　and　E2　were　measured　by　radioim－

munoassay（RIA），　and　luteinizing　hormone（LH）

and　SHBG　were　measured　by　immunoradiometric

assay（IRMA）．　Total　T　and　E2　were　assayed　with

日不妊会誌　37巻3号

T－and　E2－1251－RIA　kits（CIS　Sorin　Biomedica，

France）．　LH　was　assayed　with　SPAC－S　LH　kit

（Daiichi　Radioisotope　Labs，　Japan）．　SHBG　was

assayed　with　IRMA」251－kit（Farmos　Diagnostica，

Finland）．　Percentage　of　free　T　was　measured　by

centrifugal　ultrafiltration　method　using　MPS－3

Micropartition　system　with　YMT　membrane
（Amicon　Corp．，　USA）as　previously　described4・5）．

Free　T　concentration　was　calculated　from　total　T

concentration　and　free　T％．

　　The　inter－－and　intra－assay　coefficients　of　varia－

tion　were　8．7％and　8．0％（total　T），9．1％and　8．2％

（E2），8．3％and　6．3％（LH），5．4％and　3．4％（SHBG），

and　6．2％and　5．3％（free　T％），　respectively．　All

results　were　analyzed　statistically　by　Student’s　t

test．　The　correlation　coefficient　was　calculated　by

linear　regression　analysis．　A　value　of　p＜0．05　was

considered　significant．

Results

　Serum　LH　surge　and　E2　peak　are　shown　in　Fig．

1．Day　O　represents　the　day　of　the　LH　peak．　The

LH　surge　ranged　between　22．7　and　53．O　mIU／ml．

The　mean±SD　of　LH　peak　was　32．4±12DmlU／

ml．　The　preovulatory　E2　peak　ranged　between

205．9and　353．Opg／ml（mean＝276．7pg／ml）．

　　Fig．2shows　the　fluctuations　of　total　T　and　free
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Fig．1Serum　estradiol　and　LH　concentrations　around

　　　　　LH　peak　in　six　normal　women、　Day　O　repre－

　　　　　sents　the　day　of　the　LH　peak．
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T・bl・I　C・mp・・i・・n・f　t・t・1　test・・t・・…（T），　f・ee・T，・・t・adi・l　and・ex　h・・m…bi・di・g　gl。b。li。（SHBG）b。tween

　　　　　　　nonpregnant　and　pregnant　women．

Total　T Free　T Free　T Estradiol SHBG

Nonpregnant　Women（n＝6）
　　　　　　　　　（Day－5）

　　　　　　　　Mean±SE

Pregnant　Women（n＝38＞
（from　4　to　llweeks　gestation）

　　　　　　　　Mean±SE

ng／mI

0．43±0．04

1．16±0．06a

％

1．66±0．07

0．85±0．04a

P9／ml

7．0±1．1

10．0±0．7

P9／mI

73．1±6．3

2460±245a

nmo1／1

60．1±11．2

171．5±ユ9．4b

　　　　　　　　a：p＜0．001，b：p〈0、05，　compared　with　the　mean　values　in　nonpregnant　women．

Table　2　Correlation　coefficients　between　sex　hormone　binding　globulin（SHBG）and　sex　hormones　in

　　　　　　　nonpregnant　and　pregnant　women，

Total　T Free　T％ Free　T E2 E2／T LH
　　　　　　SHBG

（nOnpregnant　wOmen）

　　　　　　SHBG

　（pregnant　women）

一
〇．577b

0，002

一
〇．521b

一
〇．591b

一
〇．643b

一 〇．318a

0．064

0．703b

0．366a

O．733b

0．143

　　　　　　　　a：p＜0．05，b：p〈0，01

Tconcentrations　and　free　T％from　Day－5　to

Day十40f　menstrual　cycle　around　LH　peak．

There　were　minimal　variations　in　the　serum　con－

centration　of　total　T　around　LH　peak，　with　a

slight　increase　prior　to　ovulation．　Serurn　free　T

concentration　and　free　T％tended　to　be　higher　on

Day　O　and　Day十1，　but　not　significant．

　　The　mean　SHBG　concentration　varied　between

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しHpeak
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Fig．2Total　testosterone（T），　free　T　concentrations，

　　　　　and　free　T％in　serum　around　LH　peak　in　six

　　　　　nOrmal　WOmen．

54・9　and　70．5　nmol／l　throughout　the　cycles，　as

shown　in　Fig．3．　No　significant　difference　in

SHBG　was　found　when　compared　between　each

day　of　the　cycle，　but　tended　to　be　high　on　Day－

2to　Day十1，　and　on　Day十3　and　Day十4．

　　Serum　concentrations　of　SHBG　and　E2，　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LH　peak
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Fig．3Serum　sex　hormone　binding　globulin（SHBG）

　　　　　concentratlons　around　LH　peak　in　six　normal

　　　　　women．

free　T％in　pregrlant　women　are　shown　in　Fig．4．

SHBG　and　E2　in　pregnant　women　were　signifi－

cantly　increased（pく0．001）already　at　four　weeks
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gestation　than　those　in　nonpregnant　women・

Those　values　were　gradually　increased　with　on－

going　gestation．　However，　free　T％in　pregnant

women　was　significantly　Iower（p＜α001）at　four

weeks　gestation　than　that　in　nonpregnant　women，

and　tended　to　be　gradually　decreased　with　on－

901ng　geStatlon・

　　Table　l　shows　the　mean　values±standard
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estradiol　concentrations　and　percentage　of　free

testosterone　in　serum　during　normal　early

pregnancy．　SHBG，　estradiol，　and　free　T％at　4

weeks　gestation　were　significantly　different

from　those　in　normal　women（Day－5），

errors　of　total　T，　free　T，　E2，　and　SHBG　concentra－

tions，　and　free　T％in　the　follicular　phase（Day－

5）of　nonpregnant　women　and　in　pregnant　women

between　4　and　ll　weeks　gestation，　Serum　total　T，

E2，　and　SHBG　concentratiorls　were　significantly

increased　in　pregnant　women　than　in　nonpregnant．

women．　However，　free　T％was　significantly

decreased　in　pregnant　women，　and　free　T　concen－

tration　tended　to　be　lower，　but　not　significant．

　　The　correlation　coefficients　between　SHBG

and　the　other　hormones　are　shown　in　Table　2．　In

nonpregnant　women　there　were　significant　nega・

tive　correlations　between　SHBG　and　total　T

（r＝－0．577，p＜0．01），　and　free　T（r＝－0．643，　p＜

0。01），and　free　T％（r＝－0．521，　p＜0．01）；asignifi－

cant　positive　correlation　between　SHBG　and　E2／

T（r＝0．366，p＜0．05），　However，　there　was　no　cor－

relation　between　SHBG　and　E2　and　LH．　In　preg－

nant　women　there　were　significant　negative　corre・

lations　between　SHBG　and　free　T（r＝－0．318，　p＜

0．05），and　free　T％（r＝－0．591，　p＜0．01）；signifi－

cant　positive　correlations　between　SHBG　and　E2

日不妊会誌37巻3号

（r＝0．703，p＜0．01），　and　E2／T（r＝0．733，　p＜0．01）．

However，　there　was　no　correlation　between

SHBG　and　total　T．

Discussion

　　There　was　no　consistent　pattern　of　total　T

concentration　around　LH　peak　in　contrast　to　E2

concentration　in　serum．　In　this　study　the　serum

concentration　of　total　T　fluctuated　within　a　nar－

row　range　during　the　menstrual　cycle，　whereas

total　T　tended　to　rise　slightly　on　Day　O，　Day十1

and　Day十2。　This　finding　is　similar　to　the　observa－

tion　of　several　investigatorsト9）．

　　Serum　free　T　concentration　and　free　T％tend－

ed　to　be　high　on　Day　O　and　Day十1，　but　statlst1－

cally　not　significant．　Stahl　et　aL8｝reported　that

free　T　concentration　around　ovulation　was　signif－

icantly　higher　than　that　of　the　end　and　beginning

of　the　menstrual　cycle．　However，　Motohashi　et

al．9）reported　that　free　T％and　concentratlon

were　unchanged　throughout　the　menstrual　cycle，

Thus，　despite　the　lack　of　a　consistent　pattern　of

free　T　during　the　menstrual　cycle，　free　T％and

concentration　seem　to　tend　to　be　high　around

ovulation．

　　Several　investigators　reported　consistently　that

binding　capacity　of　SHBG　remained　constant

’throughout　the　menstrual　cyclegNi2）．　In　this　study

utilizing　a　direct　assay，　SHBG　tended　to　be　high

on　Day－2，　Day－1，　Day　O，　Day十1，　Day十3　and

Day十4，　whereas　no　statistically　significant

change　of　SHBG　concentration　was　found　around

LH　peak　in　norma1　women．　This　finding　indicates

that　the　fluctuation　of　E2　prior　to　LH　surge　does

not　affect　SHBG　concentration．　The　preovulatory

slight　increase　of　free　T　may　account　for　the　lack

of　effect　on　SHBG　of　the　preovulatory　E2　rise．

Thus，　E，　fluctuations　within　the　physiological

range　during　menstrual　cycle　in　normal　women　do

not　influence　the　production　of　SHBG　in　liver．

　　In　order　to　gain　more　insight　into　the　influence

of　sex　steroids　on　SHBG，　we　chose　endo－

crinological　environment　in　early　pregnancy・E2

and　SHBG　in　pregnant　women　were　already　sig－

nificantly　increased　at　four　weeks　gestation　than

those　in　nonpregnant　women，　conversely　free　T％

in　pregnant　women　was　significantly　decreased．
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The　pattern　of　SHBG　rise　during　early　pregnancy

paralleled　that　of　E2　rise　as　shown　in　Fig．4．　A

more　than　two－fold　increase　in　the　mean　T　level

and　33－fold　increase　in　the　mean　E21evel　were

found　in　the　first－trimester　pregnant　women

compared　with　nonpregnant　women．　SHBG　rose

considerably　despite　the　increase　of　T，　indicating

that　E2　caused　predominantly　this　effect　on

SHBG　in　pregnant　women．　The　rise　in　SHBG

could　explain　the　decrease　in　free　T％in　preg－

nant　women　by　increasing　binding　capacity　for　T．

　　Serum　SHBG　concentration　did　not　even

change　when　a　pronounced　increase　in　E2　was

found　at　preovulatory　phase　in　normal　women．

However，　significant　increasing　concentrations　of

SHBG　were　found　already　at　four　weeks　gesta・

tion　in　pregnant　women．　The　evidence　implies

that　the　duration　of　E2　elevation　as　well　as　the

high　levels　of　E2　are　needful　for　the　induction　of

hepatic　synthesis　of　SHBG．　The　threshold　of　E2

concentrations　seems　to　be　over　500　to　800pg／ml，

and　the　duration　of　E2　elevation　seems　to　be　at

least　one　to　two　weeks．

　　In　nonpregnant　women　there　were　highly　signif－

icant　negative　correlations　between　SHBG　and

total　T，　and　free　T，　and　T％，　whereas　no　correla－

tion　between　SHBG　and　E2．　Conversely，　in　preg－

nant　women　there　was　a　highly　significant　posi－

tive　correlation　between　SHBG　and　E2，　whereas

no　correlation　between　SHBG　and　total　T．　These

findings　indicate　that　T　predominantly　influences

hepatic　synthesis　of　SHBG　in　nonpregnant

women，　whereas　E2　predominantly　influences　the

synthesis　of　SHBG　in　pregnant　women．

　　In　summary，　we　have　presented　information

concerning　the　physiological　fluctuation　of　SHBG

in　normal　nonpregnant　and　pregnant　women．

Preovulatory　E2　rise　does　not　influence　serum

SHBG　concentration．　The　duration　of　E2　eleva－

tion　as　well　as　the　extraordinarily　high　levels　of

E，are　necessary　for　the　induction　of　hepatic

synthesis　of　SHBG．　SHBG　is　influenced　predomi－

nantly　by　T　in　nonpregnant　women，　and　predomi－

nantly　by　E2　in　pregnant　women．
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性ホルモン結合グロブリン（SHBG）の

生理学的変動に及ぼす性ホルモンの影響

東京大学医学部分院産婦人科

竹内　亨　西井　修　岡村　隆

柳沼恣川名尚

　6例の正常婦人より排卵期前後に連日採血し，また

妊娠4週から11週までのiE常妊婦38例より採血した．
血清testosterone（T），　E，，　free　T％，　SHBG，　LHを測

定した．

　total　T，　free　T濃度およびfree　T％は，　Day　O（LH

surge）およびDay＋1で若干高値となったが，有意では

なかった．SHBGは，　Day－2からDay十1，　Day十3，

Day＋4で高値となったが，有意ではなかった．妊娠4

週におけるT，E、，　SHBGは正常婦人より有意に高値で

あり，free　T％は有意に低値であった．正常婦人の

SHBGは，　total　T，　free　T，　Free　T％と有意な負の相

関を示したが，E2とは相関がなかった．妊婦のSHBG
はE2と有意な正の相関を示したが，　total　Tとは相関

を示さなかった，

　結論として，1）排卵前のE2上昇は，肝臓でのSHBG

産生に影響を与えない．2）E、の上昇だけでなく，E、

上昇がある一定期間以上持続することがSHBGの上昇

には必要である．3）SHBGの変動は，非妊時にはT
の，妊娠時にはE2の影響を強く受ける．

　　　　　　　　　　　（受付：1991年11月28日）
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　Abstract：It　is　well　known　that　various　tissues　other　than　vascular　endothelial　cells　contain

endothelin－1（ET）．　The　presence　of　ET　was　investigated　in　superovulated　ovaries　from　rats

treated　with　PMS　and　hCG。　A　high　concentration　of　immunoreactive　ET（ir－ET）was　found　in　the

corpora　lutea（CL）．　On　RP－HPLC　coupled　with　EIA，　ir－ET　was　cxclusively　eluted　at　the　same

P。、iti。n　as　sy・th・ti・ET，　i・dicati・g　th・t・ir－ET・i・id・ntical　t・ET・These・b・e・vati・ns　sug9・・t　th・t

ET　is　a　new　intraovarian　peptide　which　may　have　a　physiological　function　in　the　CL

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　Steril．，37（3），497－500，1992）

Introduction

　　The　presence　of　ET　in　various　tissuesト4）has

been　reported，　suggesting　that　ET　is　not　restricted

to　the　endothelium，　in　which　ET　was　detected

first5）．　However，　few　reports　on　further　investiga－

tion　as　to　ovarian　ET　have　appeared。　Since　ET

can　evidently　be　produced　within　the　testis　as

well3），　it　appears　that　ET　can　be　assumed　to　exist

in　the　ovary，　another　gonad，　and　to　play　an　impor－

tant　role　in　the　ovary．　Recently，　ET　was　found　to

be　present　in　a　high　concentration　in　ovariesトlo｝・

In　this　paper，　it　is　shown　that　ET　is　present　ln　a

high　concentratlon　in　the　CL　from　PMS－hCG－

treated　rats．

Materials　and　Methods

、4．nimals　and　treatment

　　Immature　female　Wistar－lmamichi　rats　were

housed　in　an　environmentally　controlled　room

under　standardized　light　conditions　（lights　on

from　O8．00　to　20．00　h）、　The　rats　received　201U　of

PMS，　s．　c．，　on　day　270f　age　and，56　h　later，

followed　by　401U　of　hCG，　i．　p．，　to　induce　super－

ovulation．　After　autopsy　in　g　days　after　the　hCG

treatment，　the　ovaries　were　removed　quickly．　The

ovarian　wet　weight　was　determined　after　removal

of　the　oviduct　and　surrounding　tissues，　and　as－

sayed　for　ET．　Maternal　blood　was　also　collected

at　autopsy　in　tubes　containing　300　KIE／ml

aprotinin（Bayer，　Leverkusen，　West　Germany）

and　2mg／ml　ethylenediaminetetraacetic　acid

（EDTA），　followed　by　centrifugation　at　1，000×g

for　10　min　at　4℃，and　the　resultant　supernatants

were　assayed　for　ET．

Tisszae　and　Plasma　extraction　Procedure

Luteal　tissues　were　homogenized　with　a　Polytron

homogenizer　for　60　sec　at　4℃in　10　volumes　of　l

Macetic　acid　containing　10μg／ml　pepstatin（Pe－

ptide　Institute，　Osaka）and　then　immediately

boiled　for　10　min　to　inactivate　the　protease．　After

chilling，　the　homogenate　was　centrifuged　at　25，

000×gfor　30　min　at　4℃and　these　resultant

tissue　supernatants　and　plasma　supernatants　were

extracted　and　assayed　for　ET，　as　described

previously7・11）．

EIA　for　ET

　　The　synthetic　peptide　of　ET　was　obtained　from

the　Peptide　Institute（Osaka）．　The　ir－ET　was

specifically　quantified　by　means　of　a　sandwich－

enzyme　immunoassay（EIA）with　two　antibodies

that　recognize　the　N－and　C－terminal　portions　of
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ET　respectively，　as　described　previously　in

detail11・］2）．　The　assay　for　ir－ET　could　detect　as

little　as　200　fg／well　of　ET．　Figure　l　shows　the

standard　curve　for　ET．　The　intraassay（n＝10）

and　interassay（n＝5）variations　were　11％and

13％，respectively．
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Table　l　Concentrations　of　endothelin－1　in　rat

　　　　　　　corpora　Iutea　and　plasma．

　　Luteal　tissue

（P9／mg　wet　weight）

Plasma
（pM／1）

Endothelin・1 649，25±51．49 0．53±0．09

10

§

く　　0．1

0．01

0．002

o 10’16 1『15 10’14 10’13

Fig．1Standard　curve　for　endothelin－1　in　the　sand－

　　　　　wich－enzyme　immunoassay．

RP－HPLC
　　Each　tissue　or　plasma　extract　was　concentrated

with　a　Sep－pak　C18　cartridge　and　then　character－

ized　by　reverse　phase－high　performance　liquid

chromatography（RP－HPLC）on　a　TSK　ODS－

80TM　as　described　previously7川．

Adsorption　study

The　extracts　from　luteal　tissue　in　buffer　E（0．02　M

phosphate　buffer，　pH　7，　containing　10％Block

Ace，0．2％bovine　serum　albumin，α4　M　NaCl　and

2mM　EDTA）were　incubated　at　4℃for　30　min

with　25μg　of　immobilized　monoclonal　antibody

AwETN40（lgGl，　K）or　a　control　monoclonal

antibody　for　lgGl，　k，　subtype（2AAP68－37；1．5　mg

of　each　antibody　was　coupled　to　l　g　of　CNBr－

activated　Sepharose　4B）12｝．　After　the　mixtures

had　been　centrifuged　twice　at　1，500　X　g　for　10　min，

the　resultant　supernatants　were　subjected　to　the

EIA．　ir－ET　was　also　adsorbed　with　monoclonal

antibody　AwETN40（＜200　fM／1）almost　com・

pletely．　In　contrast，　the　control　subclass－matched

antibody　2AAP68－37　reduced　the　ir－ET　activity

by　only　23％or　less．　Thus　the　assay　was　specific

for　ET．

The　ET　levels　in　corpora　lutea　or　plasma　from

lmmature　rats　treated　with　PMS－hCG　were　assa－

yed，　as　described　in　the　text．　The　values　are　means

±SE　for　101uteal　samples　and　5　plasma　samples，

respectively．

Results

　　Table　l　shows　the　presence　of　ET　in　CL　and

plasma．　A　high　concentration　of　ET　was　found　in

luteal　tissue．　The　ET　in　Cl　was　further　character－

ized　by　RP－HPLC．　ir－ET　exclusively　emerged　at

the　same　elution　time　as　synthetic　ET（data　not

shown），　indicating　that　ir－ET　detected　by　the　EIA

was　specifically　identical　to　ET．　In　contrast，　the

plasma　ET　concentration　was　lower．

Discussion

　　It　is　well　known　that　ET　is　produced　in　both

vascular　and　non－vascular　tissuesi3－－20）．　The　pres－

ent　study　clearly　demonstrated　the　presence　of　ir

－ ET　in　the　CL　of　rats．　RP－HPLC　analysis　also

showed　that　ir－ET　detected　by　the　EIA　was　iden・

tical　to　synthetic　ET，　and，　furthermore，　a　mono－

clonal　antibody，　AwETN40　recognized　the　rigid

portion．　The　luteal　ET　concentration　was　higher

than　the　plasma　ET　even　if　all　ovarian　compo・

nents　were　blood（assuming　l　ml　plasma＝1g

tissue），　strongly　favoring　the　idea　of　local

intraovarian　ET　production，　although　the　cellular

storage　of　extraovarian　ET　in　luteal　tissue　cannot

be　completely　excluded．　On　the　other　hand，　only

an　active　storage　process，　as　far　as　we　know

never　previously　described，　would　explain　the

amount　of　ET　found　in　the　luteal　tissue，　taking

into　account　the　considerably　limited　amount　of

circulating　blood　which　would　remain　in　the　CL

ET　at　a　high　level　in　the　CL　in　this　study　may　also

be　partially　explained　by　the　abundance　of　ET

binding　sites　in　the　ovary，　as　in　the　lung2i）．

　　It　is　well　known　that　there　are　several　kinds　of

peptides　which　exist　in　the　ovary　and　regulate　its

function，　such　as　atrial　natriuretic　peptide22・23｝，
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　　　　　　　　　　　　　　，

about　the　physiological

endothelins，　the　abundance　of　ET　in　the　CL　found

in　the　present　study　suggests　that　ET　is　a　new

lntraovarlan　regulatory　peptide　which　might　reg．

ulate　corpus　luteum　function．

　　Further　investigation　is　still　needed　to　confirm

this．

insulin－Iike
angiotensin23・25）

growth　factor24），　renin－

etc．　Although　little　is　known

　　　　　　　significance　of　gonada1
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ラット黄体に於けるendothelin－1の存在

筑波大学臨床医学系産科婦人科

臼杵　葱

　卵胞にendothelin－1（ET）が存在し，卵胞のster－

oidogenesisやDNA合成に直接関わっていることが明
かとなっている．今回は、PMS－hCG処理ラット黄体

に於けるETの存在について検討した．

　27日齢のウィスター・今道系雌ラットにPMS　201U

を皮下投与後，56時間目にhCG　401Uを投与し，　hCG

投与後9日目の摘出卵巣中のETをEIA法で測定し
た。測定ETについては，　RP－HPLCおよび吸収試験

で確認を行った，黄体組織中ET濃度は649．25±51．49

pg／mg　wet　weight（mean±SEM）と高値を示し，

ETの黄体に於ける産生と黄体調節因子としての役割

が示唆された，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1991．年6月4日）
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　視床下部性排卵障害患者17例（PCO：8例，　non－PCO：9例）に対して，4種類のhMG製剤（①

ヒュメゴン⑪：14周期，②パーゴナル⑭：12周期，③フェルティノームーP⑪：15周期，④HMG「日

研」③：14周期）を用いて排卵誘発を行い，血中ホルモン動態および臨床効果を比較検討した．

1）hMG総投与量及び成熟卵胞数はパーゴナル投与周期で多くなった．

2）排卵直前の血中FSH／LH比はフェルティノームーPで最も高く，パーゴナルで最も低かった．

3）逆に同時期の血中hCG，　androstenedione（ASD）値は，いずれもパーゴナルで最も高値を示した．

また各製剤中に含有されるhCG量もパーゴナルで最も多かった．

4）妊娠率には各薬剤で差はみられなかったが，OHSS発生頻度はパーゴナルで多くなる傾向が得ら

れた．

以上より，一部のhMG製剤中に添加されているhCGは血中ASDの高値を招き，卵胞の発育に好ま

しくない影響を及ぼす可能性が示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，37（3），501－508，1992）

緒　　言

　hMG製剤は，現在排卵誘発に広く用いられている．

発売当初は製剤のFSH：LHの生物学的活性比を

1：1としたもののみであったが，最近IVF－ET（in

vitro　fertilization　and　embryo　transfer）に伴う卵

成熟の観点から，より良好な卵子を得るためにhMG

製剤に含まれるFSH：LHの生物学的活性比が問題

提起され1－－3），FSH活性の極めて高いpure　FSH製

剤による排卵誘発も行なわれるようになり，優れた
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治療成績が報告されている4－7）．

　一方，hMG製剤には，一部のpure　FSH製剤を除

いて，FSH：LHを1：1とする目的でhCGが添加
されている8）．hCGの生物学的活性はLHと同等であ

るが，半減期がLHに比べて約10倍も長いため，排

卵誘発時に大量のhMGを投与することにより生体内

に蓄積され，結果的にhCG高値の状態となり卵胞発

育に好ましくない影響を及ぽす可能性が考えられ

る8』1°）．このような状態はもともとLHの高い，いわ

ゆる内分泌学的PCO（polycystic　ovarian　disease）

症例11・12）に対してhMG製剤を用いる際に最も問題と

なるものと考えられる．

　本研究では，視床下部障害に基づく排卵障害患者

に，本邦で発売されている代表的な4種類のhMG（あ

るいはFSH）製剤を用いて排卵誘発を行ない，血中

各種ホルモン動態および臨床効果についてPCO　type

とnon－PCO　typeに分けて比較検討したので報告す

る，

研究対象および研究方法

　視床下部障害に基づく排卵障害患者17例を対象と

した．すべての症例において事前にLH－RH，　TRH

負荷テストを施行し，前値の血中LH＞FSHを示す

もの（高LH血症性排卵障害，内分泌学的PCO1’・’2），

以下PCO　typeと略す，8例），およびLH≦FSHを

示すもの（non－PCO　type，9例）の2群に分類し，

各種hMG（FSH）製剤を周期毎に交互に用い血中ホル

モン動態，臨床効果を比較検討した．なお，今回の

検討では，各種hMG（FSH）製剤の効果のみを厳密に

比較することを目的としたので，事前のホルモン検

査によりプロラクチン関連疾患（高プロラクチン血

症，潜在性高プロラクチン血症および乳漏症）を合

併していた症例はすべて除外した．また，同様の理

由により，hMG－hCG療法中はプロモクリプチンの

併用は行なわなかった．

　今回使用した薬剤は，①ヒュメゴン⑧：14周期，

②パーゴナル⑧：12周期，③フェルティノームーP⑭：

15周期，④HMG「日研」⑭：14周期の4種類で，

これらをそれぞれの症例に周期毎にat　randomに投

与した。投与開始は月経周期3～5日目からに統一

し，150単位／dayより漸増法により最高450単位／

dayまで投与した．なお，1種類のhMG（FSH）製剤

を投与する毎に，卵巣過剰刺激症候群（ovarian

hyperstimulation　syndrome，　OHSS）による様々な

影響を除外する目的で1周期の休薬期間を置くよう

配慮した．

　卵胞の発育は経膣超音波断層法（TVプローべ）に

日不妊会誌　37巻3号

より観察し，直径20mm以上の卵胞を成熟卵胞とし，

これが確認された段階でhCG（プレグニール⑭）を

10，000－－20，000単位投与し排卵を惹起した．そして，

hCG切り替え時の成熟卵胞個数を比較検討した．ま

た，hCG切り替えまでのhMG（FSH）総投与量，　OHSS

の発生頻度（超音波断層法でmultifollicular　pattern

を呈し，卵巣全体の直径が10cm以上となったものを

OHSSありとした）および妊娠率についてもそれぞ

れの薬剤毎に比較検討した．

　内分泌学的には，hCGへの切り替え直前（切り替

え当日もしくはその前日）に採血し，血中のFSH，　LH，

estradiol，　hCG，　androstenedione（ASD）f【肛を測定し

て比較した．各種ホルモンの測定はSRL社に依頼し，

FSH，　LHに関しては第一ラジオアイソトープ社製の

SPAC－S⑪キットを用いてIRMA法により，hCGに
関してはhCG－CTP⑪　（C－terminal　peptide）によ

るEIA法により，estradiol，　ASDに関してはRIA法

により施行された，この際のintraおよびinter　assay

varianceは，　FSH，　LHおよびhCGに関しては5％

未満，estradio1に関しては10％未満，　ASDに関し

ては15％未満といずれも満足すべき値であった．

　なお，本研究では今回使用した各種hMG（FSH）製

剤についてそれぞれ5アンプルずつを任意に抽出し，

各アンプル内に含有されるFSH，　LH，　hCGおよびシ

アル酸の量を測定し，いずれも75単位当りに含まれ

るこれらの物質の量について各製剤間で比較した．

この際のそれぞれのロット番号は，ヒュメゴン150単

位：910412－012，75単位：910322－022，パーゴナル

150単位：CO44，75単位：CO25，フェルティノー

ムーP75単位：07304021，　HMG「日研」150単位：

12111，75単位：1470Zであった．シアル酸の測定

はシアリレート20⑪を用い酵素法により行なわれた．

　推計学的検討は，studentのt検定およびx2検定に

より，Pく0．05以下を有意差ありとした．

研究成績

1．hMG総投与量の比較
　まず，全症例においてhMGの総投与量を比較した

ところ，表1のようにいずれも平均2，000単位前後

で有意差はなかった．しかしながら，PCO　typeで比

較すると，表2のようにパーゴナル投与群で有意に

表1　hMG総投与量の比較（全症例）（M±S．D．）

ヒュメゴン

パーゴナル

フェルティノームーP

HMG「日研」

1990．4±304．5iu

2120．5±462．4iu

1892．5±296．2iu

1974．3±407．5iu
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表2　hMG総投’ノ・量の比較（PCO　type）（M±S．D．）

合阪　他

1852．6±363．5iur

　　　　　　　　j

23°°’7±257’9’ 　i”　］・　・1

1784．3±342．liu　　　　　＊

1842．6±299．6m」
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パーゴナル
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HMG「日研」

　　＊　P〈O．05［

　＊＊　P〈0．02
o

Humegon　　　　Pergonal　　　Fertinomm・P　　HMG－Nikken

多くなることが明らかとなった．すなわち，LHの高

いPCO　typeの排卵誘発の際には，十分な卵胞発育

が得られるまでのhMGの投与量はパーナゴルで増加

することが判明した．

2．成熟卵胞数の比較

　TVプローべにより観察し得た成熟卵胞（最大直

径≧20mm）の個数を全症例において各群で比較した

が，図1に示すようにいずれも有意の差は認められ

なかった（ヒュメゴン：5．3±1．3，パーゴナル：5．7±

図2　成熟卵胞数の比較（PCO　typeのみ）

　　　（hCG切り替え時）

表3　0HSSの発生頻度
　　　（OHSS発生周期数／投与周期数）

馨

碧

［

8
B
彗

z

10

Total PCO　type

ヒュメゴン

パーゴナル

フェルティノームーP

HMG「日研」

　7／14

（50．0％）

　7／12

（58．30／o）

8／15

（53．3％）

8／14

（57．1％）

　4／8

（50．0％）

　4／6

（66．7％）

　3／8

（37．5％）

　3／6

（50．0％）

0
HuTnegon　　　Pergonal　　Fertinorrn－P　　HMG－Nikken

図1　成熟卵胞数の比較（全症例）

　　　（hCG切り替え時）

1．2，フェルティノームーP：5．0±1．0，HMG「日研」：

4．9±1．2）。しかし，PCO　typeのみで比較したとこ

ろ，ヒュメゴン：5．2±1．0，パーゴナル：6．0±1．2，

フェルティノームーP：4．1±1．5，HMG「日研」：

4．6＋1．4と，パーゴナル，フェルティノームーP間で

有意差が認められた（図2）．

3．OHSS発生頻度

　全症例，PCO　typeに分けてOHSSの発生頻度を

比較したが，表3に示したように推計学的な有意差

は認められなかった．しかしながら，PCO　typeでは

フェルティノームーP投与群でOHSSの発生頻度が低

下する傾向がみられた．また，パーゴナル投与群に

おいてOHSS発生頻度が増加する傾向が得られたが，

これは成熟卵胞を得るためにhMG総投与量が噌加す

ること，その結果，成熟卵胞個数が増加することに

密接に関係していると思われた．

4．各製剤に含まれるgonadotropinおよびシアル酸

の量

　表4に今回使用した4種類の製剤の組成を示す．

いずれも各製剤75単位あたりの値に換算したもので

ある．通常のhMG製剤（ヒュメゴン，パーゴナル）

は，FSH，　LHの生物学的活性がそれぞれ75単位ず

つに調整されている．しかし，実際にhMG中に含有

するLHの量はいずれもかなり少なく，その分をhCG

添加により補っているものと考えられた．なお，ヒ

ュメゴンの150単位の製剤は1991年2月よりhCGの

添加をやめ，なおかつLH含有量を低下させるよう

に調整されており，FSH：LHの生物学的活性比は約

3：1となっている13）．フェルティノームーP，HMG

「日研」に関しては，pure　FSH製剤となっているの

で，LH活性は通常のhMG製剤より低く，hCG活性

も表4のように著明に低下していた．この傾向はと

くにフェルティノームーPで顕著であった．シアル酸
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はヒュメゴン，パーゴナルにのみ認められ，フェル

ティノームーP，HMG「日研」には検出されなかっ
た．

5．排卵直前における血中各種ホルモン動態

　排卵直前（hCG切り替え当日もしくはその前日）

において，当Hの注射を行う前に採血し血中各種ホ

ルモン値を比較した。

　まず血中FSH，　LHについて，全症例，　PCO　type

で比較したところ，図3，4に示すようにどの薬剤

20

10

　O
　　　Humegon　　　　Pergonal　　　　Fertinorrn－P　　　HMG－Nildken

　　　　　　　　　　　　［：：1・FSH　［：コ・田

図3　排卵直前における血中FSH，　LH値の比較（全症

　　　例）

U／m且

日不妊会誌37巻3号

　　　Humegon　　　　Pergonal　　　Fertinomm－P　　　HMG－Nikl“en

　　　　　　　　　　　　口・FSH　［＝ユ田

図4　排卵直前における血pli　FSH，　LH値の比較（PCO

　　　type＞

位であることが好ましいとされているので，特にPCO

typeではFSH製剤の方がパーゴナルに比べて有利で

あると考えられた．

　血中estradiol値は，表6に示すように，全症例，

PCO　typeとも各製剤により有意の差は認められなか

ったが，血中ASD値は表7のように全症例，　PCO

typeともパーゴナル投与群で有意に高値をとること

が明らかとなった．血中hCG値も表8に示すように

表4　各種hMG製剤の組成（各製剤75単位あたり）

FSH〔IU） LII（U） hCG（IU） Sialic　Acid（μ9）

Humegon

Pergonal

Fertinorm．P

Nikken－HMG

75

150

75

150

75

75

150

29．6±0。80

31．6：ヒ2．33

27，6±0．80

30．0±1．26

19．8士1．72

20．4±1．36

21。8：ヒ0．40

1．22：ヒ0．12

0．056±0．0045

0．754±ObO78

0．942±0．059

1．42±0．13（×10－3）

0．360±0．011

0、226±0．038

11．4±O．49

3．52±0．27

14．0±0．63

19．4±O．49

7．66±1．37（xlo3）

0．252±0．013

0．254±0．0049

56±4．9

116±4．9

112±4．0

70±O

　N．D，

　ND．

　ND．

N．D．：not　detectable

表5　排卵直前における血中FSH／LH比の比較

Total PCO

Humegon
Pergonal

Fertinorm－P

Nikken－HMG

1．79±0．42

1：蹉1：llコP＜…2

1．94±0．67

1．56±〔〕．51

1：18工1：llコP〈。・・5

1．78±0．62

を使用した1際も有意の差は認められなかった．PCO

typeにおいてもhMG（FSH）製剤投与・前はLH＞FSH

であったが，薬剤の投与により図4に示すように

FSH＞LHとなった．そこで，　FSH／LH比をとって

比較したところ，表5に示すように，全症例，PCO

typeのいずれもパーゴナルで有意に低く，フェルテ

ィノームで有意に高かった．卵胞の発育にはFSH優

表6　排卵直前における血中estradiol　f直の比較（pg／ml）

Total PCO　type

ヒュメゴン

パーゴナル

フェルティノームーP

HMG「日研」

1856±342

2242：ヒ326

1830±351

2010±334

1792±376

1989±392

1846±347

2006±354
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表7　排卵直前における血中ASD値の比較（ng／ml）

Tota1 PCO　type

ヒュメゴン

パーゴナル

フェルティノーム・P

HMG「日研」

1．0±0．4－1

　　　　さ
2隠1±1° 賑＊↓
1：硅1：1」」

1．1±0．5「

　　　　＊＊
　　　　」
2．2±0．8

　　　　「
　　　＊＊＊＊
1．2±0．7　－i

1．1±O．8

［＊1糠 P〈0．05
P〈0．025
P＜0．02
P＜0．005

表8　排卵直前における血中hCG値の比較（mIU／ml）

Total PCO　type

ヒュメゴン

パーゴナル

フェルティノームーP

HMG「日研」

2．0±0．9「

＊＊＊
　　　　」
3．5±1．4

　　　　「
　　　　＊
0．6±0．2」

1．0±0．6

「
＊＊

一

　　「1．8±1．0「

　　　　　　＊」＊

、：ユ；1；；尋

［＊ll

ASDと同様にパーゴナル投与群で高値となったこと

から，パーゴナル投与群でみられた血中ASD値の上

昇は，添加されているhCGの体内における蓄積によ

り血中hCG値が上昇したことによるものと考えられ

た．

6．妊娠率の検討

　本研究期間中にフェルティノームーPで2例，他の

ヒュメゴン，パーゴナル，HMG「日研」でそれぞれ

1例ずつの計5例に妊娠が成立した．このうち，HMG

「日研」により妊娠した1例のみが初期流産となった

が，他の4例はいずれも単胎で妊娠継続中である．

排卵障害の型でみると，PCO　typeで3例（このうち

1例が流産），non－PCO　typeで2例であった．症例

数が少なかったこともあり，今回の検討では妊娠率

にこれらの薬剤間で有意差は認められなかった．

考　　察

　排卵障害の治療薬としてhMG製剤は今日幅広く

用いられている．発売当初は製剤の量に限りがあっ

たこともあり，下垂体機能不全に限定して使用され

ていたが，現在では比較的軽症の排卵障害患者や，

男女ともに明らかな不妊因子を特定できない，いわ

ゆる機能性不妊婦人に対しても過排卵を惹起して着

P〈0．05
P〈0．025
P＜0．005

床率を向上させるといった目的で使用され，良好な

成績が報告されている8・12・14）．近年に至るまでいずれ

の製剤もその組成は生物学的活性でFSH：LH≒1：

1となるよう調整されていたが，IVF－ETの普二及に

より，卵の成熟，質という観点から，卵胞期（とく

にその初期）にはFSH優位の方が好ましいとする報

告がなされ1～3・15）さらに血中のgonadotropin動態が

monoclonal抗体を用いた鋭敏なassay系を用いるこ

とにより明らかになるにつれて16｝，正常性周期におい

ても，排卵期以外は常にFSH優位となっていること

から，hMG製剤においてもFSH活性を高めた（LH

活性を低下させた）製剤が開発され，臨床に応用さ

れるようになった4～7｝．

　そこで今回我々は，各種市販されているhMG製剤

を同一症例に用いることにより臨床効果にどのよう

な差が生じるか，血中ホルモン動態はどのように変

化するかを検討してみた．

　対象の選択に際しては，FSH活性の高いフェル

ティノームーPなどがPCOに有効との報告がみられ

るのでq～7），視床下部障害による排卵患者をPCO　type，

non－PCO　typeの2群に分け，それぞれの薬剤の効

果を比較するという方法によった．本邦婦人のPC

Oの診断基準としては，未だ決定的なものはないが，
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この疾患が多岐にわたるホルモン異常を示すこと，

初期から末期まで症状の進行によりホルモン動態が

変化すること，さらに日本人の場合は典型的なStein

－ Leventha1症候群を呈するものはむしろ希で，高L

H血症のみを示す，いわゆる内分泌学的PCO症例
が多いことから11・12・lz18），新キット（SPAC－Sキット）

で測定した排卵期以外の時期における血中LH＞

FSHを示すものをPCO　type，　LH≦FSHのものを

non－PCO　typeと分類した．なお，今回の研究では

薬剤の効果を検討し，それぞれの薬剤の使い分けを

明らかにする目的もあったため，下垂体機能不全は

対象に含めなかった．

　まず，成熟卵胞が確認されるまでのhMG（FSH）総

投与量について検討したところ，PCO　typeではパー

ゴナル投与群で有意に増加していた．実際にTVプ

ローべにて連日観察していると，パーゴナル投与の

場合は多数の卵胞が同時に発育してくる傾向がみら

れた．このことは，成熟卵胞個数，OHSS発生率が

いずれもバーゴナル投与群に多くみられたことから

も裏付けられた．

　血巾ホルモン動態では，血中のFSH，　LH　f直には

全症例，PCO　typeとも各種薬剤投’）”による差は認め

られなかったが，FSH／LHの比でみるとフェルティ

ノームーP投与群で高く，パーゴナル投与群で低くな

るという成績が得られた．前述のように，卵胞の発

育にはFSH優位の方が好ましいとされているので，

とくにPCO　typeではFSH活性の高い（LH活性
の低い）製剤の方が好ましいものと考えられた．ま

た，血中hCG値の検討でも，パーゴナル投与群で有

意に高値を示したが，これは製剤中に含有されるhCG

成分（LH活性を補うために添加されている）によ

るものと考えられた．さらに，高hCG血症に基づく

と思われる血中ASD値の上昇もパーゴナル投与群

に認められた．本邦のPCO婦人では，高LH血症

の他に，これによると考えられる高ASD血症が挙
げられている11・17・ls）．今回の検討では，　hMG製剤の

投与により多数の卵胞が発育したため血中の

estradiol値が著明に高値を示したので，高ASD血

症に伴う好ましくない症状（ASDはestrone，　testos－

teroneの前駆物質であるためこれらのヒ昇を伴い，

子宮内膜の萎縮，男性化などが生じる1°））は認められ

なかったが，hCG高値に伴い，卵胞の内英膜細胞の

hyperstimulationを生じ，hyperthecosisを促進する

可能性も考えられるので19），PCO症例に対しては

hCGを添加したhMG製剤は使用すべきではないと

考えられる．hCGは，その生物学的活性はLHと同

等であるが，半減期は大幅に異なっている．LHで

は，first　component：20分，　sec（，nd　component：

3時間であるのに対し，hCGでは，　first　component：

6～8時間，second　component：24　一一　36時間と報

告されており，hCGの方が約10倍長い9・10）．　hMG製

剤により排卵誘発を漸噌法により施行すると排卵直

前には300～450iu／dayの投与を行なうことになるが，

このような場合には半減期の長いhCGのみが体内に

蓄積することになる．パーゴナル投与の際にみられ

た血中hCG値のL昇は以上のような機序によるもの

と思われた．

　一方，今回使用した各種薬剤の分析では，それぞ

れの薬剤に特徴的なパターンが得られた．まず，ヒ

ュメゴンであるが，前述のように75単位製剤と150

単位製剤とでは内容は全く異なっており，75単位は

従来のhMG製剤，150単位はLH活性を低下させ
hCGの添加もひかえたsemi－pure　FSH製剤とでも

いうべきものであると考えられた．このことから，

血中ホルモン動態の検討でパーゴナルと異なり，ど

ちらかというとFSH製剤に近い反応を示したもの

と考えられた．パーゴナルは以前我々が同様の検討

をした際の分析8｝とほぼ同じであったが，シアル酸の

含有量がヒュメゴンと同等程度に増加していた．生

体内に投与されたgonadotropinは，肝や腎において

代謝され不活性化されるが，それにはgonadotropin

に含まれるシアル酸が大きく関与するとされている．

脱シアル化によりgonadotoropinの半減期は急速に

短くなるが，これは脱シアル化されることにより肝

での分解が促進されるためであると考えられてい

る2°・21）．以前（1991年）我々が報告した際には8〕，シ

アル酸はヒュメゴンにのみ検出され，パーゴナルで

は検出されなかったが，今回の分析ではヒュメゴン

とほぼ同等に検出された．これは，製薬メーカーが

種々の報告に敏感に反応し，製造過程を一部改良し

たことによるものと思われた．ヒュメゴンの150単

位にみられたsemi－pure　FSH化も同様の理由による

ものと考えられる．フェルティノームに関しても，

フェルティノームーPとなってから一段とpure　FSH

化が進んでいた．

　今回の成分分析でもうひとつ気になった点は，pure

FSH製剤（フェルティノームーP，　HMG「日研」）に

おけるFSH活性（免疫活性）の低さである．　hMG

（FSH）製剤のホルモン活性は生物学的活性により検定

されることになっており2D，我々臨床家はその検定に

基づいたdataを信用して臨床に用いる訳であるが，

いくら免疫活性と差があるとはいえ，hMG製剤（ヒ

ュメゴン，パーゴナル）のそれと比べておよそ2／

3しか含有されていないのは気がかりである．今回
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の我々の検討では臨床的，内分泌学的に問題となる

点はなかったが，多施設で行われたIVF／GIFTにお

けるFSH研究会の報告によると，同等量のhMG製

剤に比べてFSH製剤では採卵直前の血中FSH値
が低値を示すとされている22）．いずれにしても，

monoclonal抗体を用いた鋭敏な測定系が確立してい

る現在では，薬剤の検定にも一段と進んだ方法が導

入された方が望ましいものと思われた．

　本研究の結果，PCOtypeの排卵誘発にはFSH製

剤が有利であることが判明したが，hCGを添加して

いないヒュメゴンもほぼ同等の効果があることが明

らかとなった．Recombinant　FSHを用いたin　vitro

の実験によると，少量のLHが存在しなければ穎粒

膜細胞かちのestradiol分泌は起こらないとされてい

ることから23｝，ある程度のLH活性を残したヒュメゴ

ンは，PCOのみならず下垂体機能不全などにも有

効であると思われ，臨床的に幅広く応用可能な薬剤

であると考えられた．

　本論文の要旨は第36回日本不妊学会総会（1991年

11月，名古屋）において発表した．各種ホルモンの

測定にご協力頂いたSRL社に深謝する．
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dynamics　of　semm　gonadotropin　and
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clinical　effects　when　using　various

types　of　hMG（FSH）preparations

　　　　Kohzo　Aisaka，　Hiroo　Tsuzuki，

　　　　Sachie　Kaneda，　Yohko　Toriya，

　　　Michio　Nojima，　Kentaro　Kokuho，
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Hiroyuki　Mori
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　Various　kinds　of　hMG　or　ur｛nary　FSH　prepara－

tions　have　been　apPlied　for　the　induction　of　ovula－

tions　in　recent　years．　Present　study　was　pe㎡ormed

to　elucidate　the　dynamics　of　serum　gonadotropin

and　sex　steroid　hormone　levels　and　the　clinical

effects　when　using　various　types　of　hMG（FSH）

preparations　for　the　treatment　of　the　ovulatory

disturbances．17　cases　of　the　hypothalamic　anovula一

tions　were　selected　by　Gn－RH，　TRH　loading　test．

They　were　divided　into　two　groups　according　to

their　serum　FSH／LH　ratios　as　follows；PCO　type

（FSH〈LH，8cases），　and　non－PCO　type（FSH≧LH，

9cases），　Then，　Humegon（lower　hCG　containing

hMG，　FSH：LH＝3：1，14　cycles），　Pergonal（higher

hCG　containing，　FSH：LH＝1：1，．12　cycles），　Fer－

tinorm－P（highly　purified　urinary　FSH，15　cycles）

and　HMG　Nikken（urinary　FSH，　FSH：LH＝200：1，

14cycles）were　administered　for　the　induction　of

ovulations　by　turns．　And　the　total　doses　of　hMG

（FSH），　the　numbers　of　the　matured　follicles，　the

incidences　of　OHSS（ovarian　hyperstimulation　syn－

drome），　the　pregnancy　rate　and　serum　levels　of

FSH，　LH，　hCG，　estradiol　and　androstenedione

（ASD）in　the　pre－ovulatory　periods　were　compared

among　them．　The　total　doses　of　hMG（FSH），　in－

creased　significantly　in　the　Pergonal　group　compar・

ed　to　those　of　the　other　three　groups（P〈O．02－O．05）．

The　numbers　of　the　matured　follicles　also　increased

significantly　in　the　Pergonal　group　of　the　PCO　type

（p〈0．05）．The　incidences　of　the　OHSS　inclined　to

increase　in　the　Pergonal　group　of　the　PCO　types．

The　pregnancy　rate　amorlg　these　groups　were
almest　the　same．　There　were　no　significant　changes

in　serum　levels　of　FSH　and　LH，　however，　the　FSH／

LH　ratio　in　the　Fertinorm－P　group　of　the　PCO

types　was　significantly　higher　than　that　of　the

Pergonal　group（p〈0．02）．　There　were　almost　the

same　values　in　serum　estradilol　levels　among　these

groups．　However，　serum　ASD　levels　in　the　Pergonal

group（both　in　the　total　and　the　PCO　cases）showed

significant　increase　compared　to　those　of　the　other

three　groups（p＜0．05－0．005）．　Serum　levels　of　hCG

also　increased　significantly　in　the　Pergonal　group

（p＜0．05－O．005）．From　these　results，　it　was　concluded

that　the　hCG　component　which　was　included　in　the

hMG　preparations　might　have　an　undesirable　effect

on　the　occurrence　of　the　OHSS　threugh　the　harmfuI

　alteration　of　the　steroidogenesis　in　the　ovaries・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付二1992年2月26日特掲）
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多嚢胞性卵巣症候群の超音波診断に関する研究一超音波学的形

態所見と病理組織所見およびホルモン動態との関連性について一

Studies　on　Ultrasonographic　Diagnosis　for　Polycystic　Ovary　Syndrome

　　　　　　－Correlation　between　Ultrasonographic　Image　and

　　　　　　　　　　Histological　and　Endocrine　Changes一

島根医科大学医学部産科婦人科学教室く主任　北尾　学教授）

　　　　　　　　江　田　芳　美

　　　　　　　　　Yoshimi　EDA

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Shimane　Medical

University，　Shimane　693，　Japan（Director：Prof．　Manabu　Kitao）

多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）における経膣超音波診断の有用性を検討するために，卵巣の形態をgeneral

cystic　pattern（GCP）とperipheral　cystic　pattern（PCP）とに分類し，超音波像と病理組織像とを比較

研究した．

　GCPの超音波像と病理組織像との一致率は87．5％（7／8）でPCPは100％（12／12）であ

った．組織学的GCPはEI／E2比とASDが高値で，LH／FSH比は組織学的PCPが高値であった．

さらにmicrocystの数とホルモン値との間の相関関係を検討すると，microcystの数とASDとの間お

よびASDとLH／FSH比との問に有意な正の相関関係が認められた．

　以上より超音波学的GCPおよびPCPは病理組織学的な相違を反映しており，　GCPは卵巣性ス

テロイドホルモン異常を，PCPはゴナドトロピン異常を主体とする異常で，さらにmicrocystの数

と卵巣性アンドロゲン，ゴナドトロピンは相互に関連していると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Fertil．　Steril．，37（3），509　514，1992）

緒　　言

　多嚢胞性卵巣症候群（polycystic　ovary　syn．

drome，　PCOS）は1935年にStein　and　Leventhal1）

が両側卵巣の多嚢胞性腫大に1）月経異常，2）不

妊，3）男性型多毛，4）肥満を伴う7症例を報告

して以来，注目されてきた疾患である．しかし，そ

の病因論，ホルモン動態，肥満や代謝異常との関連

性，治療法などに関しては数多くの報告があり，PCOS

の診断，治療法は画一されていないのが現状である．

　PCOSは臨床的にもホルモン学的にも多彩な様相

を呈するが，診療上患者が不妊，月経異常を訴えて

きた場合，早期に確実な診断をし，治療を行うこと

が必要である．そのためには，まず簡便な方法で診

断できることが望ましい．多嚢胞卵巣（polycystic

ovary，　PCO）の形態学的診断には腹腔鏡2），経腹超

音波断層法3・4｝が従来から使用されているが，超音波

装置の開発には目覚ましいものがあり，その解像能

の向上とともに近年は経膣超音波断層法の導入によ

り，卵巣についてさらに詳細な観察が可能となって
きた5・6）．

　本研究では，西垣7）が報告したPCOの超音波像で

あるgeneral　cystic　pattern（GCP）とperipheral

cystic　pattern（PCP）について組織学的に相違があっ

たかどうかを検証し，組織学的GCPとPCPに西
垣7）が報告したようなホルモン動態の相違があるかど

うか，さらにmicrocystの数と各種ホルモン値との

間の相関関係をみることによりPCOSの形態異常と
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ホルモン異常との関連性について検討したので報告

する．

研究対象および方法

　島根医科大学医学部産科婦人科不妊・内分泌外来

を不妊，月経異常を主訴として受診し，経膣超音波

検査で両側卵巣にそれぞれ10個以上の直径2～15mm

のmicrocystが認められた52例のPCOSを対象とし

た．PCOSは西垣7）の提唱した2種類の超音波像，す

なわち卵巣全体にmicrocystが認められるGCP（図

1）と卵巣辺縁にのみmicrocystが認められるPC

P（図2）に分類した．経膣超音波と同時に男性型

多毛8）の有無の確認，body　mass　index（BMI）の算出，

ホルモン測定を施行した．

　まず20名に対して卵巣模状切除術を施行し，組織

学的に検討した．組織学的GCPとは卵巣被膜から

髄質に向かって2－3層とmicrocystが存在するも

の（図3）とし，組織学的PCPとは卵巣被膜下に

のみにmicrocystが存在するもの（図4）とした．

続いて組織学的に分類したGCPとPCPについて，

PCOSの病理組織所見の出現頻度，多毛の頻度，　B

MI，各種ホルモン値を比較検討した．

　次に32名に対してmicrocystの数，　B　M　I，各種

ホルモン値の間における相関関係を検討した．

　使用した超音波断層装置はSonovista　SL
MODEL　MEU－1577とAloka　SSD－SOOである．　B

MIは体重（kg）／｛身長（m）｝2で算出した。ホル

モン検査は，luteinizing　hormone（LH），　follicle

stimulating　hormone　（FSH），　estrone　（El），

estradiol－17β　（E2），　testosterone　（T），　andros－

tenedione（ASD），　dehydroepiandrosterone－sulfate

（DHEA－S）を測定した．使用した測定キットはLHが

スパックーS　LHキット（第一ラジオアイソトープ

研究所），FSHはスパックーS　FSHキット（第

一 ラジオアイソトープ研究所），E1はEstrone　test　kit

図1　GCPの経膣超音波断層図
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串

護

図2　PCPの経膣超音波断層図

デ　・懸

＼

図3　GCPの組織のルーペ像

＼＼　　t

／

　　　　　図4　PCPの組織のルーペ像

（Wien　Laboratories，　Inc．　USA），　E　2はDPC・エ

ストラジオールキット（日本DPCコーポレーショ

ン），Tはテストステロン・栄研キット（栄研化学），

ASDはAndrostenedione　test　set（バクスター社），

DHEA－SはDHEA－sulfate　test　set（ノs’クスター社）

である．

　統計学的な検討はStudent’s　t－testおよびx2－test

を用いて行なった．

研究結果

1）PCOSの超音波像と病理組織像との比較
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表1　超音波検査と組織検査の結果

江田

qSD
（r旧！ml＞

3．臼

GCP
組織検査

PCP

GCP
PCP

7

0

1

12

2．日
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超音波検査

表2　PCOSの病理組織所見の出現頻度

1．臼

閉鎖卵胞　英膜細胞の黄体化　臼膜肥厚
　（％）　　　　　（％）　　　　　（％）

：’
●

國，B8x一巳，56

臼＝32

Pく巴．231

85．7

46．2

　　3　　　　　　　　　2Z　　　　　　　　　3a　　　　　　　　　49

　　　　　　　　　　　　こじぽぶのタ

図5　microcystの数とASDとの関係
，魁。，）

　3．9

50

GCP
PCP

100

100

85．7

84．6

表3　GCPとPCPの臨床症状

BMI
（kg／m2）

多一毛の割合

　（％）
2．臼

GCP
PCP

21．1±2．3

21．0±1．9

57，1

30．8

　　　　　　　　　　　　　　　　　（mean土SD．）

　卵巣喫状切除術を施行した20名のうち超音波学的

GCPは8名（40．0％）で超音波学的PCPは12名

（60．0％）であった．超音波学的GCP8名のうち組

織学的にもGCPを示したのは7名で正診率は87．5

％であった．超音波学的PCP12名のうち組織学的

にもPCPを示したのは12名で正診率は100％であ

ったく表1）．

2）PCOSの病理組織所見，臨床症状および各種ホ

ルモン値

　PCOSの病理組織所見である閉鎖卵胞の出現頻度

は組織学的GCP，　PCPともに100％であり，両

者間に差は認められなかった．同様に，英膜細胞の

黄体化の出現頻度にも有意差は認められなかった．

しかし，白膜肥厚の出現頻度は統計学的有意差はな

いものの，組織学的GCPで85，7％と組織学的PC

Pの46．2％に比して高い傾向が認められた（表2）．

またBMIには差はなく，多毛の頻度は組織学的G

CPで57．1％と組織学的PCPの30．8％に比して，

やや高い傾向が認められたが，統計学的な有意差は

認められなかった（表3）．各種ホルモン値の比較で

は組織学的GCPでE1／E2比とASDが組織学的
PCPに比し有意に高く，逆にLH／FSH比は組織学

1．臼

　　臼　　　　　　　　　　　　　　　　　1．臼　　　　　　　　　　　　　　　　2‘臼　　　　　　　　　　　　　　　　3－B

　　　　　　　　　　　LHVFsu　tt
図6　LH／FSH比とASDとの関係

的PCPが有意に高値を示した（表4）．

3）microcystの数と各種ホルモン値およびBMIと

の関係

　32名に対してmicrocystの数とBMI，各種ホル
モン値との問の相関関係を検討すると，microcystの

数とASDとの間に有意なil　：．の相関関係（r＝O．69，

P〈O．OOI）が認められ（図5），さらにASDとLH／

FSH比との間にも有意な正の相関関係（r＝0．46，

P＜0．01）が認められた（図6）．

考　　察

　PCOSの診断において超音波検査が有用であるこ

とについては，以前に西垣7），Adams　et　aL9），　Parisi

et　al．1°）が報告した通りであり，経膣超音波法ではさ

らに詳細な卵巣の形態の観察が可能である11・12）．本研

究は西垣7）やAdams　et　al．9）が提唱した両側卵巣にそ

れぞれ10個以上のmicrocystを認めるというPCO

の診断基準を用いて，月経異常を有する不妊患者を

PCOSと診断し，その超音波所見と病理組織所見と

表4　GCPとPCPの各種ホルモン値の比較

　LH
（mIU／ml）

LH／FSH
　比

E1／E2

　比

teStOSterOne
　（ng／dl）

ASD
（ng／ml）

DHEAS
（ng／ml）

GCP
PCP

11，3±4．1

12．3±5．9

1．1±0。2a

2．0±1．7a

3，7±1．8a　　　109．5±36．9

1．3±0．5a　　　131．6±39．0

2．3±0．6b　　　2043土1145

1．1±0．7b　　　2124±　619

a：p＜0．05，b：p〈0．01 （mean±S．D．）



138　（512） 多嚢胞性卵巣症候群の超音波診断

の比較およびホルモン動態について検討した．

　これまでに超音波検査によるPCOの診断と病態，

卵巣の超音波像のパターン分類と病態について幾つ

かの報告がある．西垣7）は両側卵巣に2～15mmの嚢胞

を10個以上認めたPCOでは，PCOSの内分泌学的

診断基準を満たすのは34．2％であり，さらに月経異

常があれば42．9％になると報告している．さらに，

超音波学的PCOを卵巣全体にmicrocystが認めら

れるgeneral　cystic　pattern（GCP）と卵巣辺縁にの

み認められるperipheral　cystic　pattern（PCP）に分

類すると，GCPの方がASDが異常値を示す割合
が高かったと報告している．

　Adams　et　al．9）は2～8mmのmultiple　cystが10個

以上という診断基準でPCOを診断し，無月経患者

の26％，稀発月経患者の87％，多毛患者の92％に

PCOが認められ，PCOのうち57％が無月経を有
し，LH，　LH／FSH比，　T，　ASDの上昇を少くとも1

つ以ヒ伴っていたのは93％であったと報告している．

Conway　et　a1．13）はAdams　et　al．9）と同様の方法で超

音波学的に診断したPCOSの臨床症状とホルモン動

態を検討し，多毛と肥満は高T血症と関連しており，

不妊は高ゴナドトロピン血症と，高prolactin血症は

低T血症と腫大のない卵巣と，脱毛は低LH血症と

低T血症と，　acanthosis　nigricansは肥満と高T血症

と関連していることを報告している．

　河野ら14）はPCOSを経腹超音波所見で，卵巣内を

淡いh〔〕mogenous　echoが満たしている1型，1型の

卯巣内に小嚢胞が散在しているもので卵胞径が3～5

mmで輪郭がやや不鮮明なII，型，1型の卵巣内に小嚢

胞が散在しているもので輪郭が比較的鮮明で大きさ

も5～7mmあり卵巣髄質の部分がhigh　echogenicに

なっているIIb型，中央部分がhigh　echogenicとなり

卵巣被膜も厚く被膜下に3～7mm大の卵胞が規則正

しく配列しているIII型の4つに分類し，1型とII。型

はclomiphene療法が有効だが，　IIb型とIII型では効

果が期待できないという超音波像と予後との関連性

について報告している．この様にPCOSの病態は多

様性に富んでおり，一定の見解が得られていないの

が現状である．また，これらすべての研究は卵巣の

超音波所見と臨床症状およびホルモン値との関連性

についての研究であり，超音波学的な形態の相違を

病理組織学的に実証したのは著者の知る限り他に報

告はない．

　今回，西垣7）の提唱した超音波学的GCPとPCP

の相違を病理組織学的に検討したが，超音波検査に

おけるGCPとPCPと組織学的GCPとPCPと
はほぼ一致していたことから，超音波学的形態像は

日不妊会誌　37巻3号

組織学的形態像をよく反映していることが明らかに

なった．また組織学的に分類したGCPとPCPと

PCOSの組織所見，多毛の頻度やBMIを比較する

と差は認められなかったが，ホルモン値については

組織学的GCPでEl／E、比，　ASDが組織学的P

CPよりも有意に高値であり，逆にLH／FSH比は組

織学的PCPの方が有意に高値であった．

　このことはPCOSの卵巣の多嚢胞性変化のパター

ンの違いでホルモン動態が異なっていることを示し，

GCPは卵巣性ステロイドホルモン異常を主体とす

る病態で，PCPはゴナドトロピン異常を主体とす

る病態であると推察される．この傾向は以前に西垣7）

；が報告したGCPでASDが異常値を示す割合が高

いという結果と一致する．Barnes　and　Rosenfieldl5）

は超音波像に言及していないが，PCOSはLH／FSH

比が上昇したことから生じたtype　Iと卵巣性にアン

ドロゲン異常もしくは卵巣での閉鎖卵胞の発生から

生じたtype　IIとに分類でき，それに基づき治療すべ

きであると述べている．本研究におけるPCPは

Barnes　and　Rosenfieldi5）の述べたtype　Iに，また

GCPはtypeIIに合致すると考えられる．

　卵巣の多嚢胞性変化と内分泌異常との関連につい

ては，高橋ら16｝が異常月経周期婦人に経膣超音波検査

を施行し，microcystの数によって3グループに分類

し，microcystの多いgroupの方がLH，　E，／E，比，

Tが高い傾向があり，clomipheneに対する排卵誘発

効果が低いことを報告した．Tanabe　et　al．17）はPCOS

のfollicular　fluid中のinhibin，　ASD，　estrogenを1則

定し，control群に比してPCOSはASD，　ASD／

estrogen比が有意に高く，1つのfollicle中のin－

hibin量に差は認められないが，　PCOSではfollicle

数が多いので総inhibin量が高くなり，高estrogen血

症に伴うinhibinの分泌増加がLHとFSHの解離現

象を助長していると報告している．また，McClamrock

et　a1．18）は卵巣性高アンドロゲン無排卵婦人ではcon－

trolに比してEI，　A　S　D，　T，　free－T，　LHが有意

に高く，HCG投与後のT，　free－Tも有意に上昇し

ていたことから，卵巣性高アンドロゲン血症ではL

Hが高い状態で，なおかつゴナドトロピンの刺激に

対しsensitivityの高い状態にあることを報告してい
る．

　そこで今回，PCOSにおけるmicrocystの数と各

パラメターとの相関関係について検討してみたとこ

ろ，microcystの数とASDとの間（r＝0．69，　P〈

0．001），ASDとLH／FSH比との間（r＝0．46，　P〈

O．Ol）には有意な正の相関関係が認められた．この

ことからPCOSにおいて卵巣性アンドロゲンである
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ASDの産生は多嚢胞性変化の進行したもの程高く

なると考えられる．一一方，ASDはLHの刺激によ

り卵巣の英膜細胞と間質細胞で産生され，FSHの

刺激により穎粒膜細胞でASDからE2にaromatase
される19｝．

　今回の結果でASDとLH／FSH比との間にも有意

な正の相関関係が認められたことはBarnes　and
Rosenfield15），　McKenna20｝，　Yen2i）およびTakahashi

et　al．22）が述べているようにPCOSでは卵巣の多嚢胞

性変化→LH／FSH比の上昇→卵巣性アンドロゲン産

生→卵巣の多嚢胞性変化という悪循環が成立してい

るという理論に一致している．

　　以上のことからPCOSにおける卵巣の多i嚢胞性変

化はASDやinhibinの産生に深く関与しており，そ

れはゴナドトロピン分泌異常とも関連があることが

示唆された．

　稿を終えるにあたり，御懇篤なる御指導と御校閲

を賜りました恩師北尾　学教授に深謝致します．な

らびに，終始御指導下さいました高橋健太郎，吉野

和男両講師に深謝致します．なお本論文の要旨は第

36回日本不妊学会（於　名古屋，1991年11月）に

て発表した．
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　　　　　Studies　on　ultrasonographic

　　　　diagnosis　for　polycystic　ovary

　　　syndrome－correlation　between

　　　　　ultrasonographic　image　and

histological　and　endocrine　changes一

Yoshimi　Eda

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　　　Shimane　Medical　University，

　　　　　　　　　Shimane　693，　Japan

　　　　（Director：Prof．　Manabu　Kitao）

　　To　evaluate　the　usefulness　of　transvaginal　ultra・

sound　in　the　diagnosis　of　polycystic　ovary　syn－

drome（PCOS），52　women　with　PCOS　who　had
infertility　and　irregular　menstruation，　and　in　whom

more　than　lO　microcysts　in　each　ovary　were　detect－

ed　by　transvaginal　ultrasound　were　studied．　PCOS

was　classified　into　general　cystic　pattern（GCP）and

peripheral　cystic　pattern（PCP）depending　on　the

日不妊会誌37巻3号

t・ransvaginal　ultrasonographic　image　analysis．

Materials　of　ovarian　wedge　resection　obtained

from　20　patients　were　compared　with　the　ultrasono－

graphic　image．　In　70f　the　8　patients（87．，5％）with

GCP　the　histQlogical　firldings　were　consistent　with

the　ultrasonographic　image，　while　in　all　the　12

patients（100％）with　PCP　the　two　images　were
consistent．　E1／E2　ratio　and　ASD　in　histological　GCP

were　significantly　higher　than　those　in　histologicaI

PCP，　while　LH／FSH　ratio　in　histological　PCP　was

significantly　higher　than　that　in　histological　GCP．

In　32　patients，　the　relationship　between　the　number

of　microcysts　in　ovaries　and　the　concentration　of

hormones　was　investigated．　A　significant　positive

correlation　between　the　number　of　microcysts　and

ASD，　as　well　as　between　ASD　and　LH／FSH　ratio

was　noted．　Our　results　suggested　that　the　ultrasono－

graphic　GCP　and　PCP　corresponded　to　histological

differences，　while　GCP　was　associated　with　ovarian

steroid　disorder，　and　PCP　was　associated　with

gonadotropic　disorder．　In　addition，　the　number　of

microcysts　correlated　with　ovarian　hyperan・

drogenism　and　gonadotropic　disorder．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年3月2日特掲）
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性成熟期の女性は長期大量の飲酒により無月経不妊症，性欲低下などの性機能障害を引き起こすこと

が知られている．しかしこの性機能障害の真の病態や原因は今なお不明である．従ってアルコール依存症

患者の性機能障害の治療法も確立されていないのが現状である．我々は第2度無月経症の患9‘　11名を対

象として，LH－RH負荷試験及びアルコール依存症治療後のホルモンの動態の分析を行った．

　（1）対象患者は全員がHypergonadotropic　Hypogonadismを示していた．

　（2）LH－RH負荷試験の反応は，全例良好であった．すなわち下垂体機能は正常に保たれていること

　　が分かった．

　（3＞アルコール依存症治療後のLH及びFSHは低下し正常化の傾向が認められた．

（4）挙児希望の患者2名はKaufmann療法・Clomiphene療法・hMG－hCG療法を行った後，排卵

　　周期を回復した．

（5）アルコール依存症患者の性機能障害の原因の1つは，Hypergonadotropic　Hypogonadismにある

　　ことが示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　Ferti1．　SteriL，37（3），515－－520，1992）

緒　　言

　生殖年齢の婦人は長期大量の飲酒により，無月経1），

不妊症2），性欲低下3）などを起こすことが知られてい

る．近年これ等の性機能不全に対する内分泌学的な

報告が散見されるようになってきた．しかしこの性

機能不全の真の病態や病因は，今なお不明であるた

め，治療法も確立されていないのが現状である．

　さて現今では女性の飲酒は一般化しており男性に

比して過剰飲酒により短期間に依存症になり易いこ

と，また長い間家族に気付かれないいわゆるキッチ

ンドリンカー5）が多いことなどが指摘されてきた．20

歳代から40歳代の生殖年齢婦人はアルコール依存症

により間脳・下垂体・卵巣系に何らかの障害が起こ

るのか？　そしてそれにより上記の性機能不全を惹

起するのかを検討することを今回の研究の目的とし
た．

対象及び期間

　昭和58年1月より平成1年3月まで，医療法人淡

窓会大分友愛病院（大分県日田市）入院中の20歳以

上，40歳以下の無月経女性アルコール依存症患者23

名中の9名と当科不妊外来を受診した2名のアルコ

ー ル依存症患者を対象とした．これらの患者は全例

KAST（Kurihama　Alcoholism　Screening　Test）

が＋2．0点以上，SAAST（Self－Administered　Alco・

holism　Test）が10点以上であった．さらにDSM　III

（Diagnostic　and　Statistical　Manual　of　MentaI

Disordets．　Third　Ed　1980）によりアルコール依存

症の診断基準を満たすことが確かめられた．
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Table　l　Drinking　Patterns　of　Chronic　Female

　　　　Alcoholics　with　Hypergonadotropic

　　　　Hypogonadism　　　　　　　　　Nニ11

Table　2

36．0±3．8yr

28．7±4．6yr

　6．6±2．7yr

over　84．09／day

日不妊会誌37巻3号

Chronic　female　alcoholics　with　menstrual

abnormalities　　　　　　　　　　　N＝27

Age
Onset　of　Habitual　Drinking

Period　of　Problem　Drinking

Drinking　Quantity

Beverages

　　　Shochu

　　　Sake

　　　Beer

7

3

1

　対象患者の平均年齢は，36．0±3．8歳くM±SD），

（Table　l）習慣的飲酒の開始年齢は，28．7±4．6歳

であった．なお，一日の飲酒量については，患者と

家族からの問診により通常愛飲している酒の種類と

その量を推定した．

　患者は入院直後あるいは初診時に採血し，血中LH，

FSH，　E2，PRLをRIAにて測定した．（西日本特殊

検査センター，福岡県久留米市に依頼）。また患者は

すべて内科，あるいは精神科で治療を受けた既往が

ないことを前提条件とした．外来受診の2名は，挙

児希望で当科不妊外来にて診療を受けている．

　無月経の患者では，Dydrogesterone（デュファス

トン・第一製薬）10mg／dayを5日間内服させ，消退

出血の見られたものを第1度無月経，それだけでは

消退出血を起こさず，EstrogenとProgesteroneの

両者を服用することにより，初めて消退出血をきた

した者を第2度無月経とした．（Table　2）

　また，この11名の患者では入院時か外来受診時，

LH－RH　lOOμgを静注し，注射前と注射後15分，30

分，60分，120分に採血し，LHとFSHを測定し

た（LH－RH負荷試験）．

結　　果

　1）月経周期異常の頻度：対象とした11名の患者

は，いずれも第2度無月経であった，月経周期異常

のアルコール依存症患者27名中40．7％を占め，第

2度無月経の頻度は高かった．

　2）ホルモン動態：Table　3に11名の第2度無月経

患者の血中ホルモン動態を示した．ほぼ全症例の血

中LH及びFSH値は正常より高く高ゴナドトロピ

ン血症となっている．PRL値については，11名全

例血中25ng／m1以上の高PRL血症を示し，その範

囲は35　一一　156ng／mlの問に分布していた．この中で乳

漏を来たした患者はなく，トルコ鞍撮影でも異常は

見られなかった．E、は10　一一　41pg／mlを示し，全例が

No Age
　Grade　of

Amenorrhea

Duration　of

Amenorrhea
　　（month）

1 26 oligO

2 29 oligO

3 31 1 16

4 31 1 9

5 32 1 15

6 33 1 18

7 29 1 16

8 38 1 13

9 39 1 24

10 32 1 11

11 40 1 24

12 31 1 10

13 37 1 38

／4 37 1 30

15 36 1 12

16 35 1 15

17 31 II 7

18 38 II 9

19 38 II 30

20 39 II 20

21 38 II 24

22 38 II 15

23 37 II 18

24 40 II 24

25 37 II 16

26 29 II 26

27 33 II 12

Hypoestrogenemiaを示していた．

　3）LH－RH負荷試験

　11名の第2度無月経患者に対してLH－RH負荷試

験を行った結果をFig．　1に示す，いずれも前値を100

％として増加率で表した．LHに関しては全例が前

値の約3倍の反応を示し，FSHの反応も良好であ

った，11例全例がほぼ同じ様な反応様式を示してい

た．

　4＞治療前及び治療後のLH，　FSH値の動態：Fig．2

に入院患者9名の入院時と退院時のLH，　FSH値を

示す．入院中は精神療法，断酒療法及び肝庇護療法

を受けていた．退院時はLH及びFSH値の低下傾

向が認められた．

　5）不妊外来における一症例の経過
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Table　3　Hormone　levels　in　the　chrbnic　female　alcQholics　with　hypergonadotropic　hypQgonadism

No Age Grade　of　Amenorrhea
Duration　of　Amenorrhea
　　　　　　　（month）

PRL
ng／ml

　E2

P9／ml

　　LH

mlU／ml
　FSH
mIU／ml

1 31 II 7 59 10 85 102

2 38 II 9 59 16 130 111

3 38 II 30 61 17 76 82

4 39 II 20 70 41 ll5 80

5 38 II 24 80 29 75 22

6 38 II 15 92 14 79 86

7 37 II 18 97 27 75 92

8 40 II 24 140 25 127 70

9 37 II 16 156 22 93 71

10 29 II 26 47 21 109 94

11 33 II 12 35 40 52 47

LH（％）

700

500

300

100

（n＝11） FSト1（％）

700

500

300

100

（n＝11）

15　30　　　60　　　　　　　　120　　　　　　　　　　　　　　　　 15　30　　　60　　　　　　　120

　　　　　　　　　　　　　　（min）　　　　　　　　　　　　　　　　（min）

Fig．1Results　of　LH－RH　test　in　the　chronic　femaユe　alcoholics　with　hypergonadotropic

　　　hypogonadism　by　a　percent　increase　with　the　previous　values　all　considered　as　100％．

　　　T．K　29歳　未経妊である．

　　主訴：不妊，無月経，冷感症．

　　既往症，家族歴：特記すべきこと無し．

　　月経歴：初経は14歳で月経周期は28日で整順

　　　で平均して5日間の出血をみていた．

　　現病歴：高校卒業後，就職（事務職）．昭和57年

11月同じ職場の男性と結婚．その後2年間妊娠しな

いので近くの婦人科医を受診．基礎体温は2相性で

子宮卵管造影でも子宮卵管は正常で，性交後テスト

（Huhner　Test）も正常と言われた．その頃より夫の

帰宅が遅くなる様になり，寂しさを紛らす為に飲酒

する様になったという（平均日本酒4合／day）．昭

和62年4月より続発性無月経となった．そのまま2

年以上放置していたが平成元年6月に再び近医を受

診した．ホルモン検査の結果，卵巣機能がかなり悪

いと言われて我々の所に紹介されて来た．紹介され

た時の血中性ホルモン値及び肝機能値は以下の通り

である，

　PRL　47ng／ml　E221pg／ml

　LH　109mIU／ml　FSH　94mIU／ml
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LH
mlU／m2

100

50

FSH
mlU／m2

100

50

N＝9

admission　　　1　　　　2　　　　3（Month）　　　　　　　　　admission　　1　　　　2

Fig．2S　erum　levels　of　LH　and　FSH　in　chronic　female　alcoholics　during　the　hospitalization・

3（Month）

年月
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Fig．3BBT　ill　a　case　of　chrollic　female　alcoholics　with　hypergonadotropic　hypog（madism（T．　K．

　　　29vr．　G（0＞P（O））

　GOT　85U　GPT　59U
　γ一GTP　921U　AIb　3．7g／dl

　糸急bil　O．95mg／d1

　外来にて，禁酒を指示し，肝庇護療法と共にKauf－

mann療法eF成元年8～10月まで3周期）クロミ
フェン療法（平成元年11月一一　12月の2周期）引き続

いてhMG－hCG療法（2周期）を行なって患者は排

卵周期を回復した（Fig．3のBBT表）．

考 案

　女性アルコール依存症患者における性機能障害に

ついては，Levine6｝は性欲低ド，オルガズムの欠如が

高頻度であることを報告しており，Renshaw7）も同様

な報告をしている．またWilsnach8｝は女性アルコー

ル依存症患者では，高頻度に不妊が見られることを，

さらにHuguesらはアルコール依存症患者のうち67
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％が無月経であったことを報告している．

　今回の調査結果でも，性成熟期のアルコール依存

症患者27名全員に卵巣機能不全症が認められ，無月

経ないし稀発月経を示していた．このうち第2度無

月経であった11名（40．7％）の患者ではその血中LH，

FSH値はいずれも正常値を越えており，高ゴナドト

ロピン血症の状態であった．従ってこれらの患者は，

卵巣性無月経の状態にあったと考えられる．

　最近生殖内分泌学領域において女性のPOF（Pre－

mature　Ovarian　Failure）1°）が注目されている．し

かしながら，POFの病態生理は不明の点が多く，

治療法11）も確立されていない．POFとは，臨床的に

は40歳までの高ゴナドトロピン性卵巣性無月経症と

定義されている．ゴナドトロピン値はFSH値が

40mIU／m1，　L　H値が60mIU／mlを越える場合と定

義しているものが多い12）．内分泌学的には，ゴナドト

ロピン高値，エストロジェン低値すなわち，Hyper－

gonadotropic－Hypogonadismを呈するものである．

これは卵巣におけるステロイド産生が低下し，視床

下部一下垂体系にNegative　Feedbackがかからない

ために下垂体性ゴナドトロピン（FSH，　LH）の分泌

が充進した状態と説明されている。

　Hypergonadotropic　Hypegonadismを起こす場

合としては，性染色体異常であるTurner症候群，卵

巣形成不全（Gonadal　Dysgenesis）あるいは，内性

器やその他の臓器の悪性腫瘍の際の骨盤内放射線療

法や抗癌剤による卵巣の直接の障害等が考えられる．

最近，Hypergonadotropicであるが正常の卵胞を有

するGonadotropin　Resistant　Ovary　Syndromeも

注目されている．いずれも下垂体ゴナドトロピン，

特にFSHが高値を示すことが特徴である．

　Van　Thiell4｝らは動物実験で，アルコールを長期投

与するとその分解産物であるAcetaldehydeが卵巣に

直接毒性を示し，卵巣の萎縮を引き起こすと報告し

ている．最近Sandhyai5）らもアルコールが女性の卵

巣に直接毒性を示すことを証明している．我々の11

名の患者はすでにアルコールやその代謝産物により

卵巣の原始卵胞や穎粒膜細胞が障害され，あるいは

卵巣のゴナドトロピンに対する感受性が極端に低下

していたものと考えられる。down　regulation　11名

の患者中2名は，挙児希望があるため，Kaufmann療

法を3周期施行したが排卵が起きなかったので，そ

の後hMG－hCGによるゴナドトロピン療法を行なっ

た．2名ともhMG－hCG療法で排卵が起こり血中

FSH，　LH値が正常レベルに回復した．

　このように女性アルコール依存症患者の性機能障

害の原因の一つは，アルコールやその代謝産物によ
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る卵巣障害であることが示唆された．そして症例に

よってはKaufmann療法，クロミェフェン療法，　hMG

－hCG療法によって排卵することが判明した．女性ア

ルコール依存症患者の高プロラクチン血症とHyper－

gonadotropic－Hypogonadismとの関係についてや，

アルコールによる卵巣のゴナドトロピン感受性の低

下やアルコールによる視床下部下垂体障害などのメ

カニズムについては更に検討が必要であると思われ
る．

　終りに臨んで本調査に資料をご提供下さった医療

法人淡窓会大分友愛病院院長後藤　晃博士に，また

本調査研究にご助言下さった九州大学産婦人科教室

中野仁雄教授ならび中村元一講師に深甚なる謝意を

表します．
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Astudy　on　hypergonadotropic

hypogonadism　in　female　patients

　　　　　　　　　　with　alcoholics

Meikan　Seki，　Kohji　Yoshida

　　and　Yasushi　Okamura

　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

University　of　Occupational　and　Environmental

　　　　　　Health，　Kitakyushu　807，　Japan

　　Clinical　signs　and　symptoms　of　sexual　dysfunc・

tion　such　as　amenorrhea，　frigidity　and　infertility

were　frequently　complicated　with　chronic　alcoho1－

abuse　women，　however　its　pathogeneses　due　to

alcohol　were　sti11　unknown．　Therefore　effective

treatments　for　these　disorders　were　not　established

yet．　We　studied　eleven　Japanese　female　patients

with　alcoholism　in　the　2nd　grade　amenorrhea　under

40years　of　age，　in　order　to　disclose　pathogeneses　of

sexual　dysfunctions．

　　All　patients　had　hypergonadotropic　hypogonadis－

mon　admission　and　recoverd　to　normal　state　on

discharge．

　　Most　of　patients　had　normal　LH，　FSH　responses

after　LH－RH　loading．　Namely，　gonadotropin　reser－

vation　of　pituitary　gland　was　maintained　satisfac－

torily．

　　Two　infertile　patients　of　them　restored　ovulatory

cycles　by　clomiphene－hMG－hCG　therapies　after

Kaufmann　courses．

　　We　conclude　that　chronic　alcohol　abuse　may

induce　hypergonadotropic－hypogonadism，　which

would　be　one　causative　factor　for　the　sexual

dysfunctions．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1991年11月18日）
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子宮外妊娠の保存的手術に関する検討：

特に手術後の妊娠予後について

Conservative　Surgery　for　Ectopic　Pregnancy　with

Special　Reference　to　its　Reproductive　Outcome

　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科

佐藤孝道　 児島孝久　高橋敬一
　Kodo　SATO　　　　Takahisa　KOZIMA　Keiichi　TAKAHASHI

　　　　　　　小川恵吾　　　東梅久子
　　　　　　Keigo　OGAWA　　　Hisako　TOUBAI

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Toranomon　Hospital，　Tokyo　105，　Japan

　1986年4月1日から1991年3月31日までに虎の門病院産婦人科で実施した54例59件の子宮外妊

娠の保存手術後，13例18件の妊娠がありそれについて検討し，以下の結果を得た．1）術後子宮外妊

娠は6件（妊娠件数の33％）にみられた．2）初回の子宮外妊娠で保存手術を行った後に妊娠した10

件中4件（40％）が子宮外妊娠であった．この4件中2件は対側卵管への子宮外妊娠であった．3）

複数回以上の子宮外妊娠手術（最後の子宮外妊娠は保存手術で，それ以前の手術は切除か保存手術）

後に妊娠した8件中2件（25％）が子宮外妊娠であった．4）保存手術術式は間質部と峡部妊娠につ

いては切除・端々吻合，膨大部については切除・端々吻合か縦切開・内容除去・粘膜，漿膜の修復を

全て顕微鏡下に行ったが，着床部位，術式と術後妊娠率，子宮外妊娠率の間に有意の関係はなかった．

以上から，子宮外妊娠の保存手術の有用性と，頻回の手術後であっても効果的にそれが実施できるこ

とが示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1．　SteriL，37（3），521　525，1992）

緒　　言

　子宮外妊娠を保存的に処置しようとする試みは比

較的古くからあり，また方法も肉眼的保存手術，顕

微鏡下の保存手術，Methotrexate全身投与法，内視

鏡下の着床部位への薬物の局注，内視鏡下の保存手

術と多彩である1）．しかし，報告の多くが比較的少数

例についてのものであったり，その治療法を選択し

た基準が明確でなかったりするために，なお，どの

ような保存療法が最適かの結論が得られていない．

　われわれは，将来の挙児希望のある子宮外妊娠に

対し原則として顕微鏡下の保存的手術療法を選択し

てきた．この保存手術に当たっては，特に症例の多

い膨大部妊娠について顕微鏡下の観察から，出血部

位は粘膜欠損の部位に限られていること，したがっ

てその部分は止血を兼ねて粘膜断端を寄せるように

太めの吸収糸で結紮した方がよいことを明らかにし，

そのように保存的手術を行ってきた21．

　本研究ではわれわれの行ってきた保存的手術療法

の術後妊娠について検討し，本手術の有用性につい

て明らかにしたので報告する．

対象及び方法

　1986年4月1日から1991年3月31日までに虎の

門病院産婦人科で保存的手術療法を行った54例59

件を対象とし，その後の妊娠の予後と手術術式，既
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往歴など患者の背景との関係を検討した．なお，症

例数については「○○例」，子宮外妊娠数，手術数あ

るいは妊娠数などについては「○○件」の如く示し

た．また，術後の妊娠件数は，重複を避けるために，

子宮外妊娠を反復しなかった症例については経過を

観察できた最終妊娠までを数え，子宮外妊娠を反復

した症例については子宮外妊娠を反復した時点まで

を数えた．

　なお，同一期間内に64例70件の症例が当科で子

宮外妊娠と診断され，8件には着床した患側の切除

が，3件にはMethotrexate単独療法が行われた．ま

た，Methotrexate療法施行中，超音波断層法上，腹

腔内血腫の増大がみられ保存的手術療法に切り替え

た1件があったがこれは保存手術に含めた．

　保存手術の適応は，将来の挙児を希望しかつ保存

手術について十分な理解が得られたものとし，残存

卵管数，予想腹腔内出血量，着床部位は考慮しなか

った．保存的手術を予定し，手術時患側の卵管の破

損が大きく切除に切り替えたものが1件あったがこ

れは切除手術の8件に含めた．

　保存手術術式の詳細は別の論文に述べた2｝．基本的

には，卵巣妊娠やその他の腹膜妊娠については肉眼

的手術を行い，卵管妊娠については顕微鏡下子術を

行った．さらに，卵管間質部妊娠と峡部妊娠につい

ては着床部卵管の部分切除・端々吻合術を行った．

また，膨大部妊娠については5件について膨大部を

切開すること無く直接，部分切除・端々吻合を行っ

たが，42件については膨大部を切開後，着床部位の

粘膜の欠損の状態からこれを1型からIV型に分類し

（表1），1型とII型は膨大部の縦切開後内容を除去

し粘膜の修復と漿膜縫合を行い，III型とIV型につい

ては1，II型と同じ術式か，卵管の部分切除・端々

　表1　手術用顕微鏡下所見による卵管膨大部妊娠の

　　　　粘膜損傷程度の分類

日不妊会誌　37巻3号

吻合を選択した．なお手術時対側卵管の閉塞や高度

の周囲癒着を認めたものは全体で10件（保存手術件

数の16．9％），対側卵管が既に切除されていたもの

は14件（23．7％）であった．

　子宮外妊娠のうち手術時結婚していたかあるいは

手術後結婚（あるいは同棲）したものは40例45件

で，他は経過観察期間中は未婚のままか離婚した状

態にあった．観察した期間は最長31カ月，最短5カ

月，平均12．5カ月であった．

分類 分類の基準

1型　　・卵管粘膜の欠損部分が卵管断面円周の

　　　　　1／2未満

　　　　・妊卵排除後の出血は般にわずか

・ 卵管粘膜の欠損部分が卵管断面円周の

　1／2以上

・ 妊卵排除後の出血は一般に多いが容易

に止血可能

成　　績

II型

lll型　　・卵管粘膜は卵管断面円周の全周にわた

　　　　　って欠損

　　　　・妊卵排除後の出血は一般に多い

lV型　　・卵管は破裂している

1．保存手術後の妊娠件数と転帰

　保存手術後13例，18件の妊娠が確認された．18件

中，子宮外妊娠は6件（妊娠件数の33．3％），自然

流産は2件，人工妊娠中絶が2件，妊娠継続は8件

であった．妊娠継続したものは全て子宮内妊娠であ

ることが確認され，分娩したか，妊娠12週以上に達

している．

　なお自然流産になった2件のうち1件は体外受精

によって妊娠したもので，他は全て自然妊娠（排卵

誘発を含む〉であった．

2，既往妊娠歴・既往歴と術後妊娠

　保存手術後妊娠した18件の妊娠中10件の妊娠は

初回の子宮外妊娠で保存手術を行った後妊娠したも

ので，このうち4件（妊娠件数の40．0％）は子宮外

妊娠であった（表2）．なお，この初回の子宮外妊娠

後の妊娠のうち1例は卵管水腫のために他院で片側

卵管を切除された既往があった．

　残りの8件の妊娠中1件は子宮外妊娠の保存手術

を2回受けた後の妊娠であり，7件は子宮外妊娠に

対する患側卵管の切除とその後の保存手術後の妊娠

であった．この計8件中2件（25．0％）は再度子宮

外妊娠であり，6件は子宮内妊娠であったが2件（う

ち1件は体外受精による）は自然流産し，残りの4

件は分娩したか，妊娠を継続中である．また，これ

ら8件中3件は子宮外妊娠で患側の卵管を切除後，

対側の卵管が閉塞し非妊時にマイクロサージェリー

を行った後に，再び子宮外妊娠となり保存手術を行

った後の妊娠である．

3．保存手術時の着床部位と術後妊娠

　保存手術を行った59件の着床部位は卵管膨大部

47件，卵管峡部5件，卵管間質部2件，卵巣2件，

その他腹腔内3件であったが，術後妊娠があったの

は卵管膨大部の17件と卵管峡部の1件であった．

　術後，子宮外妊娠を反復した6件の再発時の子宮

外妊娠の部位を見ると，片側の卵管切除の既往のあ

る2件では保存手術と同一部位での子宮外妊娠で，
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表2　既往妊娠歴と保存手術後妊娠のまとめ

子宮外妊娠による

卵管切除の既往

子宮外妊娠による
保存手術の既往＊1

保存手術件数 術後妊娠件数
　（％）＊2

術後子宮外妊娠件数
　　　（％）＊3

なし

なし

あり

あり

なし

あり

なし

あり

45

2

10

2

　10
（24．4％）

　　1
（50．0％）

　　5‡4

（50．0％）

　　2
（100．0％）

　　4
（40．0％）

　　0
（0．0％）

　　2
（40．0％）

　　0
（0．0％）

＊1

＊2

＊3

＊4

研究対象となっている子宮外妊娠の最後の保存手術を含まない。

手術件数に対する％。

妊娠件数に対する％。

うち1件は体外受精による妊娠。

表3　卵管膨大部妊娠の保存手術の内訳と術後妊娠の予後

術式（1） 粘膜損傷　　件数

程度の分類

術式（2） 手術件数　術後妊娠件数　術後子宮外妊娠件数
　　　　　　（％＊1）　　　　　（％＊2）

膨大部縦切開

卵管膨大部

部分切除・端々吻合

直接実施

1　型

II　型

III型

lV　型

16　　内容の除去

　　　粘膜の修復

　　　漿膜縫合

15　　内容の除去

　　　粘膜の修復

　　　漿膜縫合

玲

　　　端々吻合

1　　内容の除去

　　　粘膜の修復

　　　漿膜縫合

16

15

5

5

1

5

　　7
（43．8％）

　　4
（26．7％）

　　4
（80．0％）

　　2
（40．oo／，）

　　0
（O．O°％）

　　0
（0．0％）

　　2
（28．6％）

　　1
（25．5％）

　　2
（50．O％）

　　1
（50．0％〉

0

0

＊1は手術件数に対する％，＊2は術後妊娠件数に対する％を示した。

対側卵管の切除の既往のないものでは前回保存手術

を行った反対側の卵管での子宮外妊娠が2件，同一

卵管同一部位での子宮外妊娠が2件であった．

4．保存手術術式の種類と術後妊娠

　卵管峡部妊娠で端々吻合を行った後に妊娠した1

件は子宮内妊娠であった．膨大部妊娠で保存手術を

行った後に妊娠した17件について，膨大部粘膜の欠

損状態，選択した術式との関係を検討したが有意の

傾向はみられなかった（表3）．卵管切除既往の有無，

結婚の状態も考慮して検討したがやはり有意の関係

はみられなかった．

考　　察

　子宮外妊娠の保存手術の成績は，術後の妊娠率，

子宮外妊娠の発生率によって評価される．成績を他

の保存的療法の報告と比較するためには，患者の年

齢，既往歴，既往の子宮外妊娠歴，子宮外妊娠の着

床部位，保存手術がその施設の子宮外妊娠総件数の

うちどのぐらいの割合で行われているか等について，

ある程度比較できることが前提になる．しかし子宮
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外妊娠の保存手術後の妊娠についてはいくつかの報

告があるが，どのような症例が保存手術の対象にな

ったのか明らかでなかったり，それぞれの施設で子

宮外妊娠全体に占める保存手術の割合が17－39％程

度3－6）と低いものばかりで，本研究の70件中59件

（84．3％）と比較できるものはない．

　このように単純な比較は困難であるが，保存手術

後の子宮外妊娠の再発率は12－20％程度と報告5・6｝

されており，本研究の33．3％は高い方に分類される．

しかし，保存手術の実施率や子宮外妊娠の手術既往

があるものの頻度が本研究では著しく高いので，他

の研究と比較できないことは前述した通りである．

　　本研究結果で特徴的であったのは，初回の子宮

外妊娠で保存手術を行った場合と，子宮外妊娠の既

往があって再度子宮外妊娠となり保存手術を行った

場合で，術後の子宮外妊娠の率がそれぞれ40．0％，

28．6％と有意の差はなくむしろ前者で高かったこと

である．一般に再発子宮外妊娠は保存手術を行って

も，その後再び子宮外妊娠になる可能性が高いと考

えられており，体外受精が日常診療にも取り入れら

れるようになった今日，両側の卵管を切除すべきと

主張するものもいる．しかし，本研究の結果は，再

発子宮外妊娠であっても保存手術によって初回の子

宮外妊娠と同等の術後妊娠が期待できることを示し

ている．本研究対象中の1例は，既に子宮外妊娠の

ために片側の卵管が切除されており，残った卵管が

閉塞していたために非妊娠時にマイクロサージェリ

ー を行い，その後その卵管に再び妊娠し保存手術を

行った後に子宮内妊娠になって，現在妊娠を継続中

である．また，他の1例は，片側の卵管を’r・宮外妊

娠で切除後に，対側の卵管で2回子宮外妊娠となり

保存手術を反復して受けた後，子宮内に妊娠し，分

娩に至った．一側の卵管に対する複数回の子宮外妊

娠やあるいは手術既往があっても，それだけでその

卯管を切除する理由にはならないことが本研究で明

らかになった．

　これに対し，初回の子宮外妊娠で対側卵管が健常

に見える場合，これを保存的に処置する方がよいか，

あるいは切除した方がよいかは，本研究でもなお明

らかにできなかった．本研究では初回の子宮外妊娠

に対する保存手術後に妊娠した10件中4件（40．0

％）が再度の子宮外妊娠に終わった．この頻度は少

ないとは言えないが，この4件中2件は保存手術を

行った反対側の卵管での子宮外妊娠の反復である．

同じようにHallatt5｝は，対側卵管が健常な状態で保

存手術を行った場合，約半数の再発子宮外妊娠の着

床部が前回の着床卵管の対側であったことを報告し
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ている．これらは保存手術を行ったために子宮外妊

娠になった訳ではなく，また患側の卵管を切除する

ことによる防止効果を期待することはできない．一

方，保存手術を行った同じ部位に再び子宮外妊娠に

なった2件についても，保存手術時正常と考えられ

た対側卵管の機能に問題があって再び同じ側での子

宮外妊娠になった可能性も否定できない．すなわち，

患側の切除で子宮外妊娠は回避できたかも知れない

が，結果としては不妊症になった可能性がある．初

回の子宮外妊娠に対する保存手術後の40％という子

宮外妊娠率は高いもではあるが，それが保存手術の

有用性を否定するものでないことは明らかである．

　本研究では，卵管膨大部妊娠について粘膜の損傷

の程度や保存手術術式と妊娠の予後の間に，一定の

傾向を見いだすことができなかった．これはどの程

度に粘膜が損傷をしていようとも，またどのような

術式をとろうとも，顕微鏡下に確実に粘膜の修復を

行えば妊娠の予後が大きく影響されないことを示し

ている．
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佐藤　他

　　The　pregnancy　outcome　was　studied　in　18　preg－

nancies　after　590f　conservative　surgery　for　ectopic

pregnancies　at　Toranomon　Hospital　from　1986　to

1991．Following　results　were　obtained．1）Six　out　of

the　18　pregnancies（33％）were　again　ectopic．2）

Four　out　of　10　pregnancies（40％）following　one

ectopic　pregnancy　resulted　in　second　ectopic　preg－

nancies．3）Two　out　of　8　pregnancies（25％）follow・

ing　two　or　more　ectopic　pregnancies（the　last　sur一
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gery　for　the　ectopic　pregnancies　of　each　case　in　this

group　was　conservative，　and　the　previous　surgeries

were　either　conservative　or　radical）were　again

ectopic．4）All　of　the　conservative　surgeries　were

carried　out　under　a　microscope．　The　sites　of　ectopic

pregnanciy　or　the　methods　of　microsurgery　made

no　significant　difference　in　the　pregnancy　outcome．

These　results　suggest　that　although　the　repeated

ectoplc　pregnancy　rate　is　high，　viable　pregnancies

do　occur　after　conservative　surgery　even　after

multiple　ectopic　pregnancies．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1991年8月7日）
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妊娠早期予後診断を応用した習慣性流産の早期診断の試み

Astudy　of　Early　Diagnosis　for　Habitual　Abortion　by

Application　of　Early　Prognosis　Diagnosis　for　Pregnancy

医療法人假野クリニック

假　野　隆　司

　Takashi　KANO

Kano　Clinic，　Osaka　542，　Japan

　習慣性流産の早期診断を目的として1990年7月に基礎体温（BBT）の高温が16日以上持続した

症例のなかから無作為に抽出した70例を対象としてBBT＋16DayにRIA法で血中HCG，　HCG

β，HCGβダイナパックによる迅速EIA法で血中HCGβを，新HCGテストパックで尿中HC
Gを半定量判定することで妊娠の早期診断ならびに予後診断を行ない，予後良好と診断されその後流

産に終わった5例を含む流産の原因が不妊症の原因で説明できない原因不明流産29例の染色体，HLA

typing，抗核抗体，抗DNA抗体，抗リン脂質抗体（抗カルジオライピン抗体IgM）を調べ以下の結

果を得た．

1）BBT＋16Dayに行うHCGβダイナパックEIA法HCGβ値はRIA法HCG値と有意な高い
相関性を有し，迅速に結果が判明するメリットもあり妊娠の早期診断と予後診断に極めて優れた検査

法である．これに対してRIA法HCGβ値は前記のAssay系と比べて低濃度での相関性が低く早期

診断と予後診断には適さない．

2）新HCGテストパックは垂直方向線の濃度が水平方向線と同じ反応を示せばHCGβダイナバッ

クEIA法HCGβやRIA法HCGとほぼ同じ信頼度で早期予後診断が可能である．
3）原因不明流産の染色体，HLA，自己抗体，抗リン脂質抗体を調べると原因不明流産の72．1％，

予後良好と診断された80．0％が習慣性流産の疑いが濃厚であった．

4）HCGβダイナパックEIA法HCGβ値，　RIA法HCG値，新HCGテストパックで妊娠の
予後良好と診断された症例が流産に終わった場合，母体保護のため速やかに染色体，HLA，自己抗

体，抗リン脂質抗体を調べ，しかるべき治療を行なうべきである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（JPn．　J．　FertiL　SteriL，37（3），526－533，1992）

緒　　言

　近年，習慣性流産（不育性）の原因解明が進み治

療法も確立しつつあるが，ともすればその診断に流

産回数が重視される傾向が強いが1），母体保護のため

に迅速かつ積極的な診断，治療が重要である．

　著者は血中HCG値2｝とTwo－step　sandwich法応

用ディスク式HCG　EIA　test（HCGテストパック）

の半定量判定3）で妊娠の早期診断ならびに予後診断が

可能であることを報告してきたが，今回はRIA法

とHCGβダイナパックによる迅速Assay　EIA法に

よるHCGβの測定，ならびに反応操作を省略した

新HCGテストパックの半定量判定を加え妊娠の早

期予後診断の信頼性の向上を計るなかで習慣性流産

の早期診断を試み若干の知見を得たので報告する．

対象と方法

　1990年7月に基礎体温（BBT＞の高温が16日以

上持続した症例から無作為に抽出した23歳から45歳

の分娩の既往がない70例を対象とした．これらの症
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例は一最高7回，平均1．7回の流産の既往がある．以

hの症例は甲状腺機能障害例，流産の原因となり得

る子宮筋腫，頸管無力症を合併していない．また，

免疫性習慣性流産と診断されリンパ球移植術を受け

ている症例は含まれていない．さらにいずれの症例

もBBT＋9Day以降はluteal　supplyのためのHCG

筋注は行なっていない4）．以上の症例についてBBT＋

16Dayに，血中HCG2｝，HCGβをそれぞれRIA
法，RIA法ならびにHCGβダイナパック⑭（ダ
イナボット）によるモノクロナール抗体を用いた迅

速EIA法で測定，早朝尿で新HCGテストパック
によるHCG半定量判定3）を行なった．また，高温延

長の原因をretrospectiveに検討するため当該周期の

BBT－3　一一　ODayあるいはLHカラーが初めて陽性を示

した日にestradol5・6）をRIAで，アロカ社製UST－

946P－5経膣プローべ超音波断層法（本体SSD－650）

による首席卵胞の最大長径の計測と5mm以上の卵胞

の個数の算定5・6），BBT十5～8十Dayに
Progsterone5）をRIAで，　estradiolと卵胞計測と同

日にHuhner－testを，また月経周期5から10日の間

にトーイツ社製卵管通水診断器KH－700で通水を行

なった．

　結果はM±SDで示し，平均値の有為検定はStu－

dent’s　t－testで，百分率の有意検定はX2－testで行な

った．

結　　果
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　70例中14例（20．0％）は分娩に至り全て生児を

獲得した．また13例（18．6％）はBBT＋16Dayの

RIA法HCG値が10mlU／ml未満2）であったため黄

体機能存続症と診断した．この結果，残り43例（61，4

％）を流産と診断した（Fig。1）．

　70例（RIA法HCGは64例）のBBT十16Day
のRIA法HCG値，HCGβダイナパックEIA
法，RIA法HCGβ値の三者の相関関係を検討す

ると，RIA法HCG値（X）とHCGβダイナパ
Non－pregnanoy　　　　　　　　　　　　　　　　　Deltve「y
　｛13；t8．6％）’．　　　　　　　　　　　　　　、　　（14；20．0％｝

ックEIA法HCGβ値（Y）の相関関係はY＝
0．351X＋39．533（r＝O．802，　P＜0．01）と有意な

高い相関関係を認めたが（Fig．2），　RIA法HCG

β値（Y）はRIA法HCG値（X）とHCGβダ
イナパックEIA法HCGβ値（X）に対してそれ
ぞれY＝O．0088X十1．6298（r＝O．5167，　N．S．　Fig．

3）Y＝0．017X十1．658（r＝O．444，　N．　S．　Fig．4）

と有意な相関関係を認めなかった．特に低濃度（R

IA法HCGβ2ng／ml以下，　RIA法HCG30
mlU／ml以下；RIA法HCGβ2ng／m1以下，H
CGβダイナパックEIA法HCGβ30mlU／m1）
の相関関係が低かった．RIA法HCG値の分娩者
の最低値は223．6mlU／mlで，この値以上の予後良

好率は77．8％であった．またHCGβダイナパック

EIA法HCGβ値の分娩者の最低値は170．3
mIU／mlで，この値以上の予後良好率は73．7％で，

両者に有意差はなかった．これに対しRIA法HC

Gβの分娩者の最低値は0，4ng／mlで，この値以上

の予後良好率は20．3％でRIA法HCGとEIA
法HCGβ両者と比較して有意（P＜0．01）に低率
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であった．

　新HCGテストパックの半定量判定は垂直方向線

が水平方向線より濃く　（太く）反応する　（朴）が旧

HCGテストパックに比べて困難であったが，前回

の報告と比較のため敢て判定した．半定量判定と血

中HCG値の相関関係はRIA法HCG値は（一），
（±），〈＋），（＋ト）と全ての段階で有意な差が認めら

れた．HCGβダイナパックEIA法HCGβ値は
（＋），G＋）間に有意差が認められなかった．RIA

法HCGβ値は（一），（±）間に有意差が認められ

なかった（Fig．5）．

　また（升）の予後良好率は57．1％，（＋）は76．9

％であった．（什）と（＋）を一括すると66．7％で

あった．（±），（一）両群間に予後良好例は存在しな

かった．

　以上の結果からBBT＋16DayのRIA法HCG
値223．6mlU／ml以E，　HCGβダイナパックEI

A法HCGβ値170　．　3　mlU／ml以上，新HCGテス

トパック（＋）のうち2つ以、Lを満たした症例を予

後良好例と診断すると，予後良好例と診断されたの

は19例で，分娩14例はすべてこのなかに入り，流

産に終わったのは5症例であった（Fig．　6）．5例の

流産（胎児死亡〉診断妊娠週数は6から7週で，3

例はHeart　beatを認めたが，残り2例はfetusを認

めたもののHeart　beatを確認できなかった．

　次に，流産の原因を考えると，その原因が妊娠周

期のBBT－3　一一　ODayeあるいはLHカラーが初めて陽

性になった日のestradiolが100pg／m1未満あるいは

最大首席卵胞径が16mm未満の症例は卵胞機能不

全6），BBT十5－－8Dayのprogesteroneが10ng／ml

未満の症例は黄体機能不全6），400倍検鏡のHuhner

－testで活動精子数を認めなかった症例11）は造精機能
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Fig．5Correlation　with　half　fixed　quantity　results　of

　　　HCG－testpack③and　serum　HCG（by　RIA）and

　　serum　HCGβ（by　rapid　EIA　and　RIA）．

　　　Data　are　presented　as　M±SD．

　　　N．S．：No　significant
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　　　＊＊＊：P〈0．001．
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Fig．6Prognosis　of　the　pregnancy　diagnosed　as　good

　　　prognosis　and　number　of　coincide　of　DR，　DQ

　　　antigen　and　existence　of　DR4　antigen　in　the

　　　cases　of　abortion．

ないし頸管機能不全，通水圧が100mmH20以上の症

例は卵管機能不全11）と考えると，それぞれ5例（11．6

％），6例く13．6％），2例（4．7％），1例（2．3％）

であった．この結果，残り29例（67．4％）は原因不

明となった（Fig．7）．

　この29例について染色体検査（13例），HLA　typ一
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ing（18例），自己抗体（抗核抗体，抗DNA抗体；

15例），抗リン脂質抗体（抗カルジオライピン抗体

IgM；13例）を行なった．この結果，染色体検査で

は1例に転座（夫；4番17番の均衡相互転座）が認

められた（Fig．8）．また，　HLA　typingでは18couple

中DR，DQ抗原が夫婦で3個以上共有が7例（38．8

％），2個6例（33．3％〉であった（Fig．9）．また，

妻がDR4抗原を保有する症例が6例（33．3％，1

例はDR，DQ抗原を3個共有）認められた（Fig．9）．

また，抗核抗体を証明したのは1例（9．1％，抗リン

脂質抗体陽性，DR4抗原保持，　DR，　DQ抗原3

個共有）であった（Fig．8）．抗DNA抗体を証明し

た症例は存在しなかった．
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Fig．7Speculation　of　the　etiology　of　the　cases　of

　　　abortion．
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Fig．8Abnormality　of　chromosome　and　existence　of
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　予後良好と診断されその後流産に至った5症例は

染色体異常1例（夫，4番17番の均衡型相互転座；

20．0％），DR，DQ抗原が夫婦で2個以上共有が4

例（80％）（3個2例，40％）例，DR4抗原保有

症例は3例（60．0％，1例はDR，　DQ抗原3個共
有〉，に達し，抗核抗体を証明したのは1例（20．0％，

抗リン脂質抗体陽性，DR4抗原保持，　DR，　DQ

抗原を3個共有）であった（Fig．6）．

考　　察

　HCGテストパックを代表とする尿検体高感度妊

娠診断薬の開発進歩や血中HCG測定が一般化して

きた状況のなかで妊娠早期診断が可能となり，従来

ならBBTの高温が14日以上延長した症例で単純に

黄体機能存続症に引き続いた月経と考えられてきた

ケースのなかに，多くの流産が存在することが明ら

かになってきた2）．

　しかし，妊娠の早期診断技術の進歩に伴ってBio－

chemical　abortionという言葉が産み出されたように

微量の血中，尿中のHCG，　HCGβを確認したこ

とを根拠に妊娠（着床）の診断を下すことを疑問視

する報告7～1°｝も少なくない．

　しかしながら，非妊状態で血中，尿中HCGある

いはHCGβが検出されるのはIuteal　supply目的で

注射した外因性HCGを測定しているケース4）が殆ど

で，1週間以内にHCG製剤を筋注していないケー

スでBBT＋16DayにHCGテストパック陽性ないし

血中HCG10　mIU／ml以上を確認した場合は，たと

えそれ以上の診断根拠を欠いたとしても妊娠（着床）

が成立していると考えてよく2），この後の出血は流産

（超早期流産）と診断すべきである．

　体外受精一胚移植が一般的となり，受精，卵割の

治療が飛躍的に進歩を遂げてきたなかで，着床の治

療はいまだに遅々として進まない状況といわざるを

得ない．このような状況のなかで妊娠の早期診断な

らびに早期予後診断の確立は着床の未解決の問題解

明や習慣性流産の原因解明，ならびにそれらの治療

法確立に一定の寄与を果たす可能性が大である．

　著者はRIA法による血中HCG測定2），HCGテ
ストパックの半定量判定3）による妊娠の早期予後診断

を報告した．今回はRIA法HCG値の追試を行な

う一方で，HCGβダイナパックによる迅速EIA

法HCGβ測定，　RIA法HCGβ測定，反応試薬
操作を省略した改．良型HCGテストパック，新HC

Gテストパックを導入し，妊娠の早期診断ならびに

予後診断の正確性，迅速性の向上を計るなかで習慣

性流産の早期診断を試みた．前回の報告ではBBT＋
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16Dayの血「1lHCG値200mIU／ml以ヒの予後良好

率は約85％であったが2），妊娠の診断は内分泌学的

にはHCGよりHCGβの方が特異的で信頼1生が高
いと考えられている．

　そこでまずRIA法HCG値，HCGβダイナパ
ックEIA法とRIA法によるHCGβ値の三者の
相関関係と予後良好率を検討した，RIA法HCG

値とHCGβダイナパックEIA法HCGβ値間に
は有意で高い相関関係を認めたが，RIA法HCG

β値はRIA法HCG値とHCGβダイナパックE
IA法HCGβ値両者に対して有意な相関関係を認
めなかった．特に低濃度の相関性が低かった．

　各assay系の早期予後診断率を比較すると，　R　I

A法HCG系とHCGβダイナパックEIA法HC
Gβ系は生児を獲得した予後良好例の最低値以ヒの

f後良好率はそれぞれ77．8％，73．7％と有意な差を

認めなかったが，RIA法HCGβは20．3％と前2
者と比較して有意に低率であった．以ヒの事実から，

HCGβRIA法は妊娠の早期診断，予後診断には適し

ていないと考えられた．またRIA法HCGとHC

GβダイナパックEIA法HCGβの比較では，後
者はわずか3〔｝分で結果が得られる迅速性や放射性同

位元素を用いないメリットがあるため極めて優れた

診断法といえ，今後の妊娠早期診断はこれを中心に

展開していくと考えられた．また同法による予後診

断のcut　off値は150　mIU／m1と考えられた．

　次に，新HCGテストパックの半定量判定による

早期f’後診断を検討すると，新HCGテストパック

はi日HCGテストパックと比較して垂直方向線が水

平方向線より濃く（太く）反応する（－i－1－）が判定困

難で，敢て判定した場合のf’後良好率は57．1％で，

（＋）の予後良好率76，9％を一ド回った．（升）と（＋）

を一括した予後良好率は66．7％で旧HCGテストパ

ックの58．8％11）をHll1った．この結果から新HCG

テストパックは敢て（什）の判定を行なう必要はな

く（十）で一括してよいと考えられた．新HCGテ

ストパックの半定量判定と各Assay系の相関関係を

検討すると，RIA法HCGとHCGβダイナパッ
クEIA法HCGβは半定量判定基準が上がるにし
たがい各基準毎に有意差を認める高い相関関係を認

めたため，各半定量判定基準が血中HCG値とよく

相関していると考えられた．HCGβダイナパック

EIA法HCGβは（＋），（升）間に有意差が存在

しなかったが，前述したように（什）の診断が困難

であり，また（＋），（－1－1－）の予後良好率に差がなか

ったので問題はない．これに対して，RIA法HC
Gβは（一），（±）間で有意差がなかった．この結

果もRIA法HCGβ値が妊娠の早期予後診断には
適していないとする先ほどの結論を支持する．

　ところで，今回の無作為に抽出したBBTの高温

が16日以上延長した70例のうち実に43例（61．4％）

が流産であった．さらにRIA法HCGとHCGβダ

イナパックEIA法HCGβ値ならびに新HCGテ
ストパックの半定量判定で予後良好と診断された症

例に5例の流産が存在した．これらの5例は着床ま

でのプロセスは順調に推移したと考えられ，流産の

原因が着床以降に生じた可能性が高い，したがって，

これらの流産の原因を考える時，原因が主として着

床以降に発生すると推測されている習慣性流産の検

討を避けて通れない．

　一般的には習慣性流産（不育症）の原因に子宮の

器質的異常，黄体機能不全症，甲状腺機能障害が含

まれるが12），流産の原因が不妊症の各因子に根拠が得

られる場合は不妊症の一部と考えるべきで，習慣性

流産はあくまで流産の原因が不妊症とは独立してい

ると考えるべきである．したがって現時点での厳密

な習慣性流産は染色体異常，免疫流産，自己抗体あ

るいは抗リン脂質抗体に起因する流産と考えられる．

このなかで染色体異常以外は原因が着床以降に発生

すると考えられる．

　まず，今回の超早期流産を含む43例の流産の原因

をretrospectiveに考えると，妊娠周期の不妊因子に

問題すなわち流産の第一義的原因が不妊症因子に

求められ習慣性流産ではないと考えられたのは14例

（30．6％）で，残り29例（69．4％）は原因不明で習

慣性流産の可能性が高いと考えられた．この29例中

13例で夫婦の染色体検査を，18例でHLA　typingを，

15例で抗核抗体，抗DNA抗体，13例で抗リン脂質

抗体検査（抗カルジオライピン抗体IgM）を行なっ
た．

　染色体異常の不妊因子を含む習慣性流産に占める

割合は4－－8％程度と考えている12），そのほとんどは

転座で，現状では治療法はなく不妊因子を正常に整

え不妊因子に原因がある流産を防ぐ待機療法しか手

段がない．今回の研究では転座（夫；4番17番の均

衡型相一互転座，DR，　DQ抗原を3個共有）が1例

（原因不明流産；7．6％〉認められた．この例は予後

良好と診断された症例（20．0％）である．ただし，

この症例は夫リンパ球移植後，論文執筆中に妊娠が

成立，経過は順調である．

　また，夫婦でHLA　CIass　II抗原（DR，　DQ抗

原）を2個以L共有すると発症率が高くなると考え

られているいわゆる免疫性流産の機序はDR，　DQ

抗原の共通性が高い（妻と異なる夫の抗原が少ない）
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と夫のDR，　DQ抗原の抗体由来と考えられる胎児

拒絶抑制因子（blocking　factor）が産i生されず免疫

的には移植片と考えられる胎児が拒絶すると理解さ

れている1・i2’“’16）．治療としてはblocking　factorの産

生を目的として夫のリンパ球移植がすでに一般化し

成果を挙げている16～18）．

　さらに膠原病患者に保有率が高いとされているD

R4抗原を持つ症例では自己抗体を作りやすく次ぎ

に述べる機序で流産が起こりやすいと考えられてい

る．今回の研究では原因不明流産でDR，　DQ抗原

が夫婦で3個以上一致していたのは7例（38．8％），

2個6例（33．3％〉で2個以Lは実に72」％の高率

であった．予後良好と診断されその後流産に至った

5例では2個以ピー一致が4例（80％），3個2例40

％に及び，DR4抗原を有する症例は3例（60．6％，

1例はDR，　DQ抗原を3個共有）であった．

　膠原病合併患者に流産が多いことは経験的に知ら

れており　i2），原因としては膠原病に基づく免疫異常が

妊娠維持の免疫機構に破綻をもたらし免疫学的に移

植片としての胎児の拒絶が増幅されると理解されて

いる19）．診断は抗核抗体，抗DNA抗体の証明で比較

的容易であり，治療としてはアスピリン，漢方薬の

柴苓湯（小柴胡湯合五苓散）療法が提起され効果を

あげている19》．今回の原因不明流産中に抗核抗体を証

明出来たのは1例（6．6％，抗リン脂質抗体も陽性，

DR4抗原保持，　DR，　DQ抗原を3個共有）のみ

であった．この症例は予後良好と診断された症例（20．0

％）であった．

　さらに，最近は抗リン脂質抗体も重要視されてき

ている．抗リン脂質抗体が流産をもたらす機序はリ

ン脂質に対する抗体が形成されると血栓形成防止機

構が障害され絨毛ないし胎盤の血流が障害されて，

結果として子宮内胎児死亡が起こると理解されてお

り，診断法としてはリン脂質に作用してprothrombin

の活性を抑制する作用を持つ免疫globulin（IgM，

IgG）であるLupus　anticoagulant（LA）をはじめ

とする各種抗リン脂質抗体（antiphospholipid　anti－

body：APA＞2°）を証明することであるが，今回は抗

カルジオライピン抗体（CL）IgMを測定した．抗

カルジオライピン抗体IgMはLAとの相関性が高
い2°）．また，抗カルジオライピン抗体IgMが陽性の

ほとんどのケースで抗核抗体を同時に証明する．治

療としては自己抗体陽性例と同じで抗凝固剤として

のアスピリン，免疫調整剤としての柴苓湯療法18）が行

なわれる．

　今回の研究では予後良好と診断された1例（抗核

抗体陽性，DR4抗原保持DR，　DQ抗原を3個共
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有；原因不明流産に対して7．7％，予後良好に対し

て20％）に証明された．

　以上の事実より，原因不明流産の72．1％，予後良

好と診断された流産の実に80．0％が狭義の習慣性流

産と推測された．これらの症例は適切な治療を行な

わない限り妊娠が成立しても永久に流産を繰り返す

可能性がある．さらに染色体異常以外は治療法が確

立されつつある状況になっている．

　以ヒの結果より，妊娠早期診断で予後良好と診断

された症例がその後流産に終わった場合，仮にそれ

が初めての流産であったとしても，さらにたとえ超

早期流産であったとしても習慣性流産の各種因子が

原因となっていると考えるべきで，習慣性流産の診

断にいたずらに3回の流産を待つことなく，速やか

に染色体検査，HLA　typing，自己抗体，抗リン脂質

抗体など現時点で明らかになっている習慣性流産の

検査を施行し，適応と認められるケースには夫リン

パ球移植，アスピリン，柴苓湯療法などの適切な治

療を迅速に行なうことで以後の流産を未然に防ぎ母

体の保護を計るべきと考えられた．

　以上より以下の結論が得られた．

1）BBT＋16Dayに行なうHCGβダイナパックに

よるEIA法HCGβ値はRIA法HCG値と有意
で高い相関性があり，迅速に結果が判明するメリッ

トもあり妊娠の早期診断と予後診断に極めて優れた

検査法である．これに対してRIA法HCGβ系は

低濃度での相関性が低く早期診断と予後診断には適

さない．

2）新HCGテストパックは垂直方向線の濃度が水

平方向線とliilじ反応を示せばHCGβダイナパック

EIA法HCGβやRIA法HCGとほぼ同じ信頼
性で早期予後診断が可能である．

3）HCGβダイナパックEIA法HCGβ値，　R
IA法HCG値，新HCGテストバックで妊娠の予
後良好と診断された症例が流産に終わった場合，習

慣性流産を疑い，母体保護のため速やかに染色体検

査，HLA検査，自己抗体，抗リン脂質抗体を行な

い，しかるべき治療を行なうべきである．

　最後にRIA法HCGβの測定に御協力いただい
た㈱ファルコバイオシステムに感謝いたします．
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Astudy　of　early　diagnosis　for

habitual　abortion　by　apPlication

　　of　early　prognosis　diagnosis

　　　　　　　　　for　pregnancy

Takashi　Kano

Kano　Clinic，　Osaka　542，　Japan

　The　subject　was　70　cases　that　were　sampled　at

random　for　early　diagrlosis　of　habitual　abortion　out

of　the　cases　that　hyperthermia　of　basal　body　tem・

perature　continued　more　than　l6　days　in　JUIy，1990

and　their　serum　HCG　and　HCGβwas　measuerd　by

RIA　method，　and　serum　HCGβwas　also　maesured

by　rapid　EIA　method　with　HCGβDinapack　＠，and

urinary　HCG　was　half－quantitatively　by　new　HCG

Tespack⑪　for　early　diagnosis　and　prognosis

daiagnosis　for　pregnancy．　Chromosome，　HLA　typ－

ing，　antinuclear　antibody，　anti－DNA　antibody，　anti

－phospholipid　antibody　（anti－cardiolipin　antibody

IgM）of　thses　cases，　including　5　cases　that　resulted

in　abortion　afterwards　despite　diagnosis　of　satisfac－

tory　prognosis，　with　abortion　due　to　unknown　cause

that　could　not　be　explairled　with　the　cause　for

infertiIity　were　examined．　As　a　result，　it　was　con・

cluded　as　follows：

1）HCGβlevel（，f　HCGβDinapack　EIA　method　to

be　conducted　on　BBT十16　Day　had　a　significantly

h｛gh　correlation　with　RIA　method　HCG　level，　and

had　an　advantage　to　rapidly　indicate　the　result，　so

that　this　is　an　excellent　test　method　for　early

diagnosis　and　prognosis　diagnosis　on　pregnarlcy・In

comparison，　RIA　method　HCGβlevel　had　lower

correlation　at　lower　conentration　as　compared　with

that　of　said　Assay　series，　and　was　not　suitable　to

early　diagnosis　and　prognosis　diagnosis．
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2）If　the　concentration　in　vertical　line　of　new　HCG

Testpack　would　show　the　same　reaction　with　hori・

zontal　line，　it　indicates　to　make　possible　early

prognosis　diagnosis　with　almost　the　same　reliabil－

ity　with　HCGβDinapack　EIA　method　HCGβand

RIA　method　HCG．

3）　Examinat｛on　of　chromosome，　HLA，
autoantibody，　antiphospholipid　antibody　of　the

causes　that　had　abortion　with　unknown　cause

demonstrated　strong　suspicion　on　hab｛tual　abortion

for　72．1％of　the　abortion　with　unknown　cause　and

假野 （533）　159

80．0％of　these　that　were　diagnosed　as　satisfactory

prognosls・

4）In　the　event　that　cases　diagnosed　as　satisfactory

prognosis　for　pregnancy　with　HCGβDinapack　EIA

method　HCGβlevel，　RIA　method　HCG　level　and

new　HCG　Testpack　resulted　in　abortion，　examina－

tion　for　chromosome，　HLA，　autoantibody，　and　anti

－phospholipid　antibody　should　be　then　imlnediately

made　for　protection　of　mother　in　guestion．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1991年10月2日）
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子宮内膜症に対する酢酸ブセレリン（スプレキュア⑪）の治療効果
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　子宮内膜症を有する婦人に対する酢酸ブセレリン（スプレキュア⑪）の臨床的有用性を確認する目

的で多施設共同臨研究（9施設）を施行した．60症例の子宮内膜症婦人に酢酸ブセレリンを投与した

が，12症例においては12周未満の使用であったので48症例を分析対象とした．全般改善度ならび症

状改簿度とも「改善以L」は60％台であったが，「やや改善以上」は約90％であった．有用度につい

ては，「有用以一ヒ」が68％、「やや有用以上」が91％であった．安全度については，「安全」，「ほぼ安

全以ヒ」がそれぞれ60％，86％であった．

　酢酸ブセレリンが子宮内膜症婦人の治療に有川，かつ安全であることが今回の多施設共同研究によ

り確認された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　SteriL，37（3），534－－540，1992）
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はじめに

　近年，子宮内膜症を有する婦人の数が増加してお

り，子宮内膜症は日常診療においてしばしば遭遇す

る疾患となってきている．本症が月経困難，下腹部

痛，腰痛などの疹痛症状をもたらすことならびに性

成熟期の比較的若年層に多発すること，は周知であ

る．さらに，子宮内膜症が不妊症の原因として注目

されており，妊孕性を温存する治療法としてホルモ

ン療法が重要視されている．本症は卵巣ステロイド，

特に，エストロゲン依存性に発育増殖することが知

られている．したがって，ホルモン療法の主な目的

は薬剤により低エストロゲン状態にすることにより

異所性内膜の増殖を抑えることにある．

　ホルモン療法としては，ゲスターゲンやタナゾー

ルなどのステロイド剤が用いられてきたが，肝機能

障害，男性化作用および体重増加などの副作用が比

較的高頻度に起こることが報告されている1・2）．

　最近，視床下部ホルモンであるGnRHの誘導体で

ある酢酸ブセレリン（スプレキュア⑭，ヘキストジ

ャパン）が子宮内膜症の治療に汎用されるようにな

ってきている．本剤は，ステロイド剤と異なり，副

作用も比較的軽度で優れた臨床効果を発揮するとさ

れている．我々も多施設共同臨床研究として，子宮

内膜症患者に酢酸ブセレリンを投与し，臨床効果，

副作用等について検討し，若干の知見を得たので報

告する．

　我々は子宮内膜症の診断のマーカーとして血清C

A125だけではなく血清ハプトグロビン（Hp）値が

有用であることを確認している3｝．今回は酢酸ブセレ

リン使用前後においてこれらマーカーの推移につい

ても検討したのであわせて報告する．

対象および試験方法

1．対象

　昭和63年10月より平成元年10月までの間に北海

道大学付属病院ならびに北海道大学医学部産婦人科

教室の関連病院を受診し，臨床症状，内診および腹

腔鏡検査もしくは開腹所見にて子宮内膜症と診断さ

れた60例を対象とした．

2．薬剤および使用方法

　薬剤は酢酸ブセレリンを1日3回900μg使用した．

使用期間は原則として24週間とした．12週未満で使

用を中止した症例については安全性の検討症例とし

て採用した．

3．検査および観察項目

　主訴ならびに子宮内膜症の重症度，病巣部位，合

併症および治療歴等については患者背景として検討

した．月経時の臨床症状としては下腹痛，腰痛，排

便痛，悪心，頭痛および過多月経について，月経時

以外の自覚症状としては下腹痛，腰痛，性交痛，排

便痛および内診時の疹痛について，さらに，他覚所

見としてはダグラス窩の硬結，子宮可動性の制限お

よび付属器抵抗について使用前，使用中（4週毎）

および使用終了時に観察した．

　酢酸ブセレリン使用終了後の排卵の回復をみる目

的で基礎体温（BBT）表により排卵の有無を観察
した．

　子宮内膜症のマーカーとして血清CA125値，血

清ハプトグロビン（Hp）値を使用前後において測定

した．安全性を確認する目的でGOT，　GPT，　ALPな

どの肝機能検査，血液検査および尿検査についても

検討した．使用前後における検査値の有意差はpaired

Student’s　t－testにより検定した．

　総合評価は，使用終了後の全般改善度，安全度お

よび有用度により判定した．

結　　果

　調査対象となった総症例数は60例であったが，解

析対象は薬剤を12週間以上使用した48例とした．

なお，安全性については60例全例を対象とした．使

用期間が12週未満であった12例の脱落・中止理由

は副作用（5例）ならびに来院せず（7例）であっ
た．

1．患者背景

　解析対象とした48例の患者背景を表1に示した．

年齢は19～46歳で平均35．1±0．9歳（mean±SE）

であり，Beecham分類II，　III期が9割であった．こ

のうち15例が挙児希望を有していた。13例（27％）

が子宮腺筋症を有し，10例（20．8％）が子宮筋腫を

合併していた．なお，28例（58．3％）においては子

宮内膜症の治療歴があり，21例（43．8％）がホルモ

ン療法を，13例（27％）が手術療法を受けていた．

　使用期間は24．0±0．7週（12　一一　37週，n＝48）で，

使用量は対象例の96％（46例）が900μg／日であ
った．

2．総合評価

　全般改善度については「改善」以上が64．6％，「や

や改善」以上が89．6％であった（表2－A）．子宮

腺筋症を合併していた13例においては全般改善度は

「改善」以上が84．6％（11例）と高かった．

　安全度については脱落・中止をした12例も加えた

60例全例で評価したが，「安全」・「ほぼ安全」を含め

て86．8％であった（表2－B）．有用度は48例で検
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　　　　　　表1　患者背景

日不妊会誌　37巻3号

項 目 症例数 項 目 症例数

～ 20 1 II　　期 25

20～24 2 重　　症　　度 III　　期 18

25～29 9 Beecham分類 IV　　期 1

年　　　　齢
30～34 7 不　　明 4

（歳）

35～39 14 Stage　I 1

40～44 14 重　　症　　度 Stage　II 1

45～ 1 R－AFS分類 Stage　III 5

既婚 37
Stage　IV 3

結　　　　　婚
未婚 11 子宮筋腫 10

了一宮腺筋症 13
月経痛 32 合　　併　　症

双角子宮 2

過多月経 16
無 24

主　　　　　訴

不正出血

下腹部痛

腰痛

52116

手術療法

ホルモン療法

13

21

ピル 1

性交痛

不妊

59

治　　療　　歴 ダナゾール 14

ドオルトン 2
その他 1

その他 4

卵巣 21 無 20

ダグラス窩 32
600μg 1

子宮漿膜 9
投　　与　　量 900μ9 46

病　巣　部　位 卵管 8
900→600ug 1

子宮筋層 12
12～15週 4

子宮頸部 1
16～19週 4

左下腹～側腹部 2
投　与　期　間 20～23週 8

挙　児　希　望
有無 15

33

24～27週

28週～

23

9

表2　酢酸プセレリン（スプレキュア⑭）の改善度，安全度，および有川度

　　　　　　　　　　　A．全般改善度

判定不能
改　　善　　率

著明改善 改　　善 やや改善 不　　変 悪　　化
改善以上 やや改善以上

1 30 12 4 1 0 64．6％（31／48） 89．6％（43／48）

B．安　全度

安　　全　　度
安　　全 ほぼ安全 やや問題がある 問題がある 判定不能

安　　　　全 ほぼ安全以上

32 14 5 2 7 60．4％（32／53） 86．8％（46／53）

C．有　用　度

どちらと

もいえな

い

有用でな

い

有　　用　　度
極めて
有　　用

有　　用 やや有用 判定不能
有用以　ヒ やや有用以上

3 29 11 4 0 1 68．1％（32／47） 91．5％（43／47）
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表3　酢酸ブセレリン（スプレキュア⑭）による症状改善度

　　　　　　　A．月経時の症状改善度

改　　善　　率
著明改善 改　　善 やや改善 不　　変 悪　　化 判定不能

改善以上 やや改善以上

2 20 9 4 0 9 62．9％（22／35） 88．6％（31／35）

B．月経時以外の自覚症状改善度

改　　善　　率
著明改善 改　　善 やや改善 不　　変 悪　　化 判定不能

改善以上 やや改善以h

2 26 9 5 0 1 66．7％（28／42） 88．1％（37／42）

C．他覚症状改善度

改　　善　　率
著明改善 改　　善 やや改善 不　　変 悪　　化 判定不能

改善以上 やや改善以上

1 25 11 6 0 1 60．5％（26／43） 86．1％（37／43）

討し，「有用」以上，「やや有用」以上はそれぞれ68．1

％，91．5％であった（表2－C）．

3．各症状の改善度

　月経時の症状は治療前で44例（91．7％）に認めら

れた．このうち効果判定可能な35例での改善度につ

いては「改善」以上が62．9％，「やや改善」以上が

88．6％であった（表3－A）．

　自覚症状は43例（89．6％）に認められ，「改善」

以上が66．7％，「やや改善」以上が88．1％であった

（表3－B）．各症状別の改善度を表4に示してある

が，「下腹痛」は85．3％で改善がみられ，「性交痛」，

「排便痛」も少数例であるが高い改善率が認められた．

表5　酢酸ブセレリン（スプレキュア⑧）

　　　使用終丁後排卵までに要した日数

表4　症状別臨床効果

排卵までの日数 症　例 数

14～20日 1

21～30日 8

31～40日 5 27

41～50日 7

51～90日 6

平」丞J　　42．2±3．2　0

改　善　率

下腹痛 58．8％（10／17）

腰痛 69，2％（9／13）

排便痛 100　％（2／2）

月経時の症状

頭痛 50　％（1／2）

悪心 100　％（1／1）

過多月経 66．7％（6／9）

下腹痛 85．3％（29／34）

腰痛 77．8％（21／27）自覚症状

性交痛 88，9％（8／9）

排便痛 100％（3／3）

内診時柊痛 65．6％（21／32）

ダグラス窩の硬結 63．3％（19／30）他
覚
所
見

子宮可動性の制限 61．5％（16／26）

付属器抵抗 50．0％（13／26）

U！m口

BO

60

4【｝

20

＊P・O．05

＊＊p・0，001

　　　　o　　　　　　　日　　　　　　16　　　　　　24週

　　　　　　　　　　　投与期間

図1　酢酸ブセレリン（スプレキュア⑪）による治療中

　　　の血清CA125値の変動

一方，「内診時の疹痛」は32例に認められたが，65．6

％の改善率であった．

　他覚所見は44例（91．7％）にみられ，改善度は「改

善」以上が60、5％，「やや改善」以上が86．1％であ

った（表3－C＞．「ダクラス窩の硬結」，「子宮可動

性の制限」についてはそれぞれ63．3％，61．5％と比

較的高い改善度が得られた（表4）．

4．酢酸ブセレリンによる治療終了後の排卵までの
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mU／m旦

　30

20

10

0

A．GOT
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0 8

投与期閤

16 24週

日不妊会誌　37巻3号

用前の値と変わらなかった（図2）．

4）体重の変動

　使用前後で体重が計測された10例においては使用

前（54．5±2。Okg）と使用後（54．6±2．lkg）で差は

なかった．

6．副作用

　酢酸ブセレリン使用に伴う副作用は58例中12例

（20．7％）に出現した．主なものは「ほてり・発汗」・

「めまい」が各3例（5％），「薬疹」・「乳房痛」各1

例であった．副作用のため使用を中止した症例は5

例であった．

考　　察

B．GPT
mU／mQ

　30

20

10

0

図2

日数

　O　　　　　　B　　　　　　16　　　　　24週
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酢酸プセレリン（スプレキュア⑬）による治療中

の血清トラスンアミナーゼ値の変動

　酢酸プセレリンによる治療終了後の排卵の有無を

確認し得た27例において検討した．治療終了後

18～90日（42．2±3．2日，n＝27）に排卵が認めら

れたく表5）．排卯が50日以内に回復した症例は21

例（77．8％）であった。

5．酢酸ブセレリンによる治療前後におけるマーカ

ー値，トランスアミナーゼ値および体重の推移

1）CA125の変動
　血清CAI25値は使用前：65．9±10．IU／m1（n＝

40），使用8週：28．4±4．9U／ml（n＝32），使用16週：

17．8±3．OU／ml（n＝28），および使用24週：16．6±

3．3U／m1（n＝26）と治療開始後週数とともに低下

した（図1）．使用前に比べ使用8週（P〈0．05），

16週（P〈0．001），24週（P〈0．001＞後で有意な

低下が認められた．

2）ハプトグロビン（Hp）の変動

　血清Hp値は使用前に100．9±10．3㎎／dlであっ

たが，治療中の変動は認められなかった（データは

示していない）．

3）GOT・GPTの変動
　使用中ならびに使用後の血清GOT・GPT値は使

　子宮内膜症を有する婦人においては月経痛，排便

痛，腰痛，下腹部痛や性交痛などの疹痛症状ばかり

でなく，不妊を合併する頻度も高いために，治療と

しては疹痛の除去だけでなく妊孕能の向上も要求さ

れる．

　酢酸ブセレリンはGnRH　analog（GnRHa）である

ので，大量を長期に用いると，下垂体のGnRHレセ

プターのdown　regulationが起こり，ゴナドトロピ

ン分泌が低下する．従って，性ステロイドホルモン，

ことに，エストロゲン分泌が抑制され，治療効果が

発揮されると理解される4）．酢酸ブセレリンは子宮内

膜症の治療に国内外で汎用されている5－－8）．

　国内においては主として子宮内膜症による臨床症

状から酢酸ブセレリンの効果を評価し，本剤900μg

／日6カ月間の使用により86．3％の高い改善率が得

られたと報告されている5）．また，国外においては腹

腔鏡検査によりrAFSスコアーの変動を指標として

本剤による治療で80％（151／189）の改善率が報

告されている6）．我々は今回大学病院も含めた9施設

において，主に子宮内膜症の臨床症状に着目して酢

酸ブセレリンの効果を検討した．全般改善度で64．6

％改善以上の効果が認められたが，これは本剤の開

発時の成績5）（86．3％）に比べ低かった．使用期間が

12　・一　37週とばらついたことが低い改善率の原因のひ

とつとも考えられる．開発時の治験5）においては，使

用16週時では76．5％，24週時では86．7％と投与期

間が長くなるほど改善率が高くなってくることを確

認している．今回の治験でも24週間以上使用した子

宮内膜症例（子宮腺筋症合併を含む）においては，

78．3％とやや高い改善率が得られた．さらに，ホル

モン療法・手術療法などを過去に受けたことがある

改善率（60．7％）の低い再発症例が28例と多かった

ことも原因のひとつとして考えられる．

　安全性に関しては，「ほぼ安全」以上で86．8％の
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高い安全性が確認された．

　子宮内膜症のマーカーとしてCA125は広く用い

られており，重症になるほどCA125が高くなるこ

とが報告されている3・9・1ω．さらに，治療中の効果判定

のマーカーとしての有用性も確認された3）．今回治療

中のCA125を観察したが，本剤使用8週の時点で

すでに有意に低下し，さらに16週まで低下を続け，

16週以降では一定となることが示された．これは鈴

木ら11），Acienら12）の報告と同様であり，酢酸ブセレ

リン使用によりCA125は正常化することが認めら
れた，

　血清Hp値は子宮内膜症患者の軽症例においても

高くなることを我々は報告してきた3）．今回は酢酸ブ

セレリン使用中の血清Hp値の変動を検討したが，有

意な変動は認められなかった。既に報告3）してあるよ

うに，血清Hp値は子宮内膜症，ことに軽症型の診断

には有用であるが，薬物による治療効果の判定には

有用でないことが本研究においても確認された．

　副作用は58例中12例（20．7％）に起こったが，

重篤なものはなかった．また，GOT・GPTおよび体

重は本剤の使用により変動しなかったことより，酢

酸ブセレリンは肝機能障害や体重増加などの副作用

が少ない安全性の高い薬剤であることが確認された．

子宮内膜症に対する効果をダナゾールと比較検討し

たDmowskiら7）も体重増加やandrogenicな副作用

の発現頻度は酢酸ブセレリンの方が低いと報告して

いる．なお，薬剤使用中のほてり，頭痛，めまいな

どの副作用は使用中もしくは使用終了時に軽快もし

くは消失した．

　本研究と他の研究者の成績とから子宮内膜症に対

する酢酸ブセレリンは，その効果，安全性の面から

ダナゾールと同等あるいはそれ以上の有効性が期待

できる薬剤であると思われる．今回の多施設共同臨

床研究においては子宮内膜症の再発例が多く含まれ

ており，その症例の改善率が初回治療症例に比べ低

いことが示された．今後は再発症例に対する酢酸ブ

セレリンの効果および使用終了後の再発率，妊娠率

などについても検討を続けていく必要があると思わ

れる．
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　　Sixty　patiellts　with　endometriosis　were　studied　to

evaluate　the　clinical　usefulness　of　buserelin　acetate

（900μg／day）．　Twelve　of　them　were　judged　to　have

dropped　out，　because　duration　of　the　treatment　was

shorter　than　12　weeks．　Accordingly，　the　efficacy　of

the　drug　against　endometriosis　was　evaluated　in　the

remaining　48　patients　aged　35．1±0．9（M±SE）years

of　age　who　underwent　the　treatment　for　24．0±0．7

weeks．　The　global　improvement　rate　was　64．6％in

terms　of‘‘moderate　to　marked”improvement　and

89．6％in　terms　of“slight　to　marked”improvement．

On　the　other　hand，　the　safety　of　the　drug　was

evaluated　in　all　of　the　60　patients．　The　rate　of　the

cases　who　had“almost　to　absolutely”no　problem

was　86．8％．　There　were　also　no　significant　changes

in　GOT，　GPT　and　body　weight　after　the　treatment．

In　an　attempt　to　find　out　apPropriate　parameters　to

observe　the　therapeutic　effectiveness　of　the　drug

against　endmetriosis，　serum　CA　l25　and
haptoglobin（Hp）were　measured　throughout　the

treatment．　Serum　levels　of　CA　125　decreased　8

weeks　after　administration　of　buserelin　acetate，

while　no　significant　change　in　serum　Hp　levels　was

noted．　It　is　shown　from　the　present　study　that

buserelin　acetate　is　useful　for　the　treatment　of

women　with　endometriosis．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1991年12月9日〉
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　経口避妊薬と他の薬剤との相互作用について多くの報告がなされている．肝ミクロソームの酵素誘

導を起こす薬剤（抗てんかん剤，催眠鎮静剤）あるいは腸肝循環を阻害する薬剤（抗生物質）との併

用により相互作用が起こり，避妊効果が減弱することが考えられる．

　さらに，経口避妊ステロイドは，それ自身の肝ミクロソーム酵素阻害作用により，併用した三環系

抗うつ剤の中毒症状を出現させうる．また，トランスコルチンを上昇させ，副腎皮質ホルモンの排泄

を遅らせその活性を増加させることもある．

　本稿では，これらの相互作用する薬剤，その作用機序，およびその対策等について述べた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，37（3），541　552，1992）

はじめに

　いよいよ，経口避妊薬（ピル）の一般的使用が認

可されるであろう年となった．ピルはその性格上，

長期にわたって継続的に服用される薬剤である．一

方，日本人の薬好きもあるが，近年病院等より多種

類の薬剤が併用投与されたり1），さらに，外来患者に

おいては複数の病院，薬局等より求めた薬剤を重複，

併用服用することも起こる．また，実際問題として，

数年間ピルを服用している間に数回は“風邪ひき”

あるいは何らかの炎症性疾患等を起こすこと，それ

に対して抗生物質をはじめ種々の薬剤を併用して服

用することは，全く普通のことと考えられる．その

際注意しなければならないことは，2種以上の薬物

を併用することで薬物間の相互作用が起こり，薬効

が減弱（例えばピルの効果が下がって不正出血，妊

娠が起こる）・増強，あるいは副作用が出現・増強す

る可能性があることである．このようなピルについ

ての薬物相互作用に関する臨床報告は，1971年

Reimersら2）が，ピル服用者でリファンピシン
（rifampicin）ならびに他の抗結核薬を併用している

者に，不正出血の発生頻度が高いことを見い出した

のが最初である．

　現在認可申請中のピル（表1）はいずれも低用量

ピルであり，その性ステロイドの量は避妊効果を発

揮する最低閾値に近づいている．従って，他の薬剤

との併用により薬物の相互作用が起こった場合，ピ

ルの効果が幾分減弱されただけで，容易に臨床的問

題を起こす可能性が大きくなった．また，逆にピル

が他の薬剤の効果等に影響を与えることもあり得る．

そこで，本報告ではピルと他の薬物との相互作用に

ついて，Aの項で作用機序別に説明し，　Bの項で具

体的な薬物群との相互作用，Cの項で予防と治療法

を述べる．

A．作用機序

　一般的な薬物相互作用の主な機序を以下に述べ

る1・3・‘・5）．これらのうち，ピルと関連して特に目立っ

ているものに，フェノバルビタール（phenobarbital）

などにより肝内酵素が誘導されてピルが不活性化さ

れる場合，および抗生物質の投与により腸内細菌叢

が変化しピルに含まれる性ステロイドの腸肝循環（再

吸収〉が抑制される結果，性ステロイドの血中濃度



168　（542） 経口避妊薬一薬物相互作用一 日不妊会誌　37巻3号

表1　許可申請中の経口避妊薬（ピル）　（順不同）

メーカー名 相性
プロゲストーゲン

　1錠中（mg）

エストロゲン
1錠中（μ9＞

服用

日数

日本シェーリング

山之内製薬

　（SH　B264AB）

　（SHB264ED）

三相性 レボノルゲストレル　　　（0．05）

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　（0．075）

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　（0．125）

エチニルエストラジオール　（30）

　　　　　　〃　　　　　　（40）

　　　　　　〃　　　　　　（30）

6510

プラセボ 7

日本ワイス

帝国臓器

　（LOC－31）（TZO－51＞

　（LOG32）（TZO・52）

三相性 レボノルゲストレル　　　（0．05）

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　（0．075）

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　（0．125）

エチニルエストラジオール　（30）

　　　　　　〃　　　　　　（40）

　　　　　　〃　　　　　　（30）

6510

プラセボ 7

一相性 ノルエチステロン　　　　（0．5　）　エチニルエストラジオール　（35） 21

プラセボ 7

日本シンテックス

第一製薬

　（NSD・1）

　（NSD－3）

三相性 ノルエチステロン　　　　（0．5　）

　　　　〃　　　　　　　（1．0　）

　　　　〃　　　　　　　（0．5　）

エチニルエストラジオール　（35）

　　　　　　〃　　　　　　（35）

　　　　　　〃　　　　　　（35）

795

プラセボ　　　　　　　　（1．0　） 7

明治製菓

　（ME3501）

二相性 ノルエチステロン　　　　（0．5　）

　　　〃　　　　　　　（1．0　）

エチニルエストラジオール　（35）

　　　　　　〃　　　　　　（35）

10

11

一相性 ノルエチステロン エチニルエストラジオール　（35） 21ヤンセン協和

　（OJK・1／35）

　（OJK－777）

　（OJK－777－28）

三相性 ノルエチステロン　　　　（0．5　）

　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　（0．75　）

　　　〃　　　　　　　（1，0）

エチニルエストラジオール　（35）

　　　　　　〃　　　　　　（35）

　　　　　　〃　　　　　　（35）

777

プラセボ 7

一一 相性 デソゲストレル　　　　（0．15）　エチニルエストラジオール　（30） 21日本オルガノン

（Org　5187）

（Org　5187－28）

プラセボ 7

が低下する場合があり，これら相互作用の結果とし

て不正出血の発現，さらには妊娠に至ることもあり

うる．

（1）吸収における相互作用

　経口投与された薬物は，消化管で働くもの以外は

十分に消化管より吸収されなければならない．アト

ロピン〈atropine）などの抗コリン薬は，消化管の運

動を抑制し，大多数の薬物の腸管吸収を妨げる．ア

ルコール，酸剤，胃液分泌促進剤などの健胃薬は，

胃液のpHを低下させる．炭酸水素ナトリウムや抗コ

リン薬は，胃液のpHを上昇させる．これらpHの変

化がピルの吸収にも影響を与えると考えられるが，

これまでのところピルの効果に著しい影響を与えて

いるとの報告は見当たらない．

　ピルに含まれる性ステロイド（特にエストロゲン）

は腸肝循環を行なう6〕．性ステロイドは肝で代謝・抱

合を受け，硫酸抱合体あるいはグルクロン酸抱合体

として胆汁中へ排泄される．そして，腸管中に存在

する腸内細菌による加水分解を受け遊離型ステロイ

ドとなり，再び腸管より吸収される．抗生物質が投

与されると腸内細菌叢が容易に変化し，この細菌叢

による加水分解が起こらなくなる．従って，腸管か

らの再吸収が低下し，血中性ステロイドレベルが避

妊効果の消失する値にまで低下することになる．こ

のことは動物実験において確かめられている．Back

らは，ラットに抗生物質を投与すると，ノルエチス

テロン（norethisterone）7）およびエチニルエストラ

ジオール（ethinylestradio1）8）（以下，　EEと略す）

の腸肝循環が抑制されることを明らかにした．

　しかしながら，ヒトにおいては今少し複雑である。

アンピシリン（ampicillin）を投与すると，尿中およ

び血漿中のエストロゲンが50％減少するという報告9）

があり，また1981年までの17年間に，アンピシリ

ン，テトラサイクリン（tetracycline）等の抗生物質

との併用により63例が妊娠したとする英国薬物安全

委員会の報告1°）をはじめ，抗生物質の併用によって妊

娠したとする臨床報告1ト14）がある．しかし，ピル服

用中に抗生物質を投与しても，血漿中EE，レボノル
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ゲストレル（levonorgestreD，　FSH，プロゲステロ

ン（progesterone）値に有意な変化はみられないと

いう報告15）もある．これらの違いは抗生物質の種類に

よっても異なると考えられ，今後，これら抗生物質

による性ステロイドの腸肝循環抑制効果に関する臨

床データの積重ねが待たれる．

　ちなみに，薬物ではないが，食物中の繊維は血中

性ステロイドレベルに多少なりとも影響を与える．

例えば，菜食主義者では血中エストロゲン（内因性）

レベルが低い16）．腸管内での繊維の代謝物であるリグ

ナン等が，腸肝からの性ステロイドの再吸収を妨げ

ると考えられる17〕．これまでのところピル服用者での

妊娠例または不正出血の多発についての報告はされ

ていないが，極端な菜食習慣のピル服用者において

は留意を要する．

（2）分布における相互作用

　性ステロイドは遊離型あるいは抱合型（硫酸抱合

型，グルクロン酸抱合型）で血中に存在する’B～2°）が，

このいずれもその性ステロイド固有の比率をもって，

血漿蛋白であるアルブミン，SHBG（sex　hormone

binding　globulin），セルロプラスミン，CBG（cortisol

binding　globulin＝トランスコルチン）他と結合する．

一般に，これらの血漿蛋自と結合していないもの（遊

離型）が，作用部位で薬効を発揮すると考えられる．

これら血漿蛋白との結合においてピルと他の薬剤が

競合し，遊離型の性ステロイドあるいは薬物の血中

レベルが増減し，各々の薬効に変化が起こる．

　避妊用ステロイドは，例えば血漿アルブミンと結

合性の高いフェニルブタゾン，あるいはバルビツー

ル酸塩によって結合部位で置換され，その効果が増

強される可能性もある．しかし，後に述べる肝にお

ける酵素誘導により避妊用ステロイドの方がより多

く分解されるため，結果としてその効果が軽減する21）．

　一方，ピル服用者にプレドニゾン（prednisone），

プレドニゾロン（prednisolone）を投与すると，プレ

ドニゾロンによる競合阻害によリコルチゾールとア

ルブミンまたはCBGとの親和性は低下し，非結合型

のコルチゾールが増加するためグルココルチコイド

作用は増強される22）．

　SHBGは黄体ホルモン（レボノルゲストレル）と

高い親和性を有しているが，抗てんかん剤を服用す

ると，さらにその結合能は著明に増加する23）．このた

め，両者の併用により血漿中の遊離黄体ホルモン濃

度は低下し，避妊効果が減弱する24・25｝．

　エストロゲンはSHBGを上昇させ，　SHBGとテス

トステロンとの結合能を増加させるが，黄体ホルモ

ンはそのアンドロゲン作用によりSHBGを減少させ
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る．ピルの種類により“ニキビ”は悪くなったり良

くなったりするが，これは含有する卵胞ホルモンの

量と黄体ホルモンのアンドロゲン作用の強さおよび

その量の違いによる26）．さらに，ニキビ治療薬（抗ア

ンドロゲン治療薬）の効果に対して，ピルはこのSHBG

との結合を介して影響を与える27）．

（3）代謝における相互作用

　肝小胞体の薬物代謝酵素は，誘導によって活性が

上昇し，他の薬物の代謝を促進させて，その効力を

低下させる．逆に，阻害によって酵素活性が低下し，

他の薬物の代謝量が低下する結果，その薬物の効果

が上昇することもある．

（a）酵素誘導

　バルビツール酸塩は，周知の強力な酵素誘導剤で

ある．家兎にノルエチステロンあるいはEEを経口投

与したときの血漿濃度曲線によると，そのAUC（血

漿中濃度一時間曲線下面積）は，ノルエチステロン

219ng・ml－1・hおよびEE　I．71ng・ml－1・hであっ

たのに対し，フェノバルビタール処置により代謝が

充進し，それぞれ4．58ng・ml－1・hおよびO．99ng　・

ml’i・hと減少した28）．また，ピル服用中にフェノバ

ルビタールを服用した女性で，EE濃度の低下29）およ

び不正出血の出現3°・31）や妊娠1°・32・33）が成立したことが

報告されている，

　抗結核薬（抗生物質）であるリファンピシンも酵

素誘導を起こすが，これは前述の如くピルとの薬物

相互作用が報告された最初の薬物である．リファン

ピシンは，ピルに含まれる黄体ホルモンの血漿中濃

度を低下させ，ノルエチステロンの半減期を6．2時

間から3．2時間へ34），また卵胞ホルモンであるEEの

半減期を6．3時間から2．9時間へ35）と，それぞれ短縮

させた．この他にもこれと同様の報告がある36・37）．そ

の作用は，リファンピシンが肝における水酸化酵素

を誘導し，EEの水酸化をすすめて血漿中からの排泄

を促進させるためであると報告されている37）．ピルと

リファンピシンを併用した88名の女性のうち，　62名

で月経周期の異常がみられ，ピルを正しく服用して

いるにもかかわらず5名が妊娠している38・39）．

　それ以外に相互作用により不正出血の発現又は妊

娠したと報告されているものに，抗てんかん剤［フ

ェニトイン（phenytoin）1°・23・31”’33・4°・41），カルバマゼピ

ン（carbamazepine）1°・31～33），プリミ　ドン

（primidone）lo・32・33・40｝，バルプロ酸ナトリウム（sodium

valproate）1°）］，全身性抗真菌剤［グリセオフルビン

（gliseofulvin）1°・42・43｝］がある，しかし，バルプロ酸

ナトリウムについては，投与してもEEおよびレボノ

ルゲストレルのAUCその他の動態パラメーターに差
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表2－1　薬効分類別薬物相互作用

薬効分類 薬　　　剤　　　名
ピルの効

果に影響
文　　　献

ピルが他

剤に影響
文献

抗　生　物　質 ペニシリン系 10．13

・ アンピシリン 畢（F） ［Z8］，9ユ0，11，12，13，ユ昼　　一

・ アモキシリン
↓ 13

セファロスポリン ↓ lo

セフォキシチン
↓

圃
テトラサイクリン系 ↓（F） 10，13．14

ストレプトマイシン
↓

ネオマイシン
↓

圃
クロラムフェニコール

↓

リンコマイシン
↓ 團

クリンダマイシン
↓

リファンピシン 畢（F） 2，34，35，36，37，38，39

一一一グリセオフルビン ↓ 10，42．43

エリスロマイシン
↓ 10

トリアセチルオレアンドマイシン
↑

104

シクロスポリンA
↑

71．72

一抗　結　核　薬 イソニアジド

抗　原　虫　剤 メトロニダゾール
↓ ↑

クロロキン →　（↓） 50，（5） ↑

一ダプソン
↓

サルファ剤 スルファメトキサゾール
↓

トリメトプリム
↓ 10

コトリモキサゾール ↑　（↓） 90，（10）

（スルファメトキサゾール＋トリメトプリム）

抗てんかん薬 フェニトイン ↓（F） 10，24，31，32，33，40，41
↑ 73

一 一プリミドン
↓

10，32，33，40

メフォバルビタール
↓ 32

ブトバルビタール
↓

バルプロ酸ナトリウム ↓　e 10，（44）

『エトスクシミド
↓ 10

カルバマゼピン
↓

10，31，32，33

↑㈲　作用の増強（強い），↓（J）作用の減弱（強い）口　動物実験

はみられず44｝，また，バルプロ酸ナトリウム自身に酵

素誘導はないとする報告もみられる45・46）．

　ラットでエチルアルコールがレボノルゲストレル

の代謝を刺激して排泄を速め，結果的に黄体ホルモ

ン効果を弱めるとの報告47）がある．またピル服用者で

はアルコールの排泄が低下するという報告48）と，血中

濃度は非服用者との間に差はみられないが，反応時

間とビーズの糸通しによる作業能率を経時的に観察

し，アルコールに対する耐性が高くなるとの報告49）が

ある．

　その他，酵素誘導を起こすものとして，フェノチ

血中濃度測定　F　FDAガイダンス

アジン系薬物，鎮痛剤，解熱剤，非ステロイド性抗

炎症剤，マイナートランキライザー［クロルジアゼ

ポキシド（chloediazepoxide）］，抗マラリア剤［ク

ロロキン（Chloroquine）］等が考えられるが，クロ

ロキンについてはEEおよびレボノルゲストレルの濃

度に差はみられなかったとする報告5°）もあり，その他

の薬剤についても相互作用を起こしたとする明らか

な報告はない．

　また，ピルとの併用で他剤が酵素誘導をうける薬

物として，抗高脂血症剤［クロフィプラート
（clofibrate）51）］，精神・神経用剤［ロラゼパム
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（lorazepam）52・53），オキサゼパム（oxazepam）52）］，

解熱性鎮痛剤［アセトアミノフェン
（acetoaminophen）54～57）］がある．これらの薬物は，

ピルの服用によりグルクロン酸抱合が促進され52），そ

れぞれの効果が減弱すると考えられるが，これらが

臨床的に問題になったとする報告はない，

（b）酵素阻害

　抱合型エストロゲン服用者が三環系抗うつ剤の併

用によって，抗うつ剤の中毒症状が出現した5B）．また
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EEとの併用により，Hamiltonのrating　scaleでよ

り早い改善がみられるとともに，10人中4人に強度

の嗜眠，低血圧およびその他の抗うつ剤中毒症状が

みられた59）．これはエストロゲンが肝酵素を阻害した

ためである．ピル服用によっても，含有するエスト

ロゲンによりイミプラミン（imipramine）6°L－一一おそ

らくは肝で脱メチル化をうけたデスメチルイミプラ

ミン（desmethyl　imipramine）61｝一一一一一一，またアミトリ

プチリン（amitriptyline）62）が蓄積されると報告され

表2－2　薬効分類別薬物相々：作用

薬効分類 薬　　剤　　名
ピルの効

果に影響
文　　　献

ピルが他

剤に影響
文　献

催眠鎮静剤 フェノバルビタール 畢（F） 10，28，29，30，31，32，33　　　一 ↑

ヘキソバルビタール 畢（F） ↑ 匝：至司，76

バルビタール 畢（F） ↑

囮
ペントバルビタール ・駅F） ↑

圃
メタカロン

↓ ↑ 77

一
ニトラゼパム

↓ ↑ 78

一
トリアゾラム

↓ ↑

精神・神経用剤 プロマジン
↓ ↑ 84

アルプラゾラム
↑ 53

一
ジアゼパム

↓ ↑

79．80

一
ロラゼパム

↓

52．53

一㎜テマゼパム
↓

墨

オキサゼパム
↓ 52

一
クロルジアゼポキシド

↓ ↑

52．81

一一メプロバメート
↓

イミプラミン 奮（F） 58，59，60，61　　　一一

アミトリプチリン 含（F） 62

一
クロミプラミン ↑　〔→ 63，64，（65）

一
ノルトリプチリン

↑

鎮　　痛　　剤 アセトアミノフェン
↓ ↓

54，55，56，57皿一一

フェナセチン
↓

アスピリン
↓ ↑

アミノピリン
↓ ↑ 83

一
アンチピリン

↓ ↑ 85，86，87，88一一一一

フェニルブタゾン ↓9（F） （87，88）

オキシフェンブタゾン
↓

インドメタシン
↓

イブプロフェン
↓

ペチジン
↓ ↑ 84

エチルモルヒネ
↑

76．87

一
興　　奮　　剤 カフェイン

↑ 66．67一一

アミノフィリン（テオフィリン）
↑

68，69．70

一一一ニコチン
↑

↑㈲　作用の増強（強い），↓（J）作用の減弱（強い）　口　動物実験 血中濃度測定　F：FDAガイダンス
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ている．しかし，クロミプラミン（clomipramine）63）

に関しては，蓄積するとの報告64｝もあるが副作用の増

強はみられず，この差は前者がエストロゲンが50μ

9の製剤であるためとの報告65）もある．

　カフェイン（caffeine）との併用では，カフェイン

のクリアランスは低下し，その血漿中濃度が上昇す

る66・67）．これはピルによりチトクロムP－448活性が

阻害されるためであると説明されている66）．また，テ

オフィリン（theophylline）も同様にそのクリアラン

スが低下する68・69）が，これについてはチトクロムP－

450の活性阻害によって説明されている7°）．また，シ

クロスポリンA（cyclosporin　A）服用中にピルを投

与したところ，シクロスポリンAの血中濃度の上昇

とともにGOT，　GPTの上昇がみられ，投与中止によ

り正常に復したとの報告もみられる71・72）．

　その他，ピルにより酵素阻害を受け，血中濃度が

上昇し，その効果が増強されると考えられる薬物と

して，フェニトイン（phenytoin）73），ヘキソバルビ

タール（hexobarbital）74・75・76），メタカロン

（methaqualone）77），ニトラゼパム（nitrazepam）78），

アルプラゾラム（alprazolam）53），ジアゼパム

（diazepam）79・8°），クロルジアゼポキシド

（clordiazepoxide）52・81），　メ　トプロ　ロール

（metoprolo1）82），アミノピリン（aminopyrine）84｝，

アンチピリン（antipyrine）84　“一　88），ペチジン

（pethidine）84），エチルモルヒネ（ethylmorphine）76・87）

等についても報告されているが，臨床上問題となっ

たとする報告はみられない．

表2－3　薬効分類別薬物相互作用

薬　効　分　類 薬　　剤　　名
ピルの効果

に　影　響
文　　献

ピルが他剤

に　影　響
文　　献

F葦　　　　　，i三　　　　　斉IJ シクロペンチアジド ↓

メチルドパ ↓

グアネチジン ↓

クロニジン ↑ 106

抗　脂　【ll1症　剤 コレスチラミン
↓

クロフィブラート ↓ 51

一β一プロ　ッ　カ　ー メトプロロール ↑

里

抗ヒスタミン剤 プロメタジン ↓ 13

クロロサイクリジン ↓

シメチヂン
↑

副腎皮質ホルモン剤 プレドニゾロン ↑（F） 22．94

一一プレドニゾン 奮（F） 94

一ヒドロコルチゾン ↑（F） 95

一フルロコートロン ↑ 96

一ビ　タ　ミ　ン　類 葉酸 ↓ 105

ビタミンB12
↓ 105

ビタミンC
↑ 89

一抗　糖　尿　病　薬 スルポニル尿素系製剤 ↓

ビグアナイド系製剤 ↓ 102

インシュリン ↓

抗　　凝　　固　　剤 ワーファリン ↓ 97

止　　　血　　　剤 ε一アミノカプロン酸 ↑ 101

風　　　邪　　　薬 ↓ 10

そ　　　の　　　他 エチルアルコール
↓ 47 ↓ （48），49

一 一アポモルヒネ ↓ 106，107，匝

ニトロフラントイン ↓

イソトレチノイン ↑ 27

一活性炭
↓

↑㈲　作用の増強（強い），↓㊥　作用の減弱（強い）　口　動物実験 血中濃度測定　F　FDAガイダンス
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　逆に，他剤が酵素阻害を起こしピルの効果を増強

する薬物として，クロラムフェニコール（choloram－

phenicol），β一レセプター阻害剤，消化性潰瘍治療剤

のシメチジン（cimetidine），ビタミンC他1・89），およ

びコトリモキサゾール（cotrimoxazole＞90）がある．

EEは硫酸抱合型で初回通過効果を受けるが，例えば，

ビタミンCとEEを併用投与すると，血漿中の硫酸抱

合型EEが減少し，遊離型エストロゲンが増加するた

め，EEの生物活性が上昇する89）．このことはピル使

用時の破綻出血をコントロールするのに有用かも知

れない．コトリモキサゾールについては，これによ

りEEの血中濃度が明らかに上昇するとの報告9のがあ

るが，逆にコトリモキサゾールの併用により妊娠し

たとの報告もある1°）．

（4）排泄における相互作用

　薬物の排泄は大部分が腎臓で行なわれる．一般に

排泄は血漿蛋白と結合した形では行われず，遊離型

となって行われるので，蛋白結合率の高い薬物の排

泄は遅くなる1）．ピルに含まれるEEは，血中のSHBG，

セルロプラスミン91・92），CBG93）を上昇させる．ピルの

投与は長期にわたるものであり，血中蛋白濃度の変

化も薬物相互作用を考える上で留意せねばならない．

　先に分布の項で，プレドニゾロンの競合阻害によ

り遊離コルチゾールが上昇し，グルココルチコイド

作用が増強することについて述べたが，CBGの上昇

により総プレドニゾロンとともに非結合プレドニゾ

ロンのクリアランスも有意に低下することによる効

果の増強が考えられる94）．

　炎症性疾患の患者にエストロゲンを投与すると，

CBGおよび非結合型コルチコステロイドは上昇する

にもかかわらず治療効果はみられなかったが，ヒド

ロコルチゾン（hydrocortisone）投与にエストロゲン

を加えると，ヒドロコルチゾンの治療効果は3－・　20

倍増強された95｝．また，モルモットのカラゲニン浮腫

に対するヒドロコルチゾンによる抑制作用は，エス

トロゲンの添加により増強したとの報告95），また，フ

ルオコートロン（fluocortolone）を投与したところ，

それ自身の血中濃度はピル服用者と非服用者で差は

みられなかったが，ヒドロコルチゾン値は明らかに

ピル服用者が非服用者に比較して高値を示したとの

報告もある96）．

（5）作用の拮抗と協力

　ピルは経口抗凝固剤の作用を減弱させる97），ピルが

血漿中の凝固因子II，　VII，　Xを増加させ，アンチト

ロンビンIII活性を減少させる98）のに対し，経口抗凝固

剤はビタミンK依存性の諸凝固因子の生合成を阻害

するため，これらの作用が拮抗して抗凝固剤の作用・
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効果が減弱する．ピルに含有される黄体・卵胞ホル

モンのうち，ノルゲストレルは血液凝固作用にわず

かな影響しか与えないが，EEは最も強い影響を与え

ることが示唆されている99〕．

　止血剤であるε一アミノカプロン酸（ε一aminoca－

proic　acid）の抗線維素溶解作用と，ピルに含有され

るエストロゲンの凝固因子（VII，　Vlil，　IX，　X）を上

昇させる効果99・1°°）とが相まって，凝固しやすい状態

をつくる可能性がある1°1》．低用量ピルでは，これら

凝固因子への影響は少ないといわれているが，一般

的に抗凝固剤あるいは抗線維素溶解剤との併用はす

べきではないと考える．

　ピルは糖耐能を低下させることがあり，それによ

って抗糖尿病薬の効果が減弱する1°2）．1986年の東京

声明1°3）では，糖尿病ではピル使用は相対的禁忌とし，

医学的な管理の下に投与しうるものとしている．

　ピル服用によりGOTP　GPTの上昇がみられるこ

とがあるが，ピル服用中にトリアセチルオレアンド

マイシン（triacetyloleandomycin）を投与したとこ

ろ，12例に黄疸の発生とともに血清ビリルビン，ア

ルカリフォスファターゼ，γ一GTP等の上昇がみられ

たと報告されているユ゜4）．

　また，ピル服用により葉酸の排泄が増加し，血中

の葉酸値の低下がみられるとの報告があり1°5｝，葉酸

値を低下させる抗けいれん剤等の作用と相まって貧

血傾向となる可能性が考えられる．

　さらに，cr・一アドレナリン作働系アゴニストである

クロニジン（clonidine，抗高血圧剤）の鎮静効果は

ピル服用で増強し，ドーパミンアゴニストのアポモ

ルヒネ（apomorphine）のそれは低下する1°6）．動物

実験により，エストロゲンがα一アドレナリン作働生

レセプター1°ηとドーパミンオートレセプター1°s）の感

受性を変えることが相応すると考えられる．

B．各薬剤との薬物相互作用

　ピルと薬物相互作用を起こすと考えられる薬物を

文献から検索すると，多数の薬物が上げられる．現

在我々が検索できた約110報から，相互作用を示す

と考えられるものについて薬効分類別に整理し，関

連文献の番号とともに表2に示した．しかし，これ

ら文献に示された内容は，臨床用量よりはるかに高

い用量での動物実験やin　vitroの実験もあり，実際

の臨床用量でもそのような作用があるかどうか疑問

のものがある．

　妊娠例の報告にも，数種の薬剤の併用によって妊

娠したものがあり，全ての薬剤が影響したのか，あ

る一つの薬剤が影響したのか不明のものもある．ま

た，一概に酵素誘導あるいは酵素阻害等の作用があ
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るとしても，その作用の程度には明らかに差が認め

られるものもある．従って，顕著な作用については

太矢印で，またFDAの添付文書のガイダンスに記載

されているものに（F）を示した．なお，文献番号

のないものは，海外における総説3・‘・5）で可能性が考え

られる薬剤として記載されていたものであり，直接

ピルとの相互作用を示す報告は今のところ入手でき

ていない．

C．薬物相互作用の予防と治療法

　ピルと他の薬物との薬物相互作用は，1，000人から

10，000人に1人位の割合で起こる稀なものである5）．

しかし，薬物相互作用が起こり得ることを意識する

ことは，臨床上重要である．不正出血や副作用の発

現等で薬物相互作用が予想される場合には，相互作

用を起こさない他の薬物，他の高用量あるいは低用

量ピル，または他の避妊法のいずれかに変更すべき

である．

　薬物相互作用は用量依存的に起こる．ピルの効果

が低下し，不正出血・排卵（妊娠）が起こるが，一

般的にこれらに対しては，ピルの量を1日量あたり

約1．5倍多くするか，あるいは他の高力価・高含量

のピルへ変更する．例えば，てんかんの治療を受け

ている女性がピルを服用する際は，エストロゲンが

50μg含まれているものが望ましく，それでも不正出

血が起これば，更にエストロゲンが30μgのものを

重ねて併用することがすすめられているi°9・11°）．前述

の如く，ビタミンCとの併用投与により，不正出血

がコントロールされる可能性がある．

おわりに

　ピルと他の薬物との相互作用について述べた．今

後，広く用いられるであろうピルの使用にあたり，

これらの薬物相互作用が留意事項の内に含まれる．

しかし，我々はすべての薬物相互作用を経験し，ま

た認識しているわけではない．今回入手した多くの

報告は，エストロゲン50μgを含有する製剤の全盛

期であった1960～1980年のものであり，エストロゲ

ンにより影響を受ける薬剤あるいはエストロゲンが

影響を受ける薬剤については，エストロゲン30　一一　35

μgの製剤が主流となった現在では，これら影響も異

なることも考えられる．今後ピルが一般的に広く使

用されていく中で，不正出血，妊娠，副作用等が認

められた場合，どんな薬物を併用していたかについ

て詳しく聞き，知識を蓄積していくことが，より安

全かつ確実にピルを使用していくために必要なこと

と考える．
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Hideo　Honjo
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Kyoto　Prefectural　University　of　Medicine

　Kyoto　602，　Japan（Prof．　Hiroji　Okada）

　A　number　of　interactions　between　oral　contracep－

tive　steroids　and　other　drugs　have　been　reported．

These　interactions　may　lead　to　impairment　of

contraceptive　efficacy，　due　to　concomitant　use　of

drugs　having　hepatic　microsomal　enzyme－inducing

activity（anticonvulsants，　hypnotics）　or　interrupt－

ing　activity　of　the　enterohepatic　circulation（antibi－

otiCS）．

　　In　addition，　the　oral　contraceptive　steroids　can

modify　the　metabolism　and　pharmacological　activ－

ity　of　several　drugs．　The　oral　contraceptive　steroids

inhibit　a　hepatic　microsomal　enzyme　and　induce

toxic　　effects　of　tricyclic　　antidepressants，　or

increase　transcortin　and　due　to　reducing　of　the

clearance　of　corticosteroids，　the　efficacy　of　cor－

tiCOSterOidS　may　inCreaSe．

　　In　this　paper，　the　mechanism　and　management　of

these　interactions　were　reviewed，　as　well　as　the

drugs　which　may　cause　interactions．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1991年12月2日）
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地方部会講演抄録

第105回　日本不妊学会関東地方部会

日　　時：平成4年2月15日（土〉

場　　所：日本海運倶楽部2階ホール

　　　　　東京都千代田区平河町2－6－4海運ビル

1．当科における不妊患者118名の検討

　　　　　香山文美・大野佳代子・笠井靖代

　　　　　郭　宗明・木村好秀

　　　　　　　　　　　　　　（三楽病院産婦）

　1989年1月から1991年11月に当科を受診した

118名の不妊患者（原発性不妊80名，続発性不妊38

名）について検討した．平均年齢は原発性不妊で31

歳，続発性不妊で33歳であり，どちらも平均不妊期

間は約3年，妊娠までの平均治療期間は約9か月で

あった．

　原因は原発性不妊で排卵障害21％，精液異常29

％，原因不明23％と，精液異常が比較的多く，続発

性不妊で排卵障害16％，原因不明53％と，いわゆ

る機能性不妊が多数を占めた．

　妊娠率は全体で35％で，排卵障害が48％，原因

不明が47％と高く，精液異常による妊娠率は4％と

非常に低かった．妊娠は排卵誘発によるものが51％，

無治療が39％を占めた．流産率は全体で24％であ

り，原発性不妊の無治療群で50％と高値を示した．

現在行われている不妊治療では排卵誘発が最も有効

で，原発性不妊の無治療群で流産率が高かったこと

から，原発性不妊では今後不育症としての検査，治

療が重要となることが示唆された．

2．当科不妊外来における妊娠例の検討

　　　　　　北原　一・天野　完・西島正博

　　　　　　川内博人・石川雅一・劔持　稔

　　　　　　飯野譲二・安達敬一・中居光生

　　　　　　　　　　　　　　　（北里大産婦）

　1987年から1991年までに当科不妊外来に登録され

た1158例中，妊娠が確認できた364例を対象として

検討を行った．各年度の妊娠率はおよそ30％で，全

体としては31％であった．原発性と続発性不妊例を

比較してみると，原発性不妊例でフーナーテスト不

良例が多く，AIH，タイミング指導による妊娠が

高率であった．妊娠予後は原発性，続発性ともに正

期産が50％を越えている一方で，流産率は各々14．2

％と15．4％で，一般の流産率10％よりも高値であ

った．AIH妊娠例の各周期における累積妊娠率を

調べてみると，6周期目以降で妊娠率の伸びが鈍く

なった．一方タイミング指導妊娠例では，7周期目

以降で妊娠率の伸びが鈍くなった．これを原発性と

続発性で比較してみると，AIH妊娠例では原発性

不妊例が，タイミング指導妊娠例では続発性不妊例

が高い妊娠率を示した．

3．Single　AID妊娠例におけるBBT，卵胞消失

　　および妊娠時期の関係について

　　　　　　荘隆一郎・田辺清男・菊池正晃

　　　　　　斉城綾子・小林俊文・野沢志朗

　　　　　　　　　　　　　　　（慶応大産婦）

　今回我々は，過去3年間に慶応健康相談センター

婦人科へAID目的にて受診し，　Single　AIDにより

妊娠に至った症例のうち，経縢超音波断層法により

卵胞計測が可能であった症例について検討した．

　背景は，年齢24歳一一　43歳（平均31．5歳），AID

施行回数は1～22回にて妊娠に至った138例，BB

T最終低温日をOdayとし，その日にAID施行し

妊娠に至ったものが約40％，－2～OdayまでにA

ID施行し妊娠に至ったものが約85％にのぼった．

また，Odayにおいて約40％が卵胞を認めなくても

妊娠に至った．－9～－5，十2にAIDにて妊娠に

至ったものもある．また，－2よりOdayへと進むに

従い，卵胞の存在しない例が多くなり，BBTのみ

ではfollicle　monitoringが不完全であることがわか

った．超音波によるfollicle　monitoringと血中およ

び尿中エストロゲンとLHの測定とがあいまって正

確な人工授精のタイミングが決定できる．

4．AID長期不妊例について

　　　　　　菊池正晃・田辺清男・荘隆一郎

　　　　　　斉城綾子・小林俊文・野澤志朗

　　　　　　　　　　　　　　　（慶応大産婦）

　慶応健康相談センター婦人科におけるAID施行

例のうち，AIDを15周期以上施行しても妊娠の成

立しないものを長期不妊例（A群，96例）として，

AID14周期以下の施行で妊娠および出産の成立し

た対照群（B群，200例）との比較を行った．
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　初診時年齢，卵管因子，子宮因子，内膜症因子の

陽性率の4項目について，A，　B両群間で統計学的

有意差の有無の検討を行った結果，初診時年齢およ

び子宮因子に有意の差が認められた．

　おそらく，初診時の患者の年齢が高いことが長期

不妊の生じる原因の1つであり，これは患者の加齢

とともに卯にもagingが生じ，排卵が正常に起こっ

ていても卵の受精能が低下するためと推測される．

　なお，子宮因子に関しては，今後更に検討が必要

である．

5．当科における習慣流産の免疫療法

　　瀬戸山琢也・松尾明美・小林万利子

　　　吉井大介・中山摂子・三室卓久

　　安達知子・武田佳彦（東京女子医大産婦）

　　　岩下光利・坂元正一

　　　　（東京女子医大母子総合医療センター）

　2回連続流産および習慣流産患者について免疫療

法を施行しその成績を検討した．

　過去5年間の，明らかな原因のない不育症患者数

は31例であり，2回連続流産12例，習慣流産19例，

また原発不育症27例，続発不育症4例であった．

　それぞれ免疫療法後の生児率は80　一一　100％に分布

し，有意差は見られなかった．classIIHLA共通抗

原の数による，治療後の生児率の比較では有意差は

見られなかった．免疫療法施行回数に伴いマイクロ

リンパ球細胞毒性試験による抗白血球抗体では陽性

率が高くなったが，治療後の陽性群，陰性群間で生

児率に差はなかった．しかし免疫療法施行例では未

治療例に比べて有意に生児率が上昇した．免疫療法

はHLA抗原の共通性の如何によらず，反復する原

因不明流産の治療の有効であったが，その適応は習

慣流産だけでなく，2回連続流産例にも有効であっ

た．免疫療法の効果判定には，我々の行っている抗

白血球抗体検査では不十分であった．

6．不育症におけるHLA検査の意義

　　　　　小沢伸晃・牧野恒久・丸山哲夫

　　　　　梅内正勝・野澤志朗（慶応大産婦）

〔目的〕HLAは人の主要組織適合性抗原であり，各

種の免疫反応に中心的な役割を果たしている．妊娠

も同種移植現象のひとつであり，その関与が予想さ

れる．今回は，不育症患者夫婦のHLAに関し統計

的解析を行い，その検査意義につき考察した．

〔方法〕1981年から1987年まで当院不育症外来を受

診した655症例のうち，HLA以外の検査で異常の

みられない104症例を対象とした．
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〔結果・考察〕それぞれの抗原頻度に関しては一部有

意差のみられたものもあるが，他の文献結果とは異

なり，特異的であるとは判断しがたい．またA，B，

C，DR，　DQ抗原それぞれの夫婦間の共有率を求

めると，Class　II全体としての不育症患者の共有率は

有意に高く，その中ではDQ抗原にその傾向がみら

れた．不育症患者夫婦においてClass　II領域適合性に

よる免疫学的妊娠維持機構の破綻の可能性が示唆さ

れた．

7．神経損傷による逆行性射精の発生メカニズム

　　　　　　木原和徳・安藤正夫・佐藤健次

　　　　　　大島博幸

　　　　　（東京医歯大泌尿器，保健衛生学科）

　目的〉逆行性射精はseminal　emissionが温存され

ているにもかかわらず，内尿道nが閉鎖しない場合

に生ずる．両機能は下腹神経により支配されている

が，我々は最近，下腹神経切断後のemissionの代償

経路として，骨盤神経経由と精巣神経経由の2経路

が存在することを見出した．内尿道［閉鎖に対して

も，この2代償経路が働くか検討した．

　対象と方法）雑種雄成犬を用いた．内尿道口内圧

は同部にゴム製バルーンを留置し測定した．神経の

電気刺激は8V，2m　sec，10Hzで行った．

　結果）ド腹神経切断後，全頭で精液の射出は消失

し，逆行性射精が認められた．同神経切断後，内尿

道口は弛緩し，上記2代償経路の電気刺激で内尿道

口内圧の上昇はなかった．

　結論）神経原性の逆行性射精はemissionと内尿道

口閉鎖の代償性の差異により生ずると考えられた．

8．不妊症患者の夫精液中に見られた細菌とその

　薬剤感受性について

　　　　　　永江　毅・三宅　潔・持田福重

　　　　　　向井治文・柿沼三郎・布施養慈

　　　　　　　　　　　（帝京大溝口病院産婦）

　産婦人科不妊症外来において実施した精液細菌培

養の結果について報告する．

　検査対象33症例中75．8％に何らかの細菌が検出

された．最も多く検出されたのはstaphylococcus

coagulase陰性群で，次いでenterococcus　faecalis，

α一streptococcus，　streptococcus　agalactiaeのll頃で

あった．薬剤感受性では，AB－PC，CZX，GM，

EMに高い感受性が認められた．

　妊娠は11症例に成立し，抗生剤投与後の妊娠は8

症例に認められ．治療後妊娠8症例の治療前平均不

妊期間は33．8カ月であったが，治療後平均不妊期間
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は3．0カ月と著しく短縮していた．抗生剤投与前後

の不妊治療に何ら変化がなかったことから，精液中

に存在する細菌が何らかの不妊原因と考えられた，

したがって，精液検査や人工授精時には積極的に細

菌検査を行い，異常が認められた場合には夫婦同時

に抗生剤の投与を行うことが望ましいと考えられた．

9．精索静脈瘤手術前後における量的，質的精子

　パラメーターの比較検討

　　大橋政和・大家基嗣・石川博義

　　橘　政昭・田崎　寛　　　（慶応大泌尿器）

　　織田孝英　　　　　（国立埼玉病院泌尿器）

　　石川博通（東京歯大市川総合病院泌尿器）

　精索静脈瘤高位結紮術施行50例の術前，術後3カ

月の精液所見を下記の項目にて比較検討した．量的

パラメーターとして精液自動分析装置セルソフトシ

リーズ3000を用いて精子濃度，運動率，運動速度，

運動直進性を測定した．質的パラメーターとしてト

リプルステイン法にて先体反応陽性率を観察した．

　熊本らの基準によると，術後精子濃度または運動

率が改善したのは34例であった．さらに平均運動速

度，平均運動直進性はその34例を含む40例が改善

していた．さらに残る10例中5例ではヒストグラム

上，最高精子運動速度，最高精子運動直進性が上昇

していた，またトリプルステイン法による改善群で

は34例中32例が，非改善群も16例中10例が術後

増加していた．以hより精索静脈瘤高位結紮術施行

後，従来より用いられている精子濃度，運動率のみ

では現われてこない精子の量的，質的精子パラメー

ターの改善が示された．

10．AID患者における精子不動化抗体について

　　　　Alexio　Mashu・田辺清男・荘隆一郎

　　　　菊池正晃・斉城綾子・小林俊文

　　　　野澤志朗　　　　　　　　（慶応大産婦〉

　　　　亀井清・玉南有告

　　　　　　　　（東京都済生会中央病院産婦）

　AID施行中の不妊患者における精子不動化抗体

の役割について検索した．AIDを施行した不妊患
者50名（24　・一　42　ue＞の血清中精子不動化抗体を，礒

島らの方法をもとにした精子不動化試験により測定

し，対照群として，今回はAIDを除く不妊治療を

施行した151名の血清中精子不動化抗体を測定した．

AID施行群では2名（4％），対照群では3名（1．99

％）が精子不動化抗体陽性であった．両者の陽性率

について，有意の差は認められなかった，一方，A

ID施行群の18名（36％）に妊娠が成立した．この

（555）　181

うち，精子不動化抗体陽性患者は2名であり，うち

1名に妊娠成立が認められたが，その抗体価は3．3と

低値であった．頻回AIDを施行せる患者の精子不

動化抗体の役割について，なお一層の検索が必要と

思われる．

11．ヒト精子細胞内のC。2＋濃度（〔C。2＋〕［）に及ぼ

　　すprogesterone（P）の影響

　　　　清水康史・大原基弘・鎌田周作

　　　久保田俊郎・麻生武志（東京医歯大産婦）

（目的）Pが精子の受精能獲得に大きな役割を果たし

ている可能性が指摘されている．本研究は，Pによ

る精子〔C。2＋〕1の変化を測定し，受精能獲得に関す

るC。2＋の意義の解明を試みた．

（方法）29人のcapacitated　spermに対し，　P　1μg／

ml添加前後の〔C，2＋〕iの変化をFura－2を用いて測

定した．また，EGTA，　NiC12，　nicardipine，　R　U－486

前処置を行った場合について同様の検討を行った．

（成績）①精子〔C。2＋〕、は166±18nMよりP添加に

より約20秒後に736±114nMに増加し，約60秒後

にplateauに達した．②EGTA　3mMまたはNiCl2

250μM前処置によりPによる反応は抑制されたが，

nicardipine　10”5M前処置では抑制をうけなかった．

③RU－48610μg／ml前処置でPによる反応は47
％の抑制をうけた．

（結論）Pによる精子〔C、2＋〕1の上昇は，dihydropyr－

idine　insensitiveなC。2＋channelを介する細胞外か

らの流入が主であると考えられた．精子細胞膜に細

胞内とは別のprogesterone　receptorが存在し，

〔C。2＋〕iの増加を起こしている可能性が考えられた．

12．6年間の無月経後に妊娠した難治性不妊症の

　　1例

　　　　　　　佐藤芳昭・三宅崇雄・松信　晶

　　　　　　　望月愛郎・梶野　徹・樋口正臣

　　　　　　　秦　和子・大沢章吾

　　　　　　　　　　　（相模原協同病院産婦〉

　運動性無月経を初発として，以後6年間にわたっ

て放置され，結婚後EPホルモンによる治療を数回，

hMGによる治療を1回受けたが月経の発来を見ず，

子宮性無月経と診断，挙児をあきらめるように言わ

れた33歳の患者に倍量のestrogen　primingののち，

DevocinとHysronによって初めて月経発来をみた．

HSGは正常所見，子宮内膜診では少量ながら増殖

期子宮内膜を認め，8週にわたるTbc菌の培養は陰

性であった．さらに数回のカウフマン施行後clomid

による排卵誘発を行ったが失敗に終わった．次いで
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hMG－hCGによる誘発法でもE273　pg／m1の上昇を見

たのみで，排卵せず，消退出血後にGnRh　analog　900μ

／Hの点鼻を行い，E210　pg／m1以下を確認してから

hMG　150iuの連H注射を行い，最大卵胞20　mm，　E　2

1730pg／mlでhCGに変更し排卵誘発に成功し，2週

間後にテストパック（＋）となり，現在34週で経過

順調である．

13．下垂体腫瘍手術後の排卵障害に対する排卵誘

　　発法の検討

　　　　　　渡辺　浩・清水良明・松本和紀

　　　　　　楠原浩二・寺島芳輝（慈恵大産婦）

　下垂体腫瘍手術後の排卵障害9例の排卵誘発につ

いて検討した．

　LH，　FSH，　E2，　PRL値およびGn－RH　test

の結果より，多くはhypogonadotropic　hypogonadis－

mであったが，一部はnormogonadotropic
hypogonadismを示し，腫瘍の不完全摘出を示唆す

る．排卵率はhMG単独投与で90．0％，　bromo・

criptine十hMG療法で91．7％であり，　bromo・

criptineは術後なお高PRL血症を認めた症例に投与

された．hMG投与にて排卵に至らなかった周期では，

投与日数に差がないものの総投与量で有意に低値で

あった．他の13例の視床ド部性第2度無月経と比較

すると，排卵誘発に要したhMGの投与日数は有意に

長く，総投与量も有意に多かった．

　ド垂体腫瘍手術後の排卵障害に対して，なお高P

RLを示す症例では，まずbromocriptineを投与し

て，無効ならば，hMG投与を併用する．正PRLを

示す症例ではhMG単独投与を開始する．この際，

hMGは初期から1回投与量をhigh　doseに設定する

事が必要と思われる．

14．IVF－ET周期において卵胞成熟時の血中

　　EstradiolとProgesterone値が受精・着床に

　　及ぼす影響

　　　　　　　　　　石川和明（独協医大産婦）

（目的）IVF－ETにおいてGnRHaとhMG併用によ

る過排卵刺激を行い，hCG投与日の血中E2，　P値と

受精率，妊娠率，着床率との関連を検討した．

（対象）当科において過去1年半に施行した71名88

周期のIVF－ET

（方法）hCG投与日の血中E2，　P値により，1群

（E2＜2000　pg／ml，　P＜1．0　ng／m1），　II群（E，＜

2000，P≧1．0），　III群（2000≦E2〈4000，　P＜1．0），

IV群（2000≦E2＜4000，　P≧1．0），　V群（E2≧4000，

P＜1．0），VI群（E2≧4000，　P≧1．0）に分類した．

日不妊会誌　37巻3号

（結果）全周期において，受精率，妊娠率（ET当た

り）に有意差はなかった．流産率はP〈1．0の3群の

15．8％に比べP≧1．0の3群では41．7％と高かった．

着床率（着床数／移植胚数）はP＜1．0の3群で12．1

％（32／264）であり，P≧1．0の3群の着床率5．6

％（10／177）に比べ有意に高かった，E2〈2000の

2群の着床率17．5％（25／143）はE2≧2000の4

群の着床率5．7％（17／298）に比べ有意に高かっ

た．

（結論）過排卵刺激周期ではE2の上昇と相関した軽度

P上昇く≧1．0）が約35％にみられ，着床に阻害的

に関与していることが判明した．

15．FALLOT四徴症と診断された体外受精・胚移

　　植による出生児の1例

　　　　　　五味淵秀人・金子義晴・貝原学

　　　　　　　　　　　（帝京大市原病院産婦）

　　　　　　　　　太田昭彦（同・臨床研究部）

　症例は38歳，平成元年4月に10回目のAIHに
より妊娠するも流産となった．その後，妊娠成立せ

ず男性不妊症の適応により体外受精・胚移植を行っ

た．■4月16日採卯，翌田個のau亥期卵を
移植した．採卯6日目頃より卵巣過剰刺激症候群の

症状が出現し，尿中妊娠反応陽性直後より浮腫の増

強，著明な胸・腹水貯留さらに線溶充進状態を呈し

た．補液，蛋臼補充，黄体ホルモン剤などの保存的

治療を症状軽快まで5週間行った．この後，妊娠経

過および胎児発育に異常はなかったが，妊娠36週6

日高度変動一過性徐脈が頻発し胎児仮死の診断にて

帝王切開術を施行した．児は27069の男児，聴診に

て収縮期雑音を聴取，心エコーによりFALLOT四徴

症と診断された。現在のところ体外受精・胚移植お

よび薬剤との関連はないと考えられるが，出生児に

対する長期フォローの必要性がうかがわれた．

16．ヒト体外受精における卵成熟度評価法におよ

　　び未熟卵体外成熟法

　　　　　　　生方良延・神野正雄・南野智徳

　　　　　　　小山典宏・塩川滋達・吉村泰典

　　　　　　　中村幸雄　　　　　（杏林大産婦）

　ヒト体外受精において，採卵した卵の成熟度を評

価し，未熟卵のFSH添加による体外成熟法を検討

した．月経周期第3日より連日hMG　150－300単位を

投与し，血清LHが至適レベルに達した日に，
hCG　10000単位を投与し，36－38時間後に採卵した．

採卵後ただちに，卵丘塊を極少量の培養液とともに

培養皿にのせ，指ではじいて薄く広げ，100倍にて鏡
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検した．

　corona　radiataの状態から，以下のごとく分類し

た。過熱（0）：穎粒状で散っている．成熟（M）：

放射状に輝いて見える，中等度成熟（T）：褐色帯状

に見えるが卵実質を観察できる．未熟（1）：卵実質

が見えないほどコンパクト．異常（A）：卵実質の変

形やfragmentation．0，　M，　Aは2－6時間成熟培

養を行った．T，1は一部は2－6時間成熟培養し，

一部はFSH750mIU／ml添加にて約20時間成熟
培養した．正常に受精・胚分割した割合は0：37％，

M：42％，T（FSH－）：18％，　T（FSH十）：

53％，1（FSH－）：0％，1（FSH十）：18％，

A：16％であった．

17．卵胞刺激周期におけるfixed　sched皿le法の利

　　点一通常プロトコール法との比較について一

　　　　池永秀幸・安部裕司・雀部　豊

　　　　臼井彰・久保春海（東邦大第1産婦）

　　　　金子慶賛・林晴男　（薬丸病院産婦）

　IVF，GIFTにおけるfixed　scheduleの導入は，

事前に排卵日を決定できるのが最大の利点である．

我々は，この方法とlong　term　use法を用いた通常

プロトコール法との比較について検討した．

　対象は，薬丸病院において施行したfixed　schedule

法13例（A群）と東邦大学第1産婦人科において施

行した従来のlong　term　use法102例（B群）で，

採卵日までのHMGの投与日数は，　A群7．40±1．36

日，B群7．64±1．41日で統計的有意差はなく，IV

Fにおける妊娠率は，Age　16．7％，　Bge　13．6％，

GIFT法では，　A＃“　57．1％，　B群36．1％とA群にお

いて高い妊娠率を示したが，統計的有意差はなかっ

た．fixed　schedule法では，　long　term　use法に比

べ，GnRHa投与量が多くなるが，今回の調査では，

HMG投与日数，妊娠率には，ほとんど影響がなか

った．fixed　schedule法は，体外受精プログラムに

おいて有力な方法であるが，GnRHa投与がさらに長

期にわたる場合，検討が必要である．

18．新しい尿中LH簡易測定キット（クリアプラ

　　ン・ワンステップ）の有用性に関する検討

　　　　　町田正弘・福田　勝・岡部親宜

　　　　　武内裕之・高田道夫（順天堂大産婦）

新しい尿中LH簡易測定キットであるクリアプラ

ン・ワンステップの検討を行った．クリアプラン・

ワンステップはImmunochronography　Assay法に

より，尿中LHを迅速に測定し5分で判定できるキ

ットである．クリアプラン陰性時のEIA法を用い

（557）　183

た尿中LH値のmean＋2SDより27．5　IU／1をcut

off値とした結果，特異性は100％，感受性は96．4％

であった．クリアプランのスコアと尿中LH値との

相関は，y＝0．018　x＋1．354，　r＝0．822（P〈0．01）

であった．また尿中LH値と血中LH値は，y＝1．95

x　＋5．7，r＝0。84（P＜0．01）と良好な相関を示し

た．我々は1日1回の血中LH測定による排卵予知

を行い良好な成績を収め，すでに報告している．血

中LHと尿中LH，そして尿中LHとクリアプラン

は強い相関を示したことより，クリアプランは臨床

上排卵予知に有用であると考えられた．本キットは，

尿中LHを簡単な操作で，短時間に検出でき，結果

判定が容易で，煩雑な日常診療時でも有用に活用で

きると思われた．

19．各種hMG製剤におけるゴナドトロピン組成と

　　その臨床的意義一更年期婦人の尿中ゴナド

　　トロピン値と比較して一

　　　　　合阪幸三・都築浩雄・金田幸枝

　　　　　鳥谷華子・野島美知夫・國保健太郎

　　　　　吉田浩介　　　　　（賛育会病院産婦）

　4種類のhMG製剤を用いて視床下部性排卵障害

患者17例に排卵誘発を行った．用いた薬剤は①ヒュ

メゴン（FSH：LH≒3：1，hCG非添加），②パ

ー ゴナル（同1：1，hCG添加），③フェルティノー

ムーP（pure　FSH＞および④HMG「日研」（同200：

1）の4種類であった．

〔成績〕1）hMG総投与量および成熟卵胞数は②で

多くなった．その結果，OHSS発生率も②で高率で

あった．

　2）排卵直前の血中hCG，　androstenedione（AS

D）値はいずれも②で最も高値であった．

　3）同時期の血中FSH／LH比は③で最も高く②で

最も低かった。

　4）更年期婦人8例における尿中および血中FSH／

LH比はいずれも約3：1で，①のそれとほぼ同等で

あった．

　4）①はPCO症例においても，血中FSH／LH比

を③とほぼ同等に改善し，OHSS発生率も③，④と

ほぼ同率であった．

〔結論〕②に添加されているhCGは，血中ASDの

上昇を招き，卯胞の発育に好ましくない影響を及ぼ

す可能1生が示唆された．また①は更年期婦人の血中，

尿中gonadotropin比とほぼ同等で，排卵誘発には最

も生理的に好ましいものと思われた．
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20．黄体機能不全における各種パラメーターの

　　検討

　　　　　　　佐久間洋・吉松春彦・亀井俊郎

　　　　　　　田島秀郎・小倉博子・堀中俊孝

　　　　　　　小倉一仁・吉成　勉・渡辺芳明

　　　　　　　平野正子・堀切　浩・相馬廣明

　　　　　　　畑　俊夫　　　　（埼玉医大産婦）

　1989年12月から1991年ll月の当院不妊外来受

診患者182名中，BBT（B），血中P4（P），子宮

内膜（EM）の3つのパラメーターにより診断した

黄体機能不全（不全例）53例を検討した．（男性因子

のうち無精子症を除いた。）これら不全例において，

各パラメーター異常の組合せによる妊娠率は，Bの

み群：9／21例（42．8％），Pのみ群：3／10例（30

％），EMのみ群：1／9例（11．1％），　B＋P群：

1／4例（25％），B十EM群：0／1例（0％），

P十EM群：1／4例（25％），　B十P十EM群：1

／4例（25％）であった．各パラメーター異常ごと

の妊娠率は，B異常含む群：36．6％，　P異常含む群：

27．3％，EM異常含む群：16．7％であった．一方，

正常なパラメーターを含む不全例の妊娠率は，B正

常群：21．7％，P正常群：32．3％，　EM正常群：

37，1％であった．以上より，子宮内膜異常を伴った

不全群は妊娠しにくいことが示唆された．また，不

全例26例と正常例33例におけるLH－RH・TRH負

荷試験で，LH，　FSH，　PRLに関して基礎値，

反応値，△値を検討したが，有意差は認められなか

った．

21．ダナゾールによる肝機能異常に対するウルソ

　　デスオキシコール酸併用の有用性の検討

　　　石川雅彦・榊原秀也・白須和裕

植村次雄・水口弘司

長田久文

平吹知雄・高橋尚彦

片桐信之・飛鳥井邦雄

　（横浜市立大）

（横浜市民病院）

（市立港湾病院）

（横浜共済病院）

遠藤方哉・松山明美・佐藤啓治

　　　　　　　　　　（小田原市立病院）

小菅興正　　　　　　　　（藤沢市民病院）

織茂　毅　　　　　　　　（川崎中央病院）

大塚尚之　　　　　　　（三浦市立病院）

八つ橋良三・毛利　順（済生会南部病院）

山U　肇・高安義弘　　（県立足柄上病院）

草場徳雄　　　　　　　　（横浜労災病院）

　子宮内膜症の治療は長期にわたるケースが多くそ

の安全性についての検討が必要と思われる．今回は

日不妊会誌　37巻3号

ダナゾール（DA）による肝機能異常についてウル

ソデスオキシコール酸（UDCA）の併用を行い，そ

の有用性の検討を行った．

〔方法〕DA投与開始後4週ごとに肝機能検査を行い，

GOT，　GPTのうち1項目でも正常値上限を越え

る症例をDA単独投与群，　UDCA併用群に分け群間

比較を行った．

〔結果〕1．DA投与によるGOT，　GPTの上昇は

43例中19例（442％）に認められた．2．GOT，

GPTの上昇は投与開始4～8週の問で最も多く発

現した上昇の程度は，正常値の上限の2倍以内でG

OT71．4％であるのに対し，　GPT42。1％と上昇

の程度に差を認めた．3．異常発現時，GOTは
38．4±4．7であったのに対し，投与終了後DA単独投

与群では38．4±6．9，UDCA併用群では31．3±6．9，

GPTは67．3±18．3がDA単独投与群では68．6±

19．4，UDCA併用群では55．0±23．9とUDCA併用

群において減少傾向を示した．改善率は75％であっ

た．4．UDCA投与による，副作用は認められなか
った．

〔まとめ〕以上よリダナゾール投与時の肝機能障害に

UDCAの投与は有用であると思われる．

22．ラットにおける実験的子宮内膜症の作製

　　　　　　松林秀彦・牧野恒久・岩崎賢一

　　　　　　斉藤　優・野澤志朗優応大産婦）

（目的）子宮内膜症の発生に関しては種々の説が提唱

されているが，未だ解明されていない．今回我々は，

ラットを用い外科的に子宮内膜を腹膜に移植するこ

とにより実験的子宮内膜症の作製を行った．

（方法）週齢9週のSDラットを用いエーテル麻酔下

で開腹し，片側子宮を部分切除した．分離した内膜

組織片のみを腹膜に4箇所縫合した．コントロール

としては，子宮内膜の代わりに大網を移植したもの

を用いた．

（結果）移植3週間後，子宮内膜移植群は19例中16

例に移植子宮内膜の生着および増殖を認めたが，大

網移植群では11例全例とも生着はしたが萎縮してい

た．組織所見は，ヒトにおける外性子宮内膜症の組

織所見とほぼ等しいものであった．また，3週間後

と8週間後でほぼ同様な組織所見であった．

（結論）ラット実験的子宮内膜症は子宮内膜症モデル

として容易に作製でき，また安定した系となり得る

ことが示唆された．
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23．マウス4細胞期胚の顕微操作と胚発生への

　　影響

　　　　　　久慈直昭・境田通泰・宮崎豊彦

　　　　　　片山恵利子・杉山　武・飯田悦郎

　　　　　　　　　　　　　　（荻窪病院産婦）

（目的）透明帯を人工的に裂開することによるin　vitro

胚発生および透明帯脱出（hatching＞現象への影響

を検討する．

（方法）卵管より採取したICRマウス4細胞期胚に，

3種類の透明帯開口術を行った．A群：穿刺用ピペ

ットを刺入しただけの群，B群：円周の約1／8を

切開した群，C群：円周の約1／4を切開した群．

胚は操作後72時間培養し，48時間後のhatching率

と72時間後の透明帯からの完全脱出率を検討した．

（結果）1）胚の分割スピード，胞胚形成までの時問

などに各群とも有意な差はみられなかった．2＞A

群ではhatchingや完全脱出は促進されなかった．3）

B群ではhatching時期は早まるが，完全脱出率は低

かった．4）C群ではhatching，完全脱出ともに促

進された．

（結論）胚透明帯を適当な大きさで切開することによ

り，透明帯からの完全脱出を促進できることが示唆

された．

シンポジウム

午後4：00～6：00

「生殖臓器研究の最近の進歩：

　　　　　　　　　　in　vitroからのアプローチ」

Modulator：堤　　治（東京大学産婦人科）

　　　　　　久保田俊郎（東京医科歯科大学産婦人科）

演者：下垂体　峰岸　敬（群馬大学産婦人科〉

　　　一ド垂体ホルモン（LH，　FSH）レセプター

　　　の機能調節

　　　卵巣　鎌田周作（東京医科歯科大学産婦人科）

　　　卵巣機能調節因子としてのエンドセリンとそ

　　　の作用機序

　　　卵　藤原敏博（東京大学産婦人科）

　　　電気生理学的方法を用いた卵成熟過程解析へ

　　　の新しいアプローチ

　　　精巣　野口和美（横浜市立大学泌尿器科）

　　　精巣インヒビンの存在とその意義

　　　卵管　南直治郎（京都大学農学部家畜繁殖学）

　　　哺乳動物初期胚の発生に関与する卯管因子に

　　　ついて」

　　　子宮内膜・脱落膜　松本和紀（東京慈恵会医

　　　科大学産婦人科）

　　　子宮内膜・脱落膜組織内における免疫担当細

　　　胞の分布からみた妊娠の成立とその維持の

　　　mechanismについての一考察



関連学会のお知らせ

期

会

第14回国際不妊学会議（IFFS）

日　1992年11月22日（日）～27日（金）

場　カラカス（ベネズエラ）

　　Hilton　Convention　Center

　　Teresa　Carre血o　Cultural　Complex

登録費
（単位US＄）

1992年7月末日まで 1992年8月1日から

IFFS会員 400 450

非　会　員 450 500

同　伴　者 150 200

※一般演題の申込は5月31日に締切られましたが，ご提出のご意志がおありの先生は，

　至急不妊学会事務局宛にご連絡下さい．

会議の詳細および登録用紙を含むFinal　Announcementは日本不妊学会事務局

（tel：03－3272－7077）へご請求下さい．



第37回日本不妊学会学術講演会・総会

　　　〈1992年11月6日（金）～7日（土）〉

宿泊のご案内

この度，㈱アイシーエス企画では第37同日本不妊学会総会の宿泊のお取り扱いをさせ

ていただくことになりました．ここに下記の通り，宿泊ホテルのご案内を申し上げま

す．多数のお申込みをお待ちいたしております．

1．宿泊のご案内

タイプ ホ　テ　ル　名 ルームタイプ 料　　　金

A 京王プラザホテル

または同等クラスホテル

ツインルーム

シングルルーム

34，445円

30，480円

B ワシントンホテル

または同等クラスホテル

ツインルーム

シングルルーム

20，910円

13，855円

C ニューシティーホテル

または同等クラスホテル
シングルルーム 10，610円

※上記料金は1室1泊（朝食付）税金サービス料込みの料金です．

※3～6％の消費税がチェックアウト時に加算されます．

　ご連絡を賜りましたら申し込み用紙とともに詳細をお送り申し上げます．

2．お申し込み締切り日：平成4年9月30日　（水）

3．お申し込み方法・お問い合わせ先

　　ご宿泊ご希望の人数とこ所属をお電話またはファクシミリで下記へご連絡下さい．

　　　　㈱アイシーエス企画　　不妊学会デスク

　　　　〒103：東京都中央区日本橋2－14－9　加商ビル2F

　　　　TEL：03－3272－2818　FAX　O3－3275－2945

　　　　担当：島村・小松
　　折り返し申込用紙兼用の宿泊費振込用紙（郵便振替）をお送り致します．

　　　ご入金を確認後，予約確認書をお送り致します．



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，ダプルスペース2枚以

　内の欧文抄録（題名，著者名，所属を含む）を添

付する．

5．図表ならびに写真は稿末に一括してまとめ，符

　号を記入し，かつ本文中に挿入すべき位置を明示

　する．

6．記述は和文または欧文とし，和文は横書き，口

語体，平がなを用い，現代かなつかいによる．

7．外国の人名，地名等は原語，数字は算用数字と

する。学術用語および諸単位は，それぞれの学会

所定のものに従い，度量衡はメートル法により，

所定の記号を用いる．

8．文献は次の形式により，末尾に一括記載する．

　a．雑誌の場合

　　著者名：題名，誌名，巻数：ページ数，年次

　原則として，特に原著の場合は著者名を全員あ

　げる．誌名は規定または慣用の略名に従うこと．

　特に号数を必要とする場合は巻数とページ数と

　の間に入れて括弧で囲む，すなわち

　著者名：題名，誌名，巻数（号数）：ページ数，

　　年次
　f列1．Kilbourne，　N．　J．：Varicose　veins　of　preg－

　　　　nancy，　Amer．　J．　Obstet．　Gynec．，25：104，

　　　　1933

　　2．足高善雄，竹村　喬，美並義博：最近1力

　　　　年間のわが教室における外来不妊患者の統

　　　　計的観察，日不妊会誌，4：13，1956

　b．単行本の場合

　　　著者名：著書名，ページ数，発行所，年次

　例1．Rovinsky，　J．　J．　and　Guttmacher，　A．　F．：

　　　　Medical，　Surgical　and　GynecologicaI

　　　　Complications　of　Pregnancy，　68，

　　　　Williams＆Wilkins　Co．，1965

9．同一著者による論文の掲載は同一一号に1編のみ

　とする，

10．著者校正は原則として初校のみ1回とする．な

　お，校正は字句の訂正にとどめる．

11．原稿の採否，掲載順位その他，編集に関する事

　項は編集会議で決定する．掲載は原則として受付

　順にする．

12．特別掲載を希望する論文は，受付順序によらず，

　速やかに掲載される．この場合は掲載に要する実費

　は全額著者負担とし，かつ特別掲載料を納付する．

13，掲載原稿に対しては，別刷30部を贈呈する．こ

　れ以上を必要とする場合は，原稿に別刷総部数を

　朱記する．なお，30部を越す分についての実費は

　著者負担とする．

14．投稿先および諸費用の送付先は，東京都中央区

　日本橋2丁目14番9号加商ビル（株）アイシーエ

　ス企画内社団法人日本不妊学会　事務局とする．

　　　　　　　　　　　　　　　　編集会議からのお知らせ

原稿用紙はB5判横書き400字詰のものを使用し，組版に差支えないよう清書して下さい．ワープロを使

用しても結構です．（昭和62年9月）

ランニング・タイトル（和文で25字以内，英文では401etters以内）を記載してください．（昭和63年1月）
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