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荒　井 清先生の逝去を悼む
　荒井清先生には，平成2年4月2日のご入院に始まり，度々入退院を繰返され

たが，薬石効なく，ついに去る7月24日早朝逝去された。返す返すも残念であり，

痛恨の極みに耐えない。

　先生は，生来謹厳実直にして，勝れた識見と高潔なお人柄の上に，さらに几帳

面で責任感が強く，その反面柔和で終始笑顔を絶やすことなく，いつも真剣に学

問，学会に取組んでおられた。

　先生と私とは同じ門下生ではあったが，先生が私の赴任後のこ人局であったた

め，真の友情が芽生えて親しい交際が始まったのは，先生が帝京大学医学部産婦

人科学教室主任教授に就任されて以来の約20年余りのことである。それは先生の

所属される大学と私の所属する大学とがたまたま同じ地区に存在したためである。

この間互いに手を携え合って，学会のため地区医会のため，持てるカのすべてを

出し合って協力し，努力をしたものである。

　顧みるに先生は，昭和28年3月東京大学医学部医学科をご卒業になり，同大付

属病院で実地修練を終了後，第16回医師国家試験に合格し，直ちに同大産婦入科

教室に入局され，昭和33年には文部教官に採用されている。昭和36年よりウー

スター研究所及びハーバード大学にて研究員となり，ピンカス教授の指導のもと，

ステロイドホルモン代謝の研究に従事して帰国された。

　その後昭和39年4月には講師，昭和43年4月には東京警察病院産婦人科医長

兼東京大学医学部兼任講師となられた。そして昭和46年帝京大学の医学部設置の

認可に伴って同大医学部第2産婦人科学教室主任教授に就任され，爾来産婦人科

学講座を主宰されたが，この間診療面ではもとより，教育研究に当っても，多数

の勝れた業績を挙げ，また優れた人材を』育成された。また日本産婦人科学会にあ

っても，昭和50年ij　29回総会においては，胎盤の内分泌一胎盤を接点とした母

児内分泌機能について一と題して宿題シンポジウムをされたが，これはまさに先

生のライフワークそのものであり，その慈蓄を傾けたご講演は会員を魅了し，多

大の感銘を与えることになり，いまなお記憶に新たなものがある。

　また先生は性機能系の内分泌学を中心とした不妊症領域についても深い関心を

示され、不妊学会の発展に対しても多大の貢献をされている。すなわち昭和52年

以降本学会・幹』事，昭和55年以降代表幹事，昭和56年以降定款評議員，昭和61年

会計担当常務理事となり，また本年lI月東京都で開催される第37回日本不妊学

会会長となり本総会を主宰し運営されることになっていた。先生のこの分野に寄

せられる卓越した抱負と学識とが，今年の総会に反映するものとして多大の期待

が寄せられていた。学術講演会には，4題の特別講演，2つのシンポジウムに加

えて一・一一・一般演題283題からなると聞いている。またその運営の基盤としては，最近

ややもすると1．V．　F．あるいは受精，着床を主題とする一方で，医学の細分化に



伴なう，その他の専門領域に触れる機会が比較的少なくなりつつ，ある傾向に鑑

み，来るべき総会には，従来の形式を踏まえた上での，これら以タトのテーマを敢

えて選択することにしたとも伺っている。いまやその準備も着々と整い，その開

幕も目前に迫って来てのご他界である。病床でその準備に追われておられた先生

のお気持ちは，まことにお察しするに余りがある。また今にして思うに，たまた

ま昭和62年ベルリンでの国際産婦人科連合終了後国際シンポジウムに招かれて，

9月の澄み切った空の下，内タト多数の学者と胸襟を開き真摯に討論を重ねて，ド

イツ，スイスを廻ったが，恐らくこれが動機となり，昭和63年わが国で始めての

産婦人科領域における乳房タト来を開設し，未来の産婦人科診療における偉大な道

しるべを築く一方，先日開講20周年記念式典を開催されて，見事な教育発展の軌

跡を披露されたばかりである。

　今日先生の御昇天は，晴夜に灯を失った思いであり，この上ない静塞を感ずる

ものである。

　前途なお春秋に富み，道なお半ばにしてのご他界ではあり，また来るべき総会

においては先生を会長に，次期会長の杉本教授を代行に，実質的には教室の運営

によって開催される運びとなっている。遙かなる天界よりもご指導があらんこと

を翼ってやまない。

　先生創業以来の足跡はいまや優秀な門下生によっく継承され，一一eaの結実をみ

ることは明らかである。

　最後に先生のこ昇天を悼み，ご遺族の平安をお祈りし，ご遺志を体して，本学

会の発展と，生殖関連領域の一層の進歩と発展のために，会員一同努力すること

をお誓いする。ご冥福を心からお祈つする次第である。

　　　平成四年八月

　　　　　　　　　　　　　日本不妊学会副理事長高木　繁夫



会 止
口

第38回日本不妊学会総会および学術講演会

（第1回予告）

　下記により第38回日本不妊学会総会および学術講演会を開催しますので多数の方々

がご参加下さいますようお願い申し上げます．

記

期日：平成5年9月10日
　　　平成5年9月11日

　　　平成5年9月12日

（金）

（土）

（日）

役員会

学術講演会，

学術講演会

評議員会，総会

会場：国立京都国際会館

　　　〒606京都市左京区宝ヶ池
　　　TEL．（075）791－3111

　演題募集要項，特別講演，シンポジュウム，その他，詳細につきましては次号（38

巻1号，平成5年1月発行）に予告致します．一般演題の締め切りは平成5年4月下
旬の予定です．なお今回は，日本不妊学会と世界体外受精会議とが連続して行われる

ため，ポスターセッションを重視するとともに，体外受精に関連のある演題は世界体

外受精会議の方に応募して頂くようにお願いすることになりました．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第38回日本不妊学会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉　本　　　修

連絡先：〒569大阪府高槻市大学町2番7号
　　　　大阪医科大学産科婦人科学教室内

　　　　第38回日本不妊学会総会事務局（植木　実，奥田喜代司）

　　　　TEL　O726－83－1221（代表）内線　2685（研究室＞

　　　　FAX　O726－84－1422，0726－84－6540
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PUTATIVE　INDUCTION　BY　ENDOTHELIN－10F

DEOXYRIBONUCLEIC　ACID　POLYMERASEα

ACTIVITY　IN　IMMATURE　RAT　OVARIES

Satoshi　USUKI

　　　Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Institute　of

Clinical　Medicine，　University　of　Tsukuba，　Ibaraki　305，　Japan

　　Abstract：Effects　of　endothelin－1（ET）on　DNA　polymeraseαactivity　and　DNA　content　of

ovaries　from　estrogen－treated　immature　hypophysectomized　rats　were　examined　in　vitro．　The

administration　of　synthetic　ET　to　the　incubated　ovaries　significantly　increased　the　DNA　polymer－

aseαactivity　and　the　specific　activity　of　DNA　polyrneraseα（the　DNA　polymeraseαactivity　per

DNA）in　the　ovaries．　Mixing　experiments　with　different　kinds　of　ovarian　extracts　suggested　that

no　activators　of　DNA　polymeraseαwere　present　in　the　extracts．　These　observations　suggest　that

ET　can　act　as　a　local　peptide　to　regulate　cell　proliferation　in　ovaries　of　immature　rats．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Ster三1．，37（4），561－565，1992）

Introduction

　　Endothelin－1（ET），　a　potent　vasoconstrictor

which　was　initially　isolated　from　conditioned

culture　medium　of　porcine　aortic　endothelial　cells，

causes　potent　long－1asting　vasoconstriction1）．　ET

was　also　found　to　be　a　circulating　peptide2～4），

regionally　distributed　in　various　tissues　of

mammals5～13），　and　to　function　as　a　new

neuropeptideg・10・14・15｝．

　　Further　investigations　have　demonstrated　wide－

spread　binding　sites　for　ET　not　only　in　the　vascu・

lar　bed　but　also　in　endocrine　systems15｝and　wide－

spread　transcription　of　ET　mRNA　in　various

tissues，　including　neurons16～19），　suggesting　a　vari－

ety　of　physiological　roles　of　ET　in　nervous　and

endocrine　systems　such　as　the　stimulation　or　inhi－

bition　of　various　hormones20～34｝．　ET　has　also　been

reported　to　stimulate　both　c－myc　and　c－fos　on－

cogene　expression，　which　are　involved　in　deoxyr－

ibonucleic　acid（DNA）replication35・36），　and　to　be　a

mitogenic　hormone35～40），　suggesting　that　ET

might　also　play　an　irnportant　role　in　cell　prolifera一

tion．　Although　the　roles　of　ET　have　been　studied

relatively　extensively，　there　has　been　no　direct

evidence　concerning　the　effect　of　ET　on　DNA

polymeraseα，　an　essential　component　for　DNA

replication，　activity　accompanying　DNA
SYnthesis4　i－’43）．

　　In　the　present　study，　it　was　found　that　when　the

ovaries　from　hypophysectomized　estrogen－treated

lmmature　rats　were　incubated　in　vitro　with　ET，

there　was　a　significant　increase　in　DNA　polymer－

aseαactivity　but　no　evidence　of　DNA　synthesis．

　　These　observatiorls　Iead　us　to　propose　that　ET

is　a　local　peptide　to　stimulate　the　induction　of

DNA　polymeraseαactivity　related　to　DNA　syn－

thesis　in　ovaries．

Materials　and　Methods

　　Synthetic　ET　was　obtained　from　the　Peptide

Institute（Osaka）．　Estradiol－17βwas　from　Sigma

Chemical　Company（St．　Louis，　MO，　U．　S．　A．）．

Female　Wistar－Imamichi　rats　were　hypo－

physectomized　on　day　210f　age，　using　a　paraphar－

yngeal　approach．　These　rats　were　housed　in　indi・
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vidual　cages　at　a　constant　temperature　with　a

12－h　Iight　cycle　（light　period　eS30－2030　h）　and

allowed　free　access　to　tap　water　and　food．　From

4days　after　hypophysectomy，　the　rats　were　treat－

ed　daily　for　4　days　with　estradiol－17β（l　mg／day／

rat　in　sesame　oi1，　s．　c．）．　On　day　290f　age，　the　rats

were　anesthetized　with　ether　and　decapitated．

Their　ovaries　were　quickly　removed　and　the

periovarian　bursa　was　stripped　off．　The　ovaries

were　then　preincubated　for　l　h　in　2．O　ml　of　syn－

thetic　TC－mediuln　I99（1．0％glucose　and　O．2％

NaHCO3，　pH　7．4）at　37℃in　an　atmosphere　of　95％

02－5％CO2．　Then，　ET　was　added　to　the　medium

at　a　final　concentration　of　1×10－12　M，1×10－1iM，

1×10－loM，1×10－9M，1×10－8M，1×10　7M，1×

10　6Mand　1×10－－5　M，　respectively，　and　the　incu－

bation　was　continued　for　4　h．　After　incubation，

DNA　polymeraseαactivity　and　nuclear　DNA

content　of　the　ovaries　were　determined，　as’des－

cribed　previously41）・

　　Statistical　analysis　of　the　differences　between

groups　were　performed　by　Student’s　t－test．

Results

　　When　the　isolated　ovaries　from　hypo－

physectomized　estrogen－treated　rats　were　in－

cubated　with　ET　for　20r　4　h，　DNA　polymeraseα

activity　per　ovary　increased，　depending　on　the　ET

present．　There　was　a　significant　increase　in　DNA

polymeraseαactivity　with　1×10－s　M，1×10　7　M，

1×10－6Mand　10－5　M　ET　during　4－h　incubation

（Fig．1a）．　However，　there　was　no　significant

increase　in　the　nuclear　DNA　content　per　ovary

with　the　ET　treatment（Fig，1b）．　The　specific

activ｛ty　of　DNA　polymeraseα（DNA　polymerase

αactivity　per　ovary　DNA　content）during　4－h

incubation　increased　significantly　with　1×10－7　M，

1×10－6Mand　1×10『5　M　ET（P＜0．05，　P＜O．05

and　P＜0．05，　respectively），　compared　with　in　the

case　of　a　non・treated　control．　There　was　no　signif－

icant　change　in　DNA　polymeraseαactivity　and

DNA　content　with　the　ET　Iess　than　1×10－8　M

（data　not　shown）．

　　An　activator　of　the　enzyme　may　not　be｛nvolved

in　this　increase，　since　the　enzylne　activity　was

found　to　be　additive　when　ET－treated　and　untreat－

ed　ovarian　extracts　were　mixed　and　assayed　for
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Fig．1Effects　of　endothelin－10n　DNA　polymeraseα

　　　　　activities（a），　DNA　content（b）and　specific

　　　　　activity　（c）　in　hypophysectolnized　estrogen－

　　　　　treated　immature　rat　ovaries．

　　　　　Ovaries　isolated　from　hypophysectomized　rats

　　　　　were　incubated吻　vitro　in　the　absence　or

　　　　　presence　of　various　concentrations　of

　　　　　endothelin－1（ET）for　4　h。　After　the　incubation，

　　　　　the　DNA　polymeraseαactivity　and　DNA

　　　　　content　per　ovary　were　measured，　as　described

　　　　　ill　the　text．　The　specific　activity　is　expressed　as

　　　　　DNA　polymeraseαactivity　per　mg　DNA．

　　　　　Shaded　bars　in　a，　b　and　c　denote　DNA　polymer－

　　　　　aseαactivity，　nuclear　DNA　cQntent　and　spe－

　　　　　cific　activity　for　2　h，　respectively．　Open　bars　in

　　　　　a，band　c　denote　DNA　polymerase　a　activity，

　　　　　nuclear　DNA　content　and　specific　activity　for

　　　　　4h，　respectively．　Each　value　is　the　mean±SE

　　　　　of　6　samples．

　　　　　’，P＜0．05　compared　with　control　groups（0）

　　　　　（Student’s　t－test）．　DNA　polymeraseαactivity

　　　　　is　expressed　as　nmol　dNMP（dAMP，　dCMP，

　　　　　dGMP　and　dTMP）incorporated　into　the　DNA

　　　　　fraction　in　20　min　at　37℃．

the　activity（data　not　shown）．
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Discussion

　　With　respect　to　the　proliferative　effect　of　en・

dothelins，　ET　and　angiotensin　II　stimulate　c－myc

and／or　c－foc　gene　expression35）．　These　results

suggest　that　endothelins　may　serve　as　a　growth・

regulatory　peptide　for　a　certain　cell　type．

　　In　this　in　vitro　study，　ET　was　found　to　be

effective　for　the　induction　of　DNA　polymeraseα

activity　in　ovaries，　although　no　significant

increase　in　DNA　synthesis　was　detected．　Mixing

experiments　suggested　the　presence　of　no　stimula－

tors　of　DNA　polymeraseαin　ovaries．　Thus，　this

increase　in　the　activity　seems　to　be　caused　by　an

increase　in　the　enzyme　molecule　itself．　In　this

case，　we　assume　that　ET　stimulated　certain

processes　which　lead　to　DNA　synthesis，　but　this

stimulation　was　not　enough　for　complete　activa－

tion　of　the　processes　required　for　DNA　synthesis，

because　of　the　conditions，　in　vitro　as　well　in　the

case　of　FSH41・42・44），　growth　hormone43）and　lutein－

izing　hormone－releasing　hormone45）．　During　fol・

1icu五ar　growth，　DNA　polymerase　cr　is　known　to　be

involved　in　DNA　replication41）．　ET　has　been

known　to　exist　at　a　high　level　in　ovariesii～i3A6・47），

and　in　this　study，　we　demonstrated　that　ET　stimu－

lates　DNA　polymeraseαactivity　related　to　DNA

synthesis。　These　findings　lead　us　to　propose　that

ET　functions　as　a　Iocal　intraovarian　mediator

peptide　in　such　a　manner　as　to　induce　DNA

polymeraseαactivity　prior　to　DNA　replication

and　cell　proliferation　in　rat　ovaries．　Whether　ET

acts　on　ovaries　efficiently　by　inducing　the　Iocal

production　or　accumulation　of　extraovarian　ET

by　stimulating　calcium　channels，　or　through　bind－

ing　to　a　specific　receptor　independent　of　influx　of

exterior　calcium　ion　remains　to　be　determined．

　　Our　results　show　that　ET　may　acutely　stimulate

the　induction　of．　ovarian　DNA　polymeraseα

activity　efficiently　by　inducing　the　local　produc－

tion　or　accumulation　of　ET，　suggesting　that　ET

could　contribute　to　the　physiological　control　of

DNA　replication　in　the　ovaries．
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エンドセリンー1のラット卵巣に於ける

　　　　DNA合成機能に及ぼす影響

筑波大学臨床医学系産科婦人科

臼杵　葱

　　エンドセリンが卵巣に存在し卵巣機能を直接調節する

ことが明かとなった．今回はエンドセリンー1（ET）

の卵巣におけるDNA合成に及ほす影響についてラット

を用いて検討を行った，21日令に下垂体を摘徐したラ

ットに25日令からestradio1－17β1mg／日を4日間投

与し，29日令に摘出した卵巣を2－4時間インキュベ

ー ションし，卵巣組織1．1．1のDNA　polymeraseα活性

およびDNA量を測定した．インキュベーション4時間

でDNA　polymeraseα活性およびspecific　activity

（DNA　polymeraseα活性／DNA量）は，　E　Tで有

意な増加を示した．これらの事実は，ETが卵巣内で

autocrineないしparacrine作用によって，卯胞のDNA

polymeraseα活性を促進させ細胞増殖に関’チしている

ことを示唆している．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1991年6月11日）
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不妊を伴う外性子宮内膜症における腹水中マクロファージ

およびインターロイキン1β活性に関する研究

　AStudy　on　Activity　of　Macrophages　and

Interleukin－1　in　Endometriosis　with　Infertility

長崎大学医学部産婦人科学教室（主任：ll」辺　徹教授）

　　　　　　　鮫　島　哲　郎

　　　　　　Tetsurou　SAMEJIMA

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Nagasaki　University

　　　　　School　of　Medicine，　Nagasaki　852，　Japan

　外性子宮内膜症（内膜症）による不妊原因を検索するために，局所的環境である腹水に関して，腹

水L－1iマクロファージ（MΦ）およびMΦのリンパ球活性化因子であるインターロイキン1β（IL－1）

濃度について検討した．MΦの活性は，　flow　cytometryを用いたMΦのビーズ捕食能測定により定

量的に検索した．また腹水中IL－1濃度は，　ELISA法で測定した．その結果，内膜症群34例の平均

腹水量（20．5±9．6m1）は対照群の16例（11．7±9．3ml）に比べ有意に増加していた．同様に，内膜

症群の平均MΦ数（13．3×106）は，対照群（4．4×IO6）よりも有意に多かった．内膜症群の平均MΦ

の捕食率は66．6％であり，対照群の34．8％に比べて有意に高かった．IL－1については，内膜症群

34例中15例（44．1％）に検出され，’lz均濃度は50．Opg／mlであった．対照群では16例巾2例にの

み検出された．以Lの結果より，内膜症の不妊原因として，腹水中MΦの増加および活性化の高進，

IL－1の増加が推測された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，37（4），566－5711992）

緒　　言

　外性子宮内膜症（内膜症）が不妊をきたす機序に

ついては，なお不明の点が少なくない．内膜症では

腹水中マクロファージ（MΦ）が増加し，精子や卵

子あるいは受精卵を捕食し，不妊になるともいわれ

ている．また，MΦのリンパ球活性化因子であるイ

ンターロイキン1β（IL－1）による不妊の可能性

も示唆されている6）．そこで，内膜症および対照例の

腹水について，その量，腹水中MΦの数，またMΦ

捕食能をflow　cytometric　assayを用いて定量的に

検索，比較し，さらに腹水中IL－1を測定して，内

膜症における不妊因子としてのMΦの意義について

検討した．

対象および方法

　腹腔鏡検査で内膜症と診断された不妊症34例を内

膜症群くR－AFS分類1期12例，　II期10例，　III期11

例，IV期1例），同様に骨盤腔内に異常所見が認めら

れなかった11例，開腹時癒着のない子宮筋腫1例お

よび了一宮頸部上皮内癌4例の計16例を対照群とし

た．平均年齢は内膜症群30．6歳，対照群33．0歳で

あった．そして以下の項目について検討した．

　1．腹水量

　腹腔鏡検査または開腹時に，ダグラス窩および膀

胱f宮窩より腹水を採取し，腹水量を測定した．

　2．MΦ数および捕食能

　まず，捕食能測定のための基礎実験として，対照

群の腹水からFicoll－Hypaque比重遠沈法を用いて分

離した単球群と2μmの蛍光latex粒子（ビーズ）を
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種々の濃度比および培養時間で混合培養し，捕食率

を検討した．その結果，単球とビーズの比が1：1

の場合の捕食率は著明に低く，ビーズ数が増すに従

って直線的に増加し，1：10以上で捕食率はほぼ平

坦化した（図1＞．同様に，培養時間については30分

でほぼ平坦化した（図2）．そこで，今回の実験では

単球とビーズの比を1：10に設定し，培養時間は30

分とした．

　腹腔鏡検査ないし術中に採取された腹水中から，

Ficoll・Hypaque比重遠沈法を用いて単球群を分離し

た．その数を光学顕微鏡を用いて測定し，ついで1

％FBS－PBSで洗浄後，10％FBS－RPMI　1640中

へ再浮遊させた．再浮遊液中に2μmのビーズを1：

10の割合で混和し，37℃で30分間培養し，その後，

3mM　EDTA液中に単球群を再浮遊させて細胞表

面に付着しているビーズを取り除き，MΦの捕食率

をflow　cytometry（EPICS－C）で測定した．

　Flow　cytometryには，まず単球浮遊液の全体の細

胞分布図サイトグラム（図3）が描出され，ついで，

“

Pく

ヤ

累

Y

蛍光強度

tX

図3　細胞分布図（Cytogram）

　　　X軸は相対的蛍光強度を表し，右方ほどその強度

　　　は増加したことを示している．

　　　Y軸は細胞あるいはビーズの相対的大きさを表し，

　　　ヒ方ほど大きさが増大したことを意味する．

　　　右上方の濃いclusterがMΦの細胞集団に相当す

　　　る．

　　　　　　　　　　　　’・　e　毒　　欝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毒

鶏・
　　　t・es

ゑ

轟

Pt　繕

図4　ビーズ捕食MΦの光顕像

　　　写真左はビーズ1個捕食したMΦ，右は3個捕食

　　　したMΦを示す．

内膜症群と対照群おのおのについて，サイトグラム

上のMΦ分画のみを抽出した選択的ヒストグラムが

作成された．選択的ヒストグラムのY軸は細胞数，

X軸には1個のMΦが捕食したビーズ数を示した．

すなわち，ヒストグラム上，最初のpeakは1個のビ

ー ズを捕食したMΦ群，第2のpeakは2個，およ

び第3のpeakは3個捕食群を示した．しかし4個以

上の捕食群についは，そのビーズ数を同定すること

はflow　cytometryでは困難なので，第4以降のpeak

は，4個以上のビーズを捕食したMΦ群とした．

　なおMΦ捕食率は1個以上のビーズを含有するM
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Φを陽性とし，全MΦに対する捕食MΦの割合（％）

として算出した．またflow　cytometryに用いた同一

検体はGiemsa染色を施して，光学顕微鏡によって捕

食を確認した（図4），

　3．腹水中IL－1
　腹水中IL－1は，MΦ捕食能を検討した内膜症群

34例および対照群16例について，ELISA　Assay　KIT

（CISTRON社）を用いて測定した．まず腹水中のI

L－1にmonoclonal　anti－IL－1を糸吉合させ，ついで

polyclonal　rabbit　anti－ILIおよびgoat　anti　rabbit

IgG　conjugateと反応させた．これにenzyme　sub－

strateを加えて発色させ，その吸光度を測定した．　K

ITの感度は2pg／mlなので，それ以上をIL－1陽

性とした．

　なお推計学的検討にはWilcoxon検定を用いた．

研究成績

　1．腹水量

　腹水量は対照群11．7±9．3　mlに対し，内膜症群で

は20．5±9，6mlと内膜症群で有意に増加していた（図

5）．また内膜症進行期別では1期14．3±6．0　ml，　II

期20．0±10．5ml，　III期27。7±8．2mlで，1期より

II期，　II期よりもIII期と内膜症が進行するほど平均

腹水量も有意に増加していた．月経周期で腹水量を

　　　　　　　　　　（p＜O．005＞

（．1）　　　　＊「
　30

20

10

0

対　照　群　　　　内膜症群

　　図5　腹水量

比較すると，増殖期18．6±11．1mlおよび分泌期

22．2±8．1m1で，分泌期のほうが腹水量が多い傾向

はみられるものの，推計学的に有意差はみられなか

った．

　2．MΦ数および捕食能

　内膜症例の選択的ヒストグラムは対照例に比較し

て，複数のビーズを捕食しているMΦ数が多く，内

膜症群におけるMΦ捕食能の高進がうかがわれた（図
6）．

　内膜症群の平均MΦ総数は13．3×106±10．4×106

および平均捕食率は66．6±132％であった．一方，

対照群では，平均MΦ総数は4．4×106±3．8×106お

よび平均捕食率は34．8±8。4％であり，MΦ数，捕

食率ともに内膜症群で推計学的に有意に高かった（図

7，8＞．進行期別には，MΦ数は1期11．5×106±

10．5×106，II期9．1×106±5．1×106，　III期18．7×

106±12．7×106で，1期とII期の間には有意差はみら

れなかったが，1期とIII期，　II期とIII期との比較間

では，ともに有意にIII期の方で多かった．

　月経周期においては，増殖期13。6×106±11，9×106

および分泌期12，3×106±8．7×106で，MΦ数に差は

みられなかった．また捕食率は1期63．2±9．1％，

II期68。2±16。3％およびIII期68．〇＋14．6％と進行

期による差はみられず，増殖期63．2±15．4％および

　　Y
細胞数

　　Y
細胞数

1　2　3　4
対　　照

ビーズ捕食数

1　2　3　4　　　　　　　　　ビーズ捕食数
　　　　　　内　膜　症

　図6　ビーズ捕食MΦのヒストグラム

X
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分泌期66．0±10．4％と月経周期との間にも差はみら

れなかった．

　3．腹水中IL－1

　内膜症群では，34例中15例（44．1％）にIL－1

が検出され，その平均値は50．0±31．3pg／mlであっ

たが，対照群では16例中陽性例は2例（23pg／mlお

よび18pg／m1）のみであった（図9）．内膜症群では，

進行期および月経周期と腹水中1レ1との間には，

いずれも有意な差はみられなかった．しかし，内膜

症群のうちIL－1陽性例については，MΦ捕食率と

IL－1濃…度は相関係数0．759と正の相関を示した

（図10）．
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対照　群　　　内膜症群

図9　腹水中IL－1β濃度
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図10腹水中MΦのビーズ捕食率とIL－1β濃度との

相関図

考　　案

　内膜症の不妊原因については，潜在性高プロラク

チン血症，黄体機能不全，卵管采による卵の捕獲障
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害，卵管癒着，腹水中妊孕阻害因子1°・13）および自己免

疫3）などが挙げられている．

　最近では，内膜症患者の腹水に不妊阻害因子を求

める説が提唱されている．たとえば，Halmeら7）は内

膜症では対照に比較してMΦ数，特に成熟し活性化

したMΦが多く，これが不妊因子であると推測して

いる．同様に，Zellerら15）は内膜症患者の腹水中MΦ

が対照に比べて明かにその活性化が高いことから，

不妊因子としてのMΦの意義を強調している．Mus－

catoら9）はMΦが精子を捕食することが不妊原因で

あろうとし，Chacoら2）はヒト内膜症患者の腹水中M

Φの培養液中では，ハムスター卵の受精率が明らか

に減少したことから，腹水中MΦが受精を阻害する

ことにより不妊をもたらすのではないかと述べてい

る．

　Steinleiterら12）はハムスターを使った実験で，ヒ

ト内膜症例の腹水を腹腔内へ注入すると，受精率お

よび出生数の低下がおこると報告し，内膜症腹水中

になんらかの受精および受精卵発育阻害因子がある

としている．Fahkinら6｝はMΦから産生される液性

因子としてIL－1に注目し，内膜症では腹水中にI

L－1が検出され，しかも，IL－1そのものに受精

卵発育阻害作用があると論じている．

　以上のように，種々の因子について論じられてい

るが，内膜症の腹腔内環境と不妊原因について総括

すると，ひとつには，異所性子宮内膜が1曼性炎症性

の刺激となり，腹水中MΦの活性化が高進し，MΦ

の精子，卵子あるいは受精卵の捕食能が高進するこ

と，さらにMΦの活性化物質であるIL－1の作用と

して，①直接作用による受精卵発育阻害，②フィブ

リノーゲン形成による癒着形成，③プロスタグラン

ディンを産生し，それによる卵管の卵輸送障害4），④

免疫系の活性化高進による受精卵着床障害などが挙

げられ，これらが不妊原因として考えられている．

　そこで，内膜症と対照群の腹水について，腹水量，

MΦ数，MΦの捕食能およびIL－1を測定し，比

較した．一般に内膜症では対照群に比べて，腹水量

および腹水中MΦ数が増加しているとの報告が多

い1・8），本研究でも，腹水量およびMΦ数ともに内膜

症で有意に高かった．また内膜症が進行するにした

がい，腹水量も有意に増加し，MΦ数も1およびII

期とIII期との間には有意の差がみられ，　III期でMΦ

数が多かった．月経周期においても，増殖期より分

泌期の方が腹水量が増加し，MΦ数も多いとの報告

があるが14），今回の検討結果では，腹水量およびMΦ

数ともに月経周期による差はみられなかった．しか

し腹水量の増加が不妊因子としての意義を有するか
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否かについては不明である．

　そこで，MΦの活性化の指標として，捕食能に注

目し検討を試みた．捕食能を測定するには，従来，

細菌およびfuluorescent　microsphereなどが用いら

れてきた．またその計測方法もmicroscopy，
radiometric　measurementおよびfluorometryなど

が用いられてきたが，光学顕微鏡下では測定する細

胞数に限度があり，多数の検体測定に多くの時間を

要し，判定に検者の主観が入る可能性などの欠点が

挙げられる．アイソトープを用いる場合も煩雑性と

その管理の問題がある．

　一方，flow　cytometric　assayはこれらの方法に比

べて，短時間に多数の細胞と多数の検体の測定可能

など簡便性，迅速性および再現性の点で優れている5）．

従来，　flow　cytometryは主として膜表面物質の定性，

細胞内DNAとRNA量測定などに用いられてきた．

Steinkampら11）がラット肺胞MΦのlatex粒子捕食

能をflow　cytometryを用いて検討している．しかし

腹水中MΦをビーズ捕食能の点からflow　cytometric

assayを用いて検討した報告はみあたらない．

　その結果，内膜症進行期および月経周期による捕

食率の差はみられなかったが，内膜症腹水中のMΦ

は対照群に比べて明かにその捕食率が高進していた．

さらに，2個あるいは3個と複数のビーズを捕食し

たMΦ数も内膜症で多い傾向がみられた．今回のビ

ー ズを用いたMΦ捕食能の検討では，腹水中MΦ全

体の捕食能のみでなく，個々のMΦの活性化の高進

度についても比較が可能であった．内膜症において

は，個々のMΦの捕食能が高進しており，このこと

はMΦの不妊因子としての関与を示唆する所見と考

えられる．

　さらに，ELISA法を用い腹水中IL－1の測定を行

った結果，内膜症群では約半数の例でIL－1が検出

されたのに対して，対照群では，わずか2例のみに

検出された．このことから，MΦの活性化物質であ

るIL－1が，直接あるいは間接的に，内膜症の不妊

因子となっている可能性が示唆された．

結　　語

　外性子宮内膜症の不妊原因について，腹腔内環境

に注目し，腹水中MΦの捕食能とMΦ活性化物質で

あるIL－1測定を行った．その結果，腹水中の細胞

成分であるMΦおよび液性因子としてIL－1が不妊

原因となっていることが推測された．
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Astudy　on　activity　of　macrophages

and　interleukin・1　in　endometriosis

　　　　　　　　　　　with　infertility

Tetsurou　Samejima

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Nagasaki　University　School　of　Medicine，

　　　　　　　　　Nagasaki　852，　Japan

　　　　　　（Director：Prof．　T．　Yamabe）

Synopsis　The　mechanism　of　infertility　in　women

with　endometriosis　is　still　largely　unclear．　It　is

thought　that　the　number　of　peritoneal　macrophages

increases　in　women　with　endometriosis　and　that　the

macrophages　phagocytize　sperm　or　the　fertilized

ovum，　leading　to　infertility．　Furthermore，　increase

in　the　activity　of　Interleukin－1β（IL－1）is　also

thought　to　lead　to　infertility．　We　examined　the

levels　of　phagocytosisby　peritoneal　macrophages　in

patients　with　and　without　endometriosis　using　a

flow　cytometric　assay．　ILI　is　a　protein　produced　by

macrophages　and　is　believed　to　be　a　primary　media－

tor　of　host　responses．　ELISA　method　was　employed

in　order　to　study　to　the　IL－1　activity　in　peritoneal

fluid（PF）．　The　Ievel　of　phagocytosis　in　the　control

group　was　significantly　lower　than　in　the　group

with　endometriosis．　IL・1　activity　in　PF　was　present

in　15／34　patients　with　endometriosis，　whereas　it　was

present　in　only　20f　16　in　the　control　group．　We

conclude　that　the　activity　of　peritoneal　macro．

phages　and　IL－l　may　play　a　role　in　infertility　as－

sociated　with　endometriosis．

Key　words：Endometriosis－Infertility－Peritoneal

macrophage－IL1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年4月6日特掲）
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　GnRH　agonistである酢酸リュープロレリン徐放性注射剤（TAP－144－SR）を子宮内膜症患者42症

例に1回量として1．88皿gまたは3．75mgを4週間隔で6回皮下投与し，内分泌動態に及ぼす影響につ

いて検討を行った．

　両群とも血清中LHおよびFSHは投与開始3週目以後強く抑制され，その効果は3．75mg投与例の

方が1．88㎎投与例より強かった．LHおよびFSHの反応性も3．75㎎投与例の方が1．88㎎投与例よ

り抑制が強い傾向が認められた．血清中estradiolについては両群とも多くの例では4週以後投与終了

時まで30pg／m1未満の濃度を維持したが，その効果は3。75　mg投与例の方が1．88㎎投与例より強かっ

た．なお，estradiol値については1．88　mgでも酢酸ブセレリン900μg／日鼻腔内投与と同等ないしそれ

以上の抑制効果を示した．

　以上，子宮内膜症に対する本剤の臨床的検討でも1．88㎎投与例，3．75　mg投与例とも同等の臨床効果

を示したことからも，1．88　mg投与あるいは3，75　mg投与の酢酸リュープロレリン徐放性注射剤（TAP

－ 144－SR）は子宮内膜症に対して有用性の高い薬剤といえる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，37（4），572－579，1992）

はじめに

　子宮内膜症の薬物療法はここ40数年間に著しい発

展を示してきた．1950年代のestrogen大量療法，1960

年代からの偽妊娠療法，progestin療法，1980年代の

danazol療法，そして1988年になってGnRH　agonist

が臨床に用いられるようになってきている．

　子宮内膜症組織にはestrogenレセプター，proges・

teroneレセプター，androgenレセプターの存在が認

められており，これらのホルモンに反応すると考え

られている．子宮内膜症組織の発育調節には各種

growth　factorや免疫因子などの関与も考えられてい

るが，主要な発育促進作用はestrogenによってなさ

れている．従って，無周期性の低estrogen環境を作

りだすGnRH　agonistが子宮内膜症治療に用いられ

てきている．

　酢酸リュープロレリン（TAP－144）は図1の構造

を有するGnRH　agonistでありユ・2），　TAP－144－SRは
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　　　12345　67895－oxo－Pro－His－Trp－Ser・Tyr・D－Leu－Leu－Arg－Pro－NH・C2｝15・CH3COOH

　　　　　　　　一般的名称：酢酸リュープロレリン

　　　　　　　　　r・INN＊：leuprorelin＊acetate

　　　　〈参考：天然型LHRH＞

　　　　　　　12345678910　　　5－oxo－Pro－His－Trp－Ser－Tyr・Gly－Leu－Arg－Pro－Gly・NH2

　　　　　　図1　酢酸リュープロレリン（TAP・144）の構造式

TAP－144が投与部位で4週間にわたり持続的に一定

速度で放出されるように製剤設計された徐放性注射

剤である3・4｝．この薬剤については，5用量（0．47㎎，

0．94mg，1．88　mg，3．75㎎，5．63㎎）を4週間隔で

6回（24週間）皮下投与し，子宮内膜症の全般改善

度，全般安全度を加味した有用度では3．75㎎が最も

高く，至適用量としては3．75㎎／4週であると報告

されている5）．今回我々は子宮内膜症症例を対象に酢

酸リュープロレリン徐放性注射剤（TAP－144－SR）

の内分泌動態および骨塩量に及ぼす影響について，

至適用量と推定されている4週に1回3．75㎎とその

半量の1．88㎎について行い，両投与量間の比較検討

を行ったので，その成績を報告する．

試験方法

1＞対象

　横浜市立大学産婦人科およびその関連7病院産婦

人科を受診し，原則としてラバロスコピーまたは開

腹，その他問診，臨床症状，内診所見および超音波

所見等で子宮内膜症と診断された患者のうち，排卵

性月経を有する年齢18歳以上の試験薬剤1．88㎎投

与例23例，3．75mg投与例19例の計42例を対象とし
た．

　また試験に先立ち，患者に対し試験の目的および

内容について十分説明し，本試験に参加することに

ついて患者本人の同意を口頭にて取得し，同意日を

症例記録用紙に記入した．なお，試験期間は昭和63

年5月～平成3年6月である．

2）試験薬剤および投与方法

　試験薬剤として，1バイアル巾に酢酸リュープロ

レリンとして1．88mgまたは3．75㎎含有する用時懸

濁粉末注射剤を用いた．

　試験薬剤1．88㎎または3．75mgを添付の分散媒2

mlで用時懸濁後，側腹皮下に4週間隔で6回投与し

た．ただし，初回投与は月経周期の第2～5日目に

行い，試験薬剤投与中および投与終了後排卵性月経

が再来するまでは避妊するよう指導した。なお，試

験薬剤の評価に影響を与えると考えられるホルモン

剤および手術療法の併用は禁止した．また，鎮痛剤，

抗炎症剤などの併用は原則として避けた．

3）血清中ホルモンおよびCA125濃度
　血清中LH，　FSH，　Estradiol（E、），　Progesterone

（P），Prolactin（PRL）を試験薬剤投与前，投与中は投

与開始4週後までは1週毎に，その後24週後（最終

投与4週後）までは4週毎に，24週後から再来月経

終了時までは2週毎に測定した．また試験薬剤投与

による下垂体の反応性の抑制度を調査する目的で，

試験薬剤投与時毎に投与直前および投与1時間後の

LHおよびFSHを測定した。なお，血清中TSH，T、，

FreeT4，　TBG，　T，，　FreeT3，　ReverseT3にっいては

3．75㎎投与例で試験薬剤投与前，投与開始8，16，

24週後に測定した．血清中CA125は試験薬剤投与

前，投与中（4週毎）および投与開始24週後に測定

した．

　なお，測定は㈱エスアールエルが行った．

4）骨密度

　試験薬剤投与前および投与開始24週後に第II中手

骨のX線写真撮影を行い，MD法でMC　I，△GSmin

およびΣGS／Dの3項目について測定した．

5）血清中TAP－144濃度測定

　3．75mg投与例で試験薬剤投与前，投与中は投与開

始4週後までは1週毎に，その後24週後までは4週

毎に，24週後からは2週毎に血清中TAP－144濃度

をRIA法6｝で測定した，なお，測定は㈱武田分析研

究所が行った．

6）下垂体の計測

　試験薬剤投与前および投与開始24週後に側頭部単

純レントゲン撮影または頭部CT－Sにより下垂体を

計測した．

7）血清中抗TAP－144抗体

　3．75㎎投与例で試験薬剤投与前および再来月経終

了時に測定した．なお，測定は㈱武田分析研究所が

行った．

結　　果

1）血清中ホルモンおよびCA125濃度の推移

　LH，　FSHの血清中濃度推移をそれぞれ図2に示し

た．LHは両群とも1週後までは投与前より高値を
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示した．3週以降は少数例で一過性に上昇した例が

みられたが，大部分の例は24週まで5mIU／ml以下

であった．なお，その抑制の程度は3．75mg投与例の

方が強かった．FSHにおいては両群とも2～3週

では投与前より低値を示し，4週以降は全体的にわ

ずかなL昇傾向を示し，少数例で一過性に上昇した

例がみられたが，大部分の例は24週後にも5mIU／m1

前後の値を示した．なお，その抑制の程度は3，75㎎

投与例の方が強かった．試験薬剤投与1時間後のLH，

FSHの反応性をみると，両群とも初回投与時はLH，
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FSHの反応性とも強い反応を示したが，2回目投与

以降の反応はLHではほとんど消失し，　FSHでは

著名に低下した．なお，その程度は3．75mg投与例の

方が大きかった．血清中E、，PおよびPRLの濃度

推移を図3に示した．E2は両群とも2週後までは明

らかな上昇が認められたが，3週以降は24週後まで

1．88㎎投与例で一過性に上昇した例がみられたが，

大部分の症例が50pg／ml以下に抑制されており，か

つ大半の時点で30pg／m1未満であった．なお，その

抑制の程度は3．75mg投与例の方が大きかった。　Pは

U／ml
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　　　　　　　　　週

（577）17

2）骨密度

　試験薬剤投与前および投与開始24週の前後測定例

1．88　mg投与12例，3．75mg投与10例でのMCI，

△GSminおよびΣGS／Dのいずれにおいても異常化変

動は認められなかった（表1＞．

3）血清中TAP－144濃度

　3．75mg投与例での検討成績では投与開始1週目よ

り24週まで平均122～212pg／mlのTAP－144濃度

が持続した．その後低下し，28週には測定下限以下

となった（図5）．

U／ml
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0
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週

図4　血清中CA　125濃度の推移

表1　骨密度

4
週

8

週
12　　　16
週　　　週

20　　後
週　　　4
　　　週

投与量 例　数 測定時期 MCI ∠GSmin ΣGS／D

投与前
　0．564

±0．070

　2．778

±0．397

　2．906

±0．227
1．88mg 12

24　週
　0．562

±0．076

　2．753

±0．314

　2．928

±0．234

投与前
　0．554

±0．056

　2．536

土0．203

　2．727

±0．114
3．75mg 10

24　週
　0．551

±0．057

　2．549

±0．212

　2．758

±0．225

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均±標準偏差

1．88㎎投与例の1例で高値を示した以外両群とも4　　P9／ml

週以降黄体期レベルに達した例は認められなかった．

また，PRLは両群とも試験期間中漸減傾向を示し

たが，正常範囲内の変動であった，

　甲状腺関連ホルモンである血清中TSH，　T、，

FreeT、　，　TBG，　T，，　FreeT3，　ReverseT3はいずれも

正常範囲内の変動であった．

　CA125の血清中濃度の推移を図4に示した．両

群とも4週後には全例が投与前値より低下し，1．88

mg投与例の1例で一過性に上昇した例がみられたが，

それ以外の症例では8週以降は24週後まで正常域で

ある501U／ml以下であった．
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図5　血清中TAP・144濃度
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4）下垂体の計測

　試験薬剤投与前および投与開始24週に測定した

1．88㎎投与5例，3。75mg投与6例では異常化は認め

られなかった．

5）血清中TAP－144抗体

　3．75mg投与17例について検討したが，試験薬剤投

与前および再来月経終了時いずれの時点においても

血清中抗TAP－144抗体は検出されなかった．

考　　察

　酢酸リュープロレリン（TAP－144）はGnRHの6

位をD一ロイシン，10位をエチルアミドで置換した

nonapeptideであり，　GnRHと比較すると数十倍の

LH放出活性を有していることが認められている2）．

この酢酸リュープロレリンを平均20μmの大きさの

乳酸・グリコール酸共重合体のマイクロカプセルに

封入した微粒懸濁型注射剤は体内で4週間にわたり

一定の速度で薬剤が放出され3・4｝，長期持続投与する

場合に簡便である．

　今回はこの薬剤について，内分泌動態と骨塩量の

変化を中心に1．88　mgと3．75　mgの2用量間での比較

検討を行った．LHについては投与期間中の変動は

1週目までは投与前より高値を示し，3週目以後は

少数例で一過性の上昇を示すのみであり，1．88㎎投

与例の方が3．75mg投与例より弱いLHの抑制を示し

た．しかし，両群共に正常月経周期にみられるLH

の周期的変動は抑制されており，大部分の例で5mIU／

ml以下の低値を推移した．FSHにおいては1．88㎎

投与例の方が3．75㎎投与例より弱い抑制を示したが，

両群とも2－3週目で投与前より低値を示し，以後

緩徐な上昇傾向を示し，24週目でも5mIU／ml前後

の値を示した．また，LHおよびFSHの反応性もL88

㎎投与例の方が3．75㎎投与例より抑制が弱い傾向が

認められた．

　子宮内膜症治療の指標となる血清中E2では，30pg／

ml以下に達する時期は1．88㎎投与例の方が3．75　mg

投与例より遅く，その抑制も弱く，一過性上昇を示

す例も見られたが，多くの例では4週以後投与終了

時まで30pg／m1未満の濃度を維持した．これらの結

果を既に報告した酢酸プセレリンの成績7）と比較する

と，LH，　FSHの測定値に関しては測定法の相違から

比較は困難であるが，E2値については1．88　mgでも酢

酸ブセレリン900μg／日鼻腔内投与と同等ないしそれ

以上の抑制効果を示すと思われる．

　子宮内膜症の診断および治療効果の指標となる

CAI25は1．88㎎投与例の1例を除き，両群とも大半

の症例で4週以降から低下し，8週以降は24週後ま

で50U／ml以下の値を維持した．

　E2の抑制が投与終了後の排卵の回復に影響するこ

とが予測されるが，1．88㎎投与例では投与終了後8

週で，3．75㎎投与例では投与終了10週で血清中L

H，E、の回復がみられ，その前後に排卵が確認され
た．

　骨密度については今回MD法で検討したが，両群

とも各測定値はいずれも有意な変動を示さず，また，

両群間で差異は見られなかった．GnRH　agonist療

法では骨塩量が低下することが認められていること

から8），今後MD法より測定感度の高いDEXA法な

どでの検討が必要であろう．

　以上の成績から，両群を比較すると，1．88㎎投与

例は3．75mg投与例よりE、の抑制効果は弱いが，酢酸

ブセレリン（900μg／日，in）と比較すると，それに

優るとも劣らない抑制効果が認められた．今回同時

に行った両用量の子宮内膜症症例に対する臨床成績

では1。88㎎投与例でも3．75　mg投与例とほぼ同等の

治療効果がえられている9）．従って，1．88　mgあるいは

3．75㎎の酢酸リュープロレリン徐放性注射剤は確実

な投与が簡便にでき，子宮内膜症に対して有用性の

高い薬剤といえる．
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　　The　GnRH　agonist，　leuprorelin　acetate　sustained

release　injection（TAP－144－SR）was　administered

subcutaneously　for　6　months　in　dosages　of　l．88mg

and　3．75mg　per　month　to　42　patients　with　pelvic

endometriosis．

　During　treatment，　both　of　two　dosages　suppressed

serum　levels　of　LH　and　FSH　though　the　3．75mg

suppressed　slightly　stronger　than　the　1．88mg　did．

The　1．88mg　suppressed　LH　and　FSH　secretions

following　administration　of　TAP－144－SR　though　the

3．75mg　suppressed　slightly　stronger。　The　l．88mg

suppressed　serum　levels　of　estradiol　to　the　levels

under　30pg／ml　in　the　4th　week　though　the　3．75mg

supPressed　stronger，　but　the　supPression　of　the

1．88mg　was　more　than　that　induced　by　900μg／day

of　buserelin　in　reported　by　us　previously．

　The　data　of　our　clinical　study　with　the　two

dosages　in　endometriosis　showed　almost　the　same

efficacy　of　the　two　dosages．　Therefore，　it　was　sug－

gested　that　the　1．88mg　and　the　3．75mg　of　this　long－

acting　drug　were　useful　for　treatment　of　en－

dometriosis．

　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年5月20日特掲）
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　子宮内膜症を対象に酢酸リュープロレリン徐放性注射剤（TAP－144－SR）を1回量として1．88㎎ま

たは3．75mgを4週ごとに6回皮下投与し，臨床的検討を行った．検討症例数は1．88㎎投与は23例，

3．75　mg投与は19例であった．

　24週後の総合評価において全般改善度では「改善」以一ヒの改善率は1．88㎎投与例では69．6％，3。75

㎎投与例では68．4％であった．

　全般安全度では「問題なし」は1．88㎎投与例では69．6％，3．75㎎投与例では47．4％であり，特に

問題となる副作用は認められなかった．

　有用度では「有用」以上の有用率は1．88㎎投与例では65．2％，3．75mg投与例では63，2％と良：好で，

かつほぼ同じであった．なお，投与終了後の調査ができた全例で排卵が回復した．

　以上，酢酸リュープロレリン徐放性注射剤（TAP－144－SR）は用法が4週間に1回の皮下投与のた

め患者にとって負担が少なく，かつ確実な投与が徹底できる点で使用し易い薬剤ということができ，

子宮内膜症の治療に対し，1回投与量が1．88mgあるいは3．75　mgで有用性の高い薬剤と考えられる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn，　J．　FertiL　SteriL，37（4），580－590，1992）

はじめに

　子宮内膜症は性成熟期婦人に好発し，月経時随伴

症状および月経時以外の痺痛に加えて，不妊症を合

併する頻度が高いため，臨床的に重要な疾患である．

治療の主目的は月経困難症などの症状の改善のみな

らず，妊孕性の回復および向上である．本症の治療

法は，その臨床的進行度，挙児希望の有無，年齢等

によって異なるが，薬物療法，手術療法，薬物一手

術併用療法の3療法が基本である．このうち薬物療

法の主体はホルモン療法であり，近年，Luteinizing

Hormone　Releasing　Hormone（LHRH）アゴニスト

の開発が行われている．LHRHアゴニストを長期連

続投与することにより，可逆的にゴナドトロピンの

産生，分泌が抑制され，子宮内膜組織が退縮するこ

とが認められており，そのLHRHアゴニストが子宮

内膜症に対し臨床応用されるようになった1・2）．

　酢酸リュープロレリン（TAP－144）は武田薬品工
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業株式会社が開発した図1の構造を有するLHRHア

ゴニストであり3・4），TAP－144－SRはTAP－144が投

与部位で4週間にわたり持続的に一定速度で放出さ

れるように製剤設計された徐放性注射剤である5・6）．

　今回我々は子宮内膜症を対象に酢酸リュープロレ

リン徐放性注射剤（TAP－144－SR）の臨床的検討を

至適投与量と推定されている4週に1回3．75㎎と，

LH，　FSH，　E2の抑制効果およびLH，　FSHの反応性

の低下7｝を考慮し，その半量の1．88㎎について行っ

たので，その成績を報告する．

試験方法

1）対象

横浜市立大学産婦人科およびその関連7病院産婦

日不妊会誌　37巻4号

人科を受診した子宮内膜症患者のうち，年齢18歳以

上で排卵性月経を有したもので，その診断は原則と

してラバロスコピーまたは開腹により行ったが，そ

の他問診，臨床症状，内診所見および超音波所見で

も行った．また試験に先立ち，患者に対し試験の目

的および内容について十分説明し，本試験に参加す

ることについて患者本人の同意を口頭にて取得し，

同意日を症例記録用紙に記入した．なお，試験期間

は昭和63年5月～平成3年6月である．

2）試験薬剤

　試験薬剤として，1バイアル中に酢酸リュープロ

レリンとして1．88㎎または3．75㎎含有する用時懸

濁粉末注射剤を用いた．

3）投与方法および投与期間

　　　12345　67895－oxo－Pro－His－Trp－Ser－Tyr－D－Leu－Leu－Arg－Pro－NH－C2H5・CH3COOH

　　　　　　　　一般的名称：酢酸リュープロレリン

　　　　　　　　　r－INN＊：leuprorelin＊acetate

　　　　＜参考：天然型LHRH＞

　　　　　　　12345678910　　　5－oxo－Pro－His－Trp－Ser－Tyr－Gly－Leu－Arg－Pro－Gly－NH2

図1　酢酸リュープロレリン（TAP・144）の構造式

表1　観察・検査項目と時期

投与
前 1週 2週 3週 4週 8週 12週 16週 20週 24週

再来

月経
終了時

試　　験　　薬　　剤　　投　　与 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

背　　　景　　　　調　　　　査 ○

理学的所見 血　圧　・　体　重 ○ O ○ 0 ○ ○ ○ ○

自覚症状 月経時の症状
月経時以外の症状

○

○

○○ ○

○

0
0

○

○

0
0

○

○

○

○

他覚所見

性　　器　　出　　血

基礎体温（BBT）
ダグラス窩の硬結

子　宮　可　動　性

Beecham分類の重症度

付属器腫瘤・子宮腫大

ラバロスコピー・開腹

○

○

○

○

○

○

△

○ ○ ○

0
0
000

○

○

○

○

○

○

O
O
OOO

○

○

○

○

○

○

○○○○○

○

○

○

○

○

○

△

○

○

○

○

○

自他覚的随伴症状（副作用） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

臨　　　床　　　検　　　査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自覚症状・他覚所見の改善度評価 ○ ○ ○ ○ ○ 0 O
総　　　　合　　　　評　　　価 ○ ○

○：必須，△：可能な場合実施する，●　24週後から排卵性の再来月経終了時まで2週毎に測定する。
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　試験薬剤1．88mgまたは3．75　mgを添付の分散媒2

mlで用時懸濁後，側腹皮下に4週間隔で6回投与し

た．ただし，初回投与は月経周期の第2～5日目に

行い，試験薬剤投与中および投与終了後排卵性月経

が再来するまでは避妊するよう指導した．

4）観察・検査項目と時期

　表1に示す計画に従って観察・検査を実施した．

自覚症状および他覚所見については，それぞれの重

症度およびそれらを総合した概括重症度を5段階（な

し，ごく軽度，軽度，中等度，高度）で評価した．

性器出血についてはその有無と程度を3段階（月経

様出血，点状出血または破綻出血，出血なし）で評

価した．

　試験薬剤投与開始後に発現した自他覚的随伴症状

および臨床検査値の異常変動については，重症度の

推移を調査し，試験薬剤との因果関係を5分類〔明

らかに関連あり，多分関連あり，関連ないともいえ

ない，関連不明（判定保留），関連なし〕で，重症度

は4段階（ごく軽度，軽度，中等度，高度〉で判定
した．

　試験薬剤との因果関係が「関連なし」と判定され

た以外の項目について，症状名または異常変動の項

目，重症度，発現日，処置，経過等を調査した．な

お，血液検査および血液生化学検査は㈱エスアール

エルが行った．

5）総合評価

　（1）全般改善度：自覚症状，ダグラス窩の硬結・子

宮可動性の制限の改善度および付属器腫瘤の大きさ

の推移を総合して「著明改善」，「改善」，「やや改善」，

「不変」，「悪化」，「判定不能」で評価した．

　なお，自覚症状および他覚所見の改善度の評価は

各症状・所見の重症度および概括重症度が投与開始

時と比較して消失または2段階以上改善した場合を

「著明改善」，1段階改善を「改善」，不変の場合を「不

変」，1段階以上の悪化を「悪化」と評価した．

　②全般安全度

　副作用の有無および副作用の内容・程度・持続期

間等を勘案して「問題なし」，「やや問題あり」，「か

なり問題あり」，「非常に問題あり」，「判定不能」で

評価した．

　（3）有用度

　全般改善度および全般安全度を総合して「極めて

有用」，「有用」，「やや有用」，「有用ではない」，「好

ましくない」，「判定不能」で評価した．

　なお，1．88㎎投与と3．75㎎投与の検討時期が違う

が，参考までに検定を行った．

1＞患者の背景

結　　果

（583）23

　対象患者は1．88㎎投与例23例，3．75㎎投与例19

例の計42例であり，その背景を表2に示した．半数

以上の症例がラバロスコピーまたは開腹による診断

であった．Beecham分類ではIII期以上は1．88　mg投

与例では16例（69，6％），3．75㎎投与例では10例

（52．6％）と1．88mg投与例に多かった．

2）総合評価

　試験薬剤投与開始24週後の全般改善度，全般安全

度および有用度を表3に示した．集計に際して，投

与開始24週後の全般改善度については，1．88㎎投与

例では2回投与後チョコレートのう腫穿刺，エタノ

ール固定した1例，3．75mg投与例ではBeecham　I

期の1例，膀周囲のみに子宮内膜症が認められた1

例および投与開始前に子宮全摘術施行の1例を判定

不能とした．

　全般安全度は，投与開始24週後の評価は全例で行

った．有用度は全般改善度「判定不能」で全般安全

度「問題なし」の例は「判定不能」としたが，安全

性に何らかの問題があると評価された症例について

は全般安全度をもとに有用度を判定した．

　〈1＞全般改善度

　投与開始24週後の全般改善度は1．88㎎投与例で

は23例中「著明改善」4例（17．4％），「改善」が12

例（52．2％）であり，「改善」以上の改善率は69．6

％であった．3．75㎎投与例では19例中「著明改善」

4例（21．1％），「改善」が9例（47．4％）であり「改

善」以上の改善率は68．4％であった．

　（2）全般安全度

　投与開始24週後の全般安全度は1．88㎎投与例で

は「問題なし」が16例（69．6％），「やや問題あり」

が5例（21．7％），「かなり問題あり」が2例（8．7％）

であった。「かなり問題あり」例のうち，1例は肩凝

り，手の脱力感により4回で投与を中止，1例は熱

感，肩凝り，頭重感，めまい，腰痛が投与開始8週

より出現または増強し，4回投与後来院しなくなっ

た例であった．3．75㎎投与例では「問題なし」が9

例（47．4％），「やや問題あり」が10例（52．6％）

であった．

　（3＞有用度

　投与開始24週後の全般改善度と全般安全度を総

合した有用度は，1．88㎎投与例では「極めて有用」

4例（17．4％），「有用」が11例（47．8％〉で，「有

用」以上の有用率は65．2％であった．3．75㎎投与例

では「極めて有用」3例（15．8％），「有用」が9例
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表2　患者の背景

項　　　目 分　　　類
1．88mg 3．75mg 合　計 検定結果

23例 19例 42例 Z2 u
21～29歳 6（26．1） 6（31．6） 12（28．6）

年　　　　　齢 30～39歳 13（56．5） 6（31．6） 19（45．2） N．S． N．S．

40～48歳 4（17．4） 7（36．8） 11（26．2）

41～49kg 11（47．8） 6（31．6） 17（40．5）

体　　　　　重 50－59kg 7（30．4） 8（42．1） 15（35，7） NS． NS．

60～82kg 5（21．7） 5（26．3） 10（23．8）

ラバロスコピー 3（13．0） 6（31．6） 9（21．4）

診　断　方　法 開　　腹 9（39．1） 9（47．4） 18（42．9） NS．

臨床診断 11（47．8） 4（21」） 15（35．7）

1 0（0．0） 1（5．3） 1（2．4）

II 7（30．4） 7（36．8） 14（33、3）
N．S． N．S．

Beecham分類
III 14（60．9） 8（42．1） 22（52．4）

IV 2（8．7） 2（10．5） 4（9．5）

不　　明 0 1 1

合　　併　　症
な　　し

あ　　り

18（78．3）

5（21，7）

13（68．4）

6（31，6）

31（73，8）

11（262）
NS．

初　　発 11（47．8） 9（47．4） 20（47．6）
現　　病　　歴

再　　発 12（52，2） 10（52．6） 22（52．4）
NS．

挙　児　希　望
な　　し

あ　　り

17（73．9）

6（26．1）

13（68．4）

6（31．6）

30（71．4）

12（28．6）
N．S．

～ 2年 1（4，3） 1（5．3） 2（4．8）

～ 4年 1（4。3） 0（0．0） 1（2．4）

不　妊　期　間 ～ 6年 2（8．7） 0（0．0） 2（4．8）

6年1ヵ月～ 1（4．3） 1（5．3） 2（4．8）

不　　明 1（4．3） 4（2L1） 5（11．9）

な　　し 7（30．4） 8（42．1） 15（35．7）

治　　療　　歴
あり 手術療法

内分泌療法

6（26．1）

6（26．1）

1（5．3）

3（15．8）

7（16．7）

9（21．4）
N．S．

手術＋内分泌 4（17．4） 7（36．8） 11（262）

数字　例数，（〉内　％，NS．：p＞0，10

（47．4％〉で，「有用」以ヒの有用率は63．2％であっ

た．

3）症状別改善度

　再来月経終了時における月経時の自覚症状の症状

別改善度を表4に示した．総合改善度は1．88mg投与

例では「著明改善」率は38．1％，「改善」以上の改

善率は71．4％であり，3．75mg投与例では「著明改善」

率は53．3％，「改善」以上の改善率は80．0％と，3．75

㎎投与例がやや高い改善率を示した．症状別に見る

と，下腹痛，悪心，頭痛の「改善」以Lの改善率は

1．88㎎投与例の方が3．75mg投与例よりやや高く，腰

痛，排便痛では3．75㎎投与例の「改善」以上の改善

率が1．88mg投与例より高かった．

　投与開始24週後における月経時以外の自覚症状の

症状別改善度を表5に示した．改善度は下腹痛，腰

痛，内診時り冬痛では「著明改善」率および「改善」

以ヒの改善率とも3．75mg投与例が1．88㎎投与例と

同等ないしそれ以上であったが，性交痛，排便痛で

は「改善」以一ヒの改善率は両投与量でほぼ同じであ

った．いずれの症状に対しても「改善」以上の改善

率は両投与量とも80％以上と良好であった．

4）他覚所見改善度

　投与開始24週後における他覚所見の症状別24週

（又は中止時）の改善度を表6に示した．総合改善度



平成4年10月1日 水口　他 （585）25

全般改善度

表3　総合評価

24週（又は中止時）

検定結果　　評　価

投与量

著明改善 改　　善 やや改善 不　　変 悪　　化 判定不能 合　　計
u

Z2

「改善」以上

1．88mg
　4
17．4％

　12

69．6％

　4
87．0％

2 00．0％

　1
（4．3％）

23

3．75mg
　4
21．1％

　9
68．4％

　3
84．2％

0 00．0％

　3
（15．8％）

19
N．S． N．S．

全般安全度

検定結果　　評　価

投与量

問題なし
　やや

問題あり

かなり

問題あり

非常に

問題あり
判定不能 合　計

u
Z2

「問題あり」

1．88mg
　16
（69．6％）

　5
30．4％

　2

8．7％

0 0 23

NS． N．S．

3．75mg
　　9

（47．4％）

　10

52．6％

0 0 0 19

有用度

検定結果　　評　価

投与量

極めて

有　　用
有　　用 やや有用

有　　用

ではない

好ましく

な　い
判定不能 合　　計

u
Z2

「有用」以上

1．88mg
　4
17．4％

　11

65．2％

　5
87．0％

2 　0
（0．0％）

　1
（4．3％）

23

3．75mg
　3
15．8％

　9
63．2％

　4
84．2％

0 　2
（10．5％）

　1
（5．3％）

19
N．S． N．S．

上段：例数，下段　累積％，（）：％，N．S．：p＞0．10

は「著明改善」および「改善」以上の改善率とも1．88

㎎投与例の方が3．75mg投与例より高かった．子宮可

動性制限は同様な傾向であったが，ダグラス窩硬結

では「改善」以上の改善率では3．75mg投与例の方が

1．88　mg投与例より高かった．

5）投与中の性器出血

　投与開始4週から最終投与4週後までの性器出血

は，1．88mg投与例では性器出血評価例20例中5例

（25％〉に，3．75㎎投与例では性器出血評価例16例

中3例（18．8％）に月経様または点状・破綻出血が

認められた．

6）投与中の排卵と投与終了後の排卵の回復

　投与中の排卵は1．88㎎投与例で2例に認められた

が，3．75mg投与例では排卵は認められなかった．投

与終了後の排卵の回復までの日数を表7に示した．

排卵の回復は1．88㎎投与例では最終投与日から

48～136日，平均73．2日（16例）であり，3．75㎎投

与例では最終投与日から60　一一　154日平均82．6日（15

例）であった．

7）副作用

　副作用は表8に示すとおり，1．88㎎投与例では23

例中22例（95．7％）に，3．75㎎投与例では19例中

16例（84．2％）に認められた．自覚症状としては，

1．88mg投与例では21例に75件，3．75　mg投与例では

15例に30件認められたが，その多くは低エストロゲ

ン症状である熱感，肩凝り，頭痛・頭重感，めまい

等であり，重篤な副作用は認められず，1．88㎎投与

例の1例で肩凝り，予の脱力感により投与が4回で，

3．75㎎投与例の1例でほてり感により投与4回で中

止されたにすぎなかった．

　臨床検査値の異常変動は1．88㎎投与例では8例に

17件，3．75㎎投与例では4例に5件認められたが，

重篤な臨床検査値の異常変動ではなかった．なお，

自覚副作用および臨床検査値の異常変動はいずれも
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表4　月経時自覚症状の改善度

　　　（再来月経終了時）

検定結果

項　目
投与量

著明改善 改　　善 不　　変 悪　　化 判定不能 計 κ2

（mg） u
「改善」以上

8 7 1 1

1．88
（38．1） （71．4） ［4．8］

4 21

NS． N．S。総合改善度
8 4 0 0

3．75
（53．3） （80．0） ［0。0］

3 15

11 4 0 1

1．88
（55．0） （75．0） ［5．0］

4 20

N．S． N．S．下　腹　痛
10 1 2 0

3．75
（62．5） （68．8） ［0．0］

3 16

6 4 4 0
1．88

（33．3） （55．6） ［0．0］
4 18

NS． N．S．腰　　　痛
9 0 3 0

3．75
（60．0） （60．0） ［0．0］

3 15

5 2 0 0
1．88

（50，0） （70．0） ［0．0］
3 10

NS． N．S．排　便　痛
5 2 0 0

3．75
（62．5） （87．5） ［0．0］

1 8

6 1 1 0
1．88

（60．0） （70．0） ［0．0］
2 10

NS． NS．悪　　　心
5 1 0 0

3．75
（55．6） （66．7） ［0．0］

3 9

6 1 1 1

1．88
（54。5） （63．6） ［9，1］

2 11

NS． N．S．頭　　　痛
3 2 2 0

3．75
（33．3） （55．6） ［0．0］

2 9

　　　　　　　　　　　　上段：例数，（）：累積％，

投与中または投与終了後すみやかに消失または軽快

した．

考　　察

　酢酸リュープロレリン（TAP－144）はヒトLHRH

のアミノ酸配列中6位のグリシンをD一ロイシンに置

換し，10位のグリシンを除きエチルアミドにした

LHRHアゴニストで，ラットの実験では天然のLHRH

に比較し数10倍のLH放出活性を有している4）．今

回使用したTAP－144－SRは酢酸リュープロレリンを

乳酸・グリコール酸共重合体の微粒子に封入するこ

とにより体内で4週間にわたり一定の速度で徐々に

放出されるよう製剤設計された注射剤である5・6），

　本剤の子宮内膜症に対する用量設定試験が酢酸リ

ュープロレリンとして4週に1回0．47～5．63㎎の5

［　］：％，N．S．：p＞0．10

用量で検討され3．75㎎が至適投与量と推定されてい

る7）．今回，先の用量設定試験において4週に1回

1．88㎎投与においても投与開始後のLH，　FSH，　E2の

抑制効果およびLH，　FSHの反応性の低下の成績か

　ら他剤8｝に匹敵する臨床成績が期待できたので，我々

は本剤の4週に1回1．88㎎皮下投与または3．75㎎

皮下投与による一般臨床試験を実施し，有効性と安

全性について検討した．有効性について24週後の全

般改善度でみると，1．88㎎投与例と3．75　mg投与例の

「改善」以上の改善率はそれぞれ69．6％，68．4％と

ほぼ同じであった．本剤3．75㎎と酢酸ブセレリン点

鼻液を対照薬として実施した二重盲検比較試験8）にお

ける本剤投与群の全般改善度の「改善」以上の改善

率は78．5％であり，今回の試験成績の3．75㎎投与

例の改善率の方が低かった．これは今回の試験の方
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表5　月経時以外の自覚症状の改善度

　　　　24週（又は中止時）

検定結果

項　目
投与量
　（mg）

著明改善 改　　善 不　　変 悪　　化 判定不能 計 z2

u
「改善」以上

12 8 2 0 0
1．88

（54．5） （90．9） ［0．0］
22

N．S． NS．総合改善度
11 1 1 0 1

3．75 14
（78。6） （85．7） ［0．0］

8 3 1 1 0
1．88 13

（61．5） （84．6） ［7．7］

腹　痛 N．S．下 ＊

10 0 0 0 1
3．75 11

（90．9） （90．9） ［0．0］

5 3 0 1 0
1．88

（55．6） （88．9） ［11．1］
9

腰　　　痛 NS，
8 0 0 0 0

＊

3．75 8
（100．0） （100．0） ［0．0］

8 1 2 0 0
1．88 11

（72．7） （81．8） ［0．0］

性　交　痛 N．S． NS．
4 1 1 0 0

3．75
（66．7） （83。3） ［0．0］

6

4 1 0 0 0
1．88 5

（80．0） （100．0） ［0．0］

NS． N．S．排　便　痛
4 2 0 0 0

3．75
（66，7） （100．0） ［0．0］

6

16 1 3 0 0
1．88 20

（80．0） （85．0） ［0．0］

NS． N．S．内診時癒痛
8 2 0 0 0

3．75
（80．0） （100。0） ［0．0］

10

上段：例数，（）：累積％，［］．％，＊：p≦0．05，N．S．：p＞0．10

に重症例が多く，このことが3．75㎎投与例の改善度

に関与しているかもしれない．

　また，月経時および月経時以外の自覚症状ともそ

の改善度は良好であり，月経時以外の自覚症状のう

ち下腹痛，腰痛の改善率は1．88㎎投与例ではそれぞ

れ84．6％，88．9％であり，3．75㎎投与例ではそれ

ぞれ90．9％，100％と，1，88㎎投与例より有意に高

かった（P≦0．05）．しかし月経時以外の自覚症状の

改善度は両投与量とも80％以上であり，良好な結果

と考えられる．

　安全性においては，「問題なし」は24週後では1．88

㎎投与例69．6％，3．75mg投与例47．4％と1．88㎎

投与例で「問題なし」の頻度が高かった．しかし副

作用発現頻度は1．88㎎投与例では95．7％，3．75㎎

投与例では84．2％と1．88㎎投与例の方が副作用発

現頻度が高かった．これは1．88㎎投与例で3．75㎎

投与例に比較し軽度の副作用発現例が多かったこと

が全般安全度の評価に影響したものと思われる．臨

床検査値の異常変動のうちトリグリセライド上昇が

1．88mg投与例に5例と比較的多く認められたが，い

ずれも軽度であり，用量依存性が認められず問題な

いものと考えられる．なお，両投与例とも副作用の

多くは低エストロゲンに基づく症状であり，投与中

ないしは投与終了後に消失または軽快しており，重

篤な症状は認められなかった．

　有用性においては24週後では「有用」以上の有用

率は1．88mg投与例では652％，3．75㎎投与例では

63．2％とほぼ同等であった．

　今回の排卵の回復日数は最終投与日より1．88㎎投

与例では平均73．2日（最終投与後4週間の持続効果
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表6　他覚所見の改善度

　24週（又は中止時）

｛
検定結果

項　　　目
投与量
（mg）

著　明

改　豊
改　善 不　変 悪　化

判　疋

不　能
計

u
X2

口
「改善」以上

13 4 3 0 0

総合改善度

1．88
（65．0） （85．0） ［0．0］

20

NS． N．S．

7 5 3 0 0
3．75 15

（46。7） （80．0） ［0．0］

10 3 4 0 0
1．88 17

ダグラス窩硬結
（58．8） （76．5） ［0．0］

NS。 N．S．

7 6 2 0 0
3．75 15

（46．7） （86．7） ［0．0］

13 4 2 0 0
1．88 19

子宮可動性制限
（68．4） （89．5） ［0．0］

△ N．S，

6 3 5 0 0
3．75

（42．9） （64．3） ［0．0］
14

上段　例数，（〉累積％，［］　％，△　p≦0．10，N，S．　p＞0．10

表7　排卵の回復日数

投与量 48～56 ～ 63 ～ 70 ～ 77 ～ 84 ～ 91 ～ 126 136 154 不明 合計
　平均（イ・明を除く｝

最長 最短

1．88mg 2 5 3 3 1 1 1 7 23 73．2 136 48

3．75mg 2 4 2 3 2 1 1 4 19 82．6 154 60

を考慮すると45．2日）であり，3．75㎎投与例では82．6

日（同前54．6日）であり，ブセレリンに比較L　9・’°），

若干長いように思われるが，比較的早期に回復して

おり問題はないものと考えられる．ホルモンの抑制

効果をも考慮して，有効性・安全性から1．88mg投与

例と3．75投与例とを総合的に評価すると良好で，か

っほぼ同等と考えられる．なお，投与終了後の再発，

妊娠等予後についても長期にわたり調査することが

必要と判断し，現在調査中である．

　以上，酢酸リュープロレリン徐放性注射剤（TAP

－ 144－SR）は用法が4週間に1回の皮下投与ですむ点

で患者にとって負担が少なく，また我々治療する側

にとっては確実な投与が徹底できる点で使用し易い

薬剤ということができ，子宮内膜症の治療に対し，

1回投与量が1．88㎎あるいは3．75mgで有用性の高

い注射剤と考えられる．
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表8　副作用

投　与　量 1．88mg 3．75mg

程　　　度 高　　度　中等度　軽　　度　ごく軽度　合　　計 高　　度　中等度　軽　　度　ごく軽度　合　　計

集計対象例数 23 19

例　数 4（17．4） 10（43．5） 7（30．4） 1（4．3） 22（95．7） 3（15．8） 10（52．6） 2（10．5） 1（5．3） 16（842）

合　　計
件　数 5 19 43 25 92 3 17 8 7 35

熱感（のぼせ・ほてり） 6 3 4 13 2 2 2 3 9

発　　　　　　汗 1 1

血　圧　上　昇 1 1

頭痛・頭重感 2 6 4 12 2 2

不　　　　　　眠 3 2 5

め　　　ま　　　い 1 4 4 9 1 1

疲労感・倦怠感 2 2

イ　ラ　イ　ラ　感 1 1 1 1

肩　　　こ　　　り 3 5 5 4 17 4 2 1 7

関　　節　　痛 2 2 4 1 1

腰　　　　　　痛 1 1 2

関節のこわばり 1 1 2

背　　骨　　痛 1 1

指先の脱力感 1 1

悪心　・嘔気 1 1 1 1

下　　　　　　痢 1 1

発疹　・湿疹 1 1

し　び　れ（手指） 1 1 2 2

療　　痒　　感 1 1

浮　　　　　腫 2 2

発　　　　　　熱 1 1

注射部痺痛 1 1 1 1

例　数 4（17．4） 10（43．5） 6（26．1） 1（4．3） 21（91．3） 3（15．8） 9（47．4） 2（10．5） 1（5．3） 15（78．9）

自覚症状
件　数 5 19 31 20 75 3 15 6 6 30

白血球数減少 1 1 2 2 2

赤血球数増加 1 1

ヘマトクリット値上昇 1 1

アルブミン低一ド 1 1

A／G比　上　昇 1 1

A／G比　低　下 1 1

L　D　H上昇 1 1

トリグリセライド上昇 5 5 1 1

B　U　N上昇 1 1

P　　上　　昇 1 1

P　　低　　下 1 1

K　　上　　昇 1 1 2

血糖値上昇 1 1

例　数 0 0 6（26．1） 2（8．7） 8（34．8） 0 2（10．5） 2（10．5） 0 4（21．1）

臨床検査
件　数 0 0 12 5 17 0 2 2 1 5
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　　The　clinical　study　with　leuprorelin　acetate　sus－

tained　release　injection　（TAP－144－SR）　in　en－

dometriosis　has　been　carried　out．　The　drug　was

administered　subcutaneously　every　4　weeks　for　24

weeks　at　the　dose　of　1．88mg　or　3．75mg．　Twenty－

three　patients　received　1．88mg　dose　and　19　patients

received　3．75mg　dose．

　　The　results　at　week　24　are　as　follows．　Regarding

the　global　improvement　rating，　the　rate　of
“ improvement”or　better　rating　was　69，6％in　the

1．88mg　group　and　68．4％in　the　3．75mg　group．

　　Regarding　the　overall　safety　rating，　the　rate　jud－

ged　as“no　problem”was　69．6％in　the　1．88mg　group

and　47．4％in　the　3．75mg　group　and　there　was　no

serious　side　effect．

　　Regarding　the　usefulness　rating，　the　rate　of‘‘use－

fulrless”or　better　ratings　in　the　1．88mg　group　was

65．2％and　that　in　the　3．75mg　group　was　63．2％．　The

rateS　Were　Very　Similar．

　　Ovulation　was　recovered　in　all　patients　who　were

able　to　be　investigated　after　the　treatment．

　　Leuprorelin　acetate　sustained　release　injection

（TAP－144－SR）is　a　serviceable　drug　because　the

administration　of　once　every　4　weeks　is　advanta・

geous　for　patients　and　physicians．　It　is　thought　to　be

auseful　drug　at　the　dose　of　l．88mg　or　3．75mgfor　a

treatment　of　endometriosis．

　　　　　　　　　　　　　　　　　〈受付：1992年5月20日特掲）
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Danazo1投与による不妊婦人血中精子不動化抗体価
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　子宮内膜症の治療に用いられるdanazolが，自己免疫病に対して抗血小板抗体等の自己抗体の産生

抑制作用をもつことが報告されている．一方，不妊症診療において精子不動化抗体（SI－Ab）保有不妊

婦人は難治性であり，精子不動化抗体価（SI5。値）が高値を示す周期では体外受精一胚移植以外での

妊娠は極めて難しいが，抗体価の低い時期ではAIHでの妊娠や，時には自然妊娠の可能性もある．

そこで今回SI－Abを低下させるのにdanazol治療が有効であるか否かを分析する為に，子宮内膜症を

合併したSI－Ab保有不妊婦人のdanazol治療（400mg／日，4・一　6ヶ月）前後でのSI5。値の変動と，

妊娠予後につき検討した．その結果，低抗体価群では投与後約1ヶ月でSI5。値の低下する症例を認め

たが，高抗体価群では投与期間を通じて，抗体価の変動は自然変動“undulation”の範囲内にとどまった．

両群ともdanazol治療後に妊娠に至った症例はなかった．

　他方副腎皮質ステロイド治療によっても妊娠に至らなかった血中SI－Ab保有男性に対してdanazol

療法（400mg／日，1ヶ月）を行ったところ，血中SI，。値の軽度の低下を認めた．しかし治療による

精子受精機能試験（ハムスター試験）の改善は認められず，妊娠にも至らなかった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，37（4），591－596，1992）

緒　　言

　精子不動化抗体（SI－Ab）保有不妊婦人の治療法と

しては人工授精（AIH）や体外受精一胚移植（IVF

－ER）が有効であるが，その方法を選択するに際して

は抗体価（SI5。値）’）の評価は重要である．即ちS

I5。値が常に高値（10単位以上）を示す高抗体価群

（A群）では自然妊娠やAIHでの妊娠成立は困難で

ありIVF－ERを必要とするが，　S　I5。値が10単位前

後を示す中抗体価群（B群）ではAIHによる妊娠

が認められる．さらにSI5。値が常に低値（10単位

以下）で時に陰性化する低抗体価群（C群）ではA

IH妊娠が期待できるのみならず，稀に自然妊娠も

認められる2）．従ってSI－Abを低下させる治療法の確

立は抗体保有不妊婦人治療にとって有用である．す

でに精子凝集抗体保有患者に対しては抗体産生の抑

制の為に副腎皮質ステロイド療法（ステロイド療法）

が有効であるとする報告がある3｝．また血中SI－Ab保

有男性の一部にステロイド治療が有効であるという

報告もあるが4）SI－Ab保有婦人には必ずしも有効では

ない5）．最近，子宮内膜症の治療薬として用いられる

danazo1は子宮内膜に対する作用の他に免疫抑制作
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用が認められているが，この効果を利用して特発性

血小板減少性紫斑病における抗血小板抗体の低一ド6），

全身性エリテマトーデスにおけるDNA抗体の低下7），

自己免疫性溶血性貧血における温式自己抗体の低下8）

等による臨床症状の改善例の報告がみられる．今回，

（1）danazo1投与中のSI－Ab保有婦人のS　I，。値を測

定し，danazolが血中抗体価を低下させ，妊娠率向上

のための治療法として有効であるか否かについてと，

②ステロイド療法によって妊娠に至らなかった血中

SI－Ab保有男性にdanazo1を投与し，治療前後の血

中SI5。値の変化と精子付着抗体の変化，及び精子の

透明帯除去ハムスター卵への侵入テスト（ハムスタ

ー試験）9）につき検討した．

対象及び方法

（1）SI－Ab保有婦人に対する研究方法

　対象は兵庫医科大学産科婦人科不妊外来通院中の

SI－Ab保有婦人のうち，腹腔鏡検査で子宮内膜症と

診断された7症例である。このうち4症例に対して

danazol療法（D療法）を，3症例には対照として

Buserelin療法（B療法）を行った．これら7症例の

D療法又はB療法施行時の年齢，経妊経産回数（G

／P），不妊期間，既往治療，血中定量的精子不動化

抗体価（SI5。）の変動レベルによる分類2（A，B，

日不妊会誌　37巻4号

C群）及び腹腔鏡所見を表1に示した．

　D療法は月経周期2－一　5日目より，danazol　400mg

／日，4～6ヶ月闇経「1投与した．B療法も同様に

月経周期2～5日目より酢酸buserelin　900μg／日

を3～6ヶ月間点鼻投与した．

　各々の治療期間中2～4週毎に採血し，血清分離，

56℃30分非働化後一20℃に保存し，治療終了後各検

体を同時に融解し，その血中SI，。値の測定を行った．

また治療終了後も血中SI5。値の経時的測定を行い，

さらに妊娠予後の追跡も行った．

（2）SI－Ab保有男性に対する研究方法

　対象は当科不妊外来通院中の血中SI－Abを保有す

る男性1症例で，過去にステロイド療法を2回とA

IHを6回受けているが妊娠に至っていない．妻側

の不妊因子としては軽度の卵巣機能不全と子宮筋腫

が存在した．danazo1400mg／日を1ヶ月投与し，

その前後の血中SI5。値，精子上のSI－Ab付着，精

液所見およびハムスター試験の変化を検討した．精

子一ヒのSI－Ab付着をみるためdirect　SITを行った．

すなわちswim－up法で得られた運動性良好精子浮遊

液（4×106運動精子／ml）110μ1に精子毒性のない

ことが確i認されているモルモット補体（10C’H50　unit）

を20μ1添加し，32℃in　airで1時間培養し，精子運

動率（T）を数え，同様の方法で処理された正常コ

表1　研究対象

［A］　Danazol治療群

年齢
〔歳〕

G／P 不妊期間
　〔年〕

既往治療
SI50a

〔群〕
腹腔鏡所見b

（1）M．Y 28 0／0 5 AIH　15回

Danazol療法

A R－AFSstage　I

（2）S．Y 39 0／0 16 AIH　9回
反復AIH　4回

IVF　2回

B R－AFS　stage　II

（3）H．T 35 0／0 7 AIH　14回 B R－AFSstage　I

（4）TK， 39 0／0 9 AIH　lO回

反復AIH　10回

C 子

子

宮　筋

宮腺筋

腫

症

［B］　Buserelin治療群

（5）K．S． 39 0／0 ／4 AIH　12回

反復AIH

IVF　1回

11口1

A R－AFS　stage　I

（6）ES． 34 0／0 13 AIH　14回

反復AIH 21ロ1

A f宮腺筋症

（7）K．T 37 1／0 5 AIH　ll回 B R－AFS　stage　I

a：A群…常に10単位以上，B群…10単位前後を変動，
b：R－AFS：Revised・American　Fertility　Society

C群…常に10単位未満
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ントロール精子運動率（C）との比（C／T）を求

めSIVとした．ハムスター試験はすでに報告した

手順により行ったユ゜）．ハムスター卵の雌雄前核と共に

ヒト精子の膨化頭部並びに尾部が観察された時，ヒ

ト精子がハムスター卵に侵入したと判定し侵入率を

計算した。

結　　果

（1）（i）D療法群及びB療法群の臨床的背景の比

較（表1）

　D療法群，B療法群の平均年齢は各々35．5歳，36．7

歳であった．D療法群では4症例とも妊娠の既往は

なく，B療法群では症例K．　T．のみ自然妊娠→自然

流産（妊娠2ヶ月）の既往があった．平均不妊期間

は，D療法ge　9．3年，　B療法群10．7年であった．既

往治療としてはD療法群ではAIH（通常法，反復

法）の平均が15．5回，B療法群では13．3回であっ

た．症例M．Y．は他院にてdanazo1療法を4ヶ月問

うけていた．症例S．Y．及び症例K．　S．は当科にて

IVF－ERを各々2回，1回ずつうけていた．　S　I5。値

Sls，　　症例1　M．　Y．　　Sl5。

ll＞壷一ii
l　　　　　　　ll

症例2　S．Y．

2468101214161820　　 2468101214161820
Follow－up　period5（months）　　Follow－up　periods（months）

誹　症例3・・T・

摺

2

256

ill

器

11

2

SIE。　　症例4　T．　K．
32
16
10

4

2

　2468101214161B20　　 246810121416182022
Follow－up　periods（months）　　　Follow－up　periods（months）
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の変動レベルでの分類ではD療法群がA群1名，B

群2名，C群1名で，　B療法群ではA群2名，　B群

1名であった．腹腔鏡所見では，外性子宮内膜症5

例（R－AFSii｝　stage　14f　1，　stage　II　1例），子宮腺

筋症2例（うち1例は子宮筋腫も合併）であった。

（ii）D投与中及び終了後のSI5。値の変動（図1）

①症例M．Y．（A群）：D投与中のSI、。値の変動は

130→120→243→56で，終了後1年半の変動は
32　一一　243を示した．

②症例S．Y．（B群〉：投与中の変動は64→16→16

→20→20→24→20→16であった．
③症例H．T．（B群）：投与中の変動は16→14→陰

性→陰性→陰性→5で，終了後9ヶ月間は陰性～8

までの低値を示した．

④症例T．K．（C群）：投与中の変動は3→6→陰性

→陰性で，終了後11ヶ月は陰性→3と低値を示した

が完全に陰性化はしなかった．

（iiDB投与中及び終了後のSI、。値の変動（図2）

⑤症例K．S．（A群）：B投与中の変動は32→24→

29→74→27であった．終了後5ヶ月の変動は
16　一一　36であった．

⑥症例ES．（A群）：投与中の変動は20→120→

陰性→16で，終了後1年の変動は陰性一一16であった．

⑦症例K．T．（B群）：投与中の変動は68→80→

135→36であった．本症例は終了2ヶ月後のIVF－ER

で妊娠が成立，健常児を得た（表2）．

表2　Danazol及びBuserelin投与によるSI50値の低ド

［A］Danazol治療群

Buserelin
900Pt9，／day

一
Buserelin
900μg／day

　　2468101214161820　 2468101214161820
Slso　Follow・up　periods（months）　Follow－up　periods（months）
256

1器

Il

i8

3

症例7　K．T．

　　＼

症例
SI50a SI50値の低下b

［群］ 投与中　投与後
妊娠予後c

（1） A 一 一 X
（2） B

一＿
×

（3） B 十　　　　一 ×

（4） C 十　　　　一 ×

［B］Buserelin治療群

（5） A 一 一 ×

（6） A 一 一 ×

（7） B 一 一 ○

Busereiln
900μg　day

H　2468101214161820
Follow・up　periods（months）

図2　Buserelin投与一前後の血中SI50値の変動

a：A群…常に10単位以一ヒ

　B群…10単位前後を変動
　C群…常に10単位未満
b：＋：SI50値の低下を認める

　一：SI50値の低下を認めない

c：0：IVFによる妊娠成立
　×：治療期間中に妊娠不成立
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　表3　精子不動化抗体保有男性に対するDanazol

　　　　療法前後の比較

症例T．1．

投与前 投与後

血中SIT（SI50値） 160 98

直接SIT（SIV値） ○○ ○○

精子数（／ml） 18×106 10×106

精子運動率（％） 50 60

ハムスター試験 0／16 0／19

SIT：精子不動化試験

（2）SI－Ab保有男性に対するdanazol療法前後の比

較（表3）

　症例T．1．のD療法前の血中SI5。値は160と非常

に高値であり，またdirectSITにおけるSIVも無

限大（○○）を示した．D療法後は血中SI5。値は98

に低下したが，direct　SITではSIVはOoと不変で

あった．投与前の精子数は18×106／ml，運動率は

50％で投与後は各々10×106／ml，60％であり，有

意な変化ではなかった．またD療法前後のハムスタ

ー
試験では，精子侵入率はともに0％（前0／16，

後0／19）と改善を認めなかった．

考　　察

　抗精子抗体の中でもSI－Abは不妊症との相関性が

最も強く，不妊婦人の2～3％，原因不明不妊婦人

の13　一一　15％に検出されている12）．SI－Ab保有不妊婦

人においては，その性器管内における精子通過障
害13・14）．受精過程における障害ユ5’－18），胚発生障害19）や

流産2°・21）等により極めて難治性の不妊症となる．

　これまでに報告されている抗精子抗体保有不妊婦

人に対する治療には，（1）禁欲またはコンドーム使

用により抗原からの隔離を行ったり22），ステロイド療

法により免疫抑制を行う3｝などの抗体産生を抑制する

治療法と，（2）AIHやIVF－ER等の抗体との接触

を避ける治療法5・23）がある．臨床的に不妊症と最も強

く相関するSI－Abは，その抗体価（SI5。）を経時

的に追跡すると自然変動（undulation）することが報

告されている24）．SI－Ab保有不妊婦人の治療法とし

て，繁田5）はコンドーム療法やステロイド療法によっ

て妊娠に至ったものはなく，またステロイド療法で

血中抗体価が著明に改善した症例はなかったと報告

している．またkobayashiら2）はSI5。値を長期間経

時的に測定し，　SI－Ab保有不妊婦人を3群に分類し，

常に抗体価が高い群（A群，10≦SI5。）にはAIH

（通常法，反復法）は無効でIVF－ER治療を行うのが
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よく，常に抗体価が低い群（C群，SI，。＜10）では

AIHによる妊娠が期待できる症例が認められると

報告した．従って教室ではSI5。値に応じて治療法

（AIH，　IVF－ER）の選択を行っているのでS　I　5。値の

評価は重要である．

　一方，SI－Ab保有男性に対する一般的な治療法と

しては，ステロイド療法により抗体産生を抑制して

おき，婦人の排卵時期を狙って洗浄精液によるAI

Hを施行する方法が行われている4）．しかしステロイ

ド療法により血中抗体価の低下は認められるものの，

その効果持続期間は3ヶ月程度にとどまり，また妊

娠率も極めて低い（11．5％）ことが報告されている4）．

　最近，子宮内膜症の治療薬として用いられるdan－

azolの免疫抑制作用を利用して，特発性血小板減少

性紫斑病（ITP）における抗血小板抗体（IgG）の

低下6），全身性エリテマトーデス（SLE）における

DNA抗体の低下7），自己免疫性溶血性貧血（AIHA）

における赤血球表面結合温式自己抗体（IgG）の低下8）

による臨床症状の改善例が報告されている．そこで

今回まずSI－Ab保有不妊婦人のうち，子宮内膜症を

合併しD療法を受けた者を対象に，D投与により血

中SI5。値が低下し，投与後の妊娠予後に改善がみら

れるか否かを検討した（表2）．対照として，buserelin

療法を受けたSI－Ab保有婦人の血中SI5。値の変動

につき検討した．その結果，症例数は少ないが，A

群のような高抗体価の症例ではD投与によるSI5。値

の低下を認めず，B群やC群のように比較的抗体価

の低い症例の一部では，投与後1ヶ月目より抗体価

が低下する傾向が認められるものもあった．しかし

D投与中はその効果が維持されたが，投与終了後1

ヶ月目よりSI5。値は投与前のレベルに戻っていた．

また4症例ともその後の治療（AIH，　IVF－ER）では

妊娠の成立をみていない．一方，B療法中の血中S

I5。値の変動には明らかな特徴は認めなかった．

　次にステロイド療法によって妊娠に至らなかった

血中SI－Ab保有男性にD療法を行い，　S　I5。値の変

化，精子付着抗体やハムスター試験を用いた精子受

精能力の改善の有無につき検討した．その結果血中

SI5。値はやや低下したが，精子付着抗体の低下やハ

ムスター試験の改善を認めず，また妊娠にも至らな

かった．

　Danazo1の投与量としてITPでは性差や既往治

療，罹病期間に関係なく400～SOOmg／day投与によ

り67　・一　68％で血小板の増加をみることが報告されて

いる6・25）．またSLEでも400～600mg／day投与で臨

床症状の改善が7・26），更に特発性のAIHAでも400

－一　800mg／day投与で100％にステロイドの減量，離
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脱が可能になったB・27）ことが報告されている．抗血小

板抗体，温式自己抗体及び大部分の抗DNA抗体は

IgGに属し，これは不妊婦人血中のSI－Abと同一ク

ラスであり，D投与中には抗体の低下を認める症例

が存在することで一致した結果となった．しかしSI

－Ab保有婦人のうち高抗体価群ではSI，。値の低下

を認めず，ITP等の疾患においてもdanazol無効

例では抗体量が高い症例が含まれるのではないかと

考えられた．

　またD療法中には当然のことながら排卵は抑制さ

れており，投与中に妊娠は期待できない．今回低抗

体価群でD投与中にSI5。値が低下した症例において

も投与終了後1ヶ月目にすでにSI5。値は上昇してき

ており，このことがD投与によっても妊娠率の向上

に結びつかなかった原因となっているものと考えら

れた．

　以上より，症例数は少ないが今回の検討結果から，

（1）SI－Ab保有不妊婦人に対するD療法では，投与

中に一時抗体価が低下する症例も認められたが，そ

の後の妊娠率の改善にまでは至らなかった．（2）SI

－Ab保有男性に対するD療法では，たとえ血中SI5。

値が低下していても，精子に付着する抗体量や受精

障害作用が改善されなければ妊娠には至らぬことが

示唆された．今後更に症例数を重ねて投与法，投与

量等の検討の必要があると考えられる．

　本論文の要旨は，第36回日本不妊学会学術講演会

（名古屋）において発表した．

　尚，本研究の一部に対して，東京田辺製薬株式会

社よりdanazolの提供を受けた．
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　　Preliminary　observation　of　the

effect　of　danazol　therapy　on　serum

sperm　immobilizing　antibody　titers

　　　（SI50　unit）in　infertile　women

Hiroaki　Shibahara，　Minoru　Shigeta，

　　Hiroshi　Kato，　Yasuki　Koyasu，

Koji　Koyama　and　Shinzo　Isojima

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

Hyogo　Medical　College，　Hyogo　663，　Japan

　　Infertile　women　with　sperm　immobilizing　antl－

bodies（SI－Ab）are　less　likely　to　become　pregnant

than　those　without　SI－Ab．　The　patients　with　Iow

titers　of　SI－Ab　could　possibly　conceive　with　the

treatment　of　repeated　or　ordinary　intra－uterine

insemination（AIH），　but　the　patients　with　high

titers　of　SI－Ab　have　never　been　able　to　conceive　by

such　therapies．　They　were　able　to　conceive　only　by

in　vitro　fertilization－embryo　replacement（IVF－ER）

therapy．　So　the　quantitative　estimation　of　SI－Ab

titers　is　important　for　selecting　the　apPropriate

method　for　treatment．

　　As　the　immunosupressive　effects　of　danazol　were

recently　reported　on　patients　with　auto－immune

diseases　such　as　idiopathic　thrombocytopen｛c　pur－

pura，　we　applied　the　danazol　therapy　to　the　im－

munological　infertile　women　associated　with　en・

dometriosis　and　the　SI－Ab　titers（SI50　units）were

followed　by　the　quantitative　sperm　immobilization

test　every　l　to　2　months，　Although　the　Slso　unit　was

not　affected　by　the　treatment　in　the　patients　with

high　titers　of　SI－Ab，　it　declined　one　rnonth　after

therapy　in　some　patients　with　low　SI5。　titers・

However，　no　pregnancy　was　obtained　during　the

period　of　this　study．　One　infertile　man　with　SI－Ab，

who　was　refractory　to　glucocorticoid’s　treatment，

was　also　treated　with　danazo1．　His　SI50　units　Iower・

ed　slightly，　but　the　sperm　fertilizing　ability　tested

by　the　hamster　test　did　not　improve　as　a　result　of

the　treatment．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年2月10日）
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　近年，hMG－hCG療法抵抗性の症例にヒト成長ホルモンを併用することにより，hMG投与量ならび

に投与日数を短縮することが可能であることが報告されている．今回我々も，hMG－hCG療法抵抗性

の症例に成長ホルモン（GH）を併用したときの卵胞発育促進効果について検討した．　GHはジェノ

トロピン（Kabi　Pharmacia社，スウェーデン）を，　hMG製剤はパーゴナル（帝国臓器）を使用した．

同一症例にコントロール周期とGH投与周期を設け，コントロール周期はGH投与周期の前後に設定

した．コントロール周期では月経または消退出血5日目よりhMGを連日投与し，1日3A（1A＝150

1．U）を上限に3日毎に1Aつつ増加させた．　G　H投与周期では，月経5日目より同様のhMG刺激

を行い，月経5，7，9，11日目でGHを筋注した．　GH投与量は，各症例で4，8，12，16単位／

日の4周期を設け卵胞発育を観察した，両周期とも首席卵胞径が20mm以上になった時点でhCG　5000

単位を筋注し排卵を誘発した．GH投与周期ではいずれのGH投与量でも，コントロール周期にくら

べ排卵に至るhMG投与量，投与日数ともに減少傾向にあり，GI｛投与量とhMG投与量，投与日数の

問に逆相関を認めた．また，hCG投与直前血中エストラジオール値はGH投与量に比例して増加し，

いずれのGH投与周期でもコントロール周期に比べ有意に高値となった．以上より，GHにはhMGの

卵胞発育を促進する効果があり，hMG－hCG療法に抵抗性を示す症例にGHを併用することは有用と
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考えられた．

（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，37（4），597－604，1992）

緒　　言

　hMG－hCG療法はクロミフェン無効の視床下部性

あるいは下垂体性無月経のみならず，体外受精の排

卵誘発法として多用されている．しかし，hMGによ

る卵胞発育刺激に対して，卯巣の感受性が低下して

おり排卵にいたるまで多量のhMGを必要とする，い

わゆるpoor　responderの存在は大きな問題となって

いる．

　近年，下垂体からの成長ホルモン（GH）分泌能

をみるクロニジン試験で，GHの分泌能が低下して

いる症例では，hMG－hCG療法に抵抗を示すこと1）や，

hMGによる卵胞発育に抵抗を示す症例にGHを併用

することによりhMGの効果が促進されることが1　・3）報

告されている．これらの報告はGHが卵胞発育に関

与していることを示唆するものであり，今回我々も，

多量のhMGでのみ排卵を惹起しうるhMG－hCG療

法抵抗症例にクロニジンによるGH分泌刺激試験を

行って，GH分泌能を評価し，　GHを併用したとき

の卵胞発育促進効果について検討した．

研究対象および方法

　対象は当科不妊外来通院中の排卵障害症例で

hMG－hCG療法を受けているものの中で，　hMGの連

日投与で排卵まで12日以上要するか，総hMG投与

量が2700単位を越えても排卵に至らないもの4症例

とした．また，この研究を行うにあたり，当大学倫

理委員会の承認を得ると共に，患者からインフォー

ムドコンセントを得た．今回対象とした4例の臨床

動態を表1に示す．

　症例1は，原発無月経で諸検査の後，視床下部無

月経と診断された症例であり，症例2，症例3も視

床下部性無月経，症例4は下垂体腺腫手術後の下垂

体性無月経である．いずれの症例も挙児希望がある

がクロミフェンでは排卵が認めらないため，hMG－hCG

療法を行っており，前述の適応にあてはまる症例で

　　　　　　　　　　　　　　　　　表1

ある．4症例の平均年齢は33歳で，排卵障害以外の

他の疾患は有していない．

　GHは遺伝子組み替え天然型ヒト成長ホルモンで

あるジェノトロピン（1V＝4単位，　Kabi　Pharmacia

社，スウェーデン）を使用した．hMG製剤としては

パーゴナル〈1A＝1501。　U帝国臓器）を，　hCG製

剤はHCG持田（1A＝5，000　1．U．持田製薬）を使

用した．試験開始に先立ち，全症例に下垂体のGH

分泌刺激試験であるクロニジン負荷試験を行った．

クロニジン試験は月経中または消退出血中に行い，

空腹時の午前中にクロニジン225μg（カタプレス　ベ

ー リンガー社）を経口投与し，投与前および投与後

30，60，90分で採血し，血清中のGHを測定した．

各症例にコントロール周期とGH投与周期を設け，

コントロール周期はGH周期の前と後の2周期とし

た．コントロール周期では，月経または消退出血5

日目よりhMGを連日投与し，1日1Aより開始し3

Aを上限に3日毎に1Aつつ増加させた．　GH投与

周期では，月経5日目より同様のhMG刺激を行い，

月経5，7，9，11日目でGHを筋注した．　GH投

与量は，各症例で4，8，12，16単位／日の4周期

を設け，卵胞発育を観察した．両周期とも経膣的に

超音波下に卵胞径を計測し，首席卵胞径が20mm以上

になった時点でhCG　5000単位を筋注し，排卵を誘発

し，両周期におけるhMG投与量，投与日数，首席卵

胞径，血中エストラジオール値を比較検討した．

結　　果

1．クロニジンによるGH分泌能の評価

　図1に4症例のクロニジン試験による血清中GH

値の経時的変化を示す．症例2のみクロニジンによ

り血清中GHは増加したが，他の3症例はクロニジ

ンによるGH分泌増加は認められず，内因性のGH

分泌障害が示唆された．

2．GH投与によるhMG投与日数および投与量の変

化

対象とした4症例の臨床動態

症　例 年　齢 妊娠歴 不妊歴 排卯障害原因

1．YY 33歳 GOPO 2年6ヵ月 視床下部性無月経

2．H．S． 32歳 GIPO 6年 視床ド部性無月経

3．H．1． 33歳 GOPO 8年 視床下部性無月経

4．M。M． 33歳 GOPO 3年 下垂体性無月経（下垂体腺腫手術後）
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図2．hMG投与日数の平均（コントロール周期に対する

　　パーセントで表示）．

　4症例全例ともコントロール周期でもGH投与周

期でもhCG投与後排卵が惹起されたことを，基礎体

温ならびに経膣超音波による卵胞観察にて確認した．

図2に4症例のhMG投与日数の平均をGH投与周
期前のコントロール周期のパーセントで示す．GH

4単位，8単位，12単位，16単位投与周期ではコン

トロール周期に比べそれぞれ92．3％，87．5％，87．4

％，81．7％と減少し，8単位，16単位投与周期では

危険率5％以下で，コントロール周期に比べ有意に

投与日数が減少した．また，hMG投与日数はGHの

用量依存性に低下する傾向にあった．

　GH投与周期後のコントロール周期ではGH投与

前のコントロール周期と同様にhMG投与日数の延長

を認めた．図3はhMGの投与量の平均をGH投与周

期前のコントロール周期に対するパーセントで示し

たものである．投与日数同様にGH4単位，8単位，
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図3．hMG投与量の平均（コントロール周期に対するパ

　　ーセントで表示）．

12単位，16単位投与周期ではコントロール周期に比

べ90．0％，84．6％，84．9％，　75．3％と，hMG投与

日数と同じくGHの投与量に用量依存性にhMG投

与量が減少し，GH8単位，16単位投与周期では，

危険率5％以下でコントロール周期に比べ有意に

hMG投与量が減少した．　hMG投与周期後のコント

ロール周期ではGH投与前のコントロール周期と同

様にhMGの投与量は増加した．

3．GH投与による卵胞発育および血中エストラジ

オール値に及ぼす効果

　図4に症例1－4のGH16単位投与周期とGH
投与周期前のコントロール周期の経時的な首席卯胞

径を示した．どの症例もGH投与周期ではコントロ

ール周期に比べ卵胞発育速度は速やかであったが，

発育卵胞数はGH投与周期とコントロール周期の間

で差は認めなかった．なお4症例全てで，GH4，

8，12単位投与周期でも首席卯胞発育はコントロー

ル周期より速やかであった．

　図5に症例1－4のGH16単位投与周期とGH
投与周期前のコントロール周期の経時的な血中エス

トラジオール値を示す．エストラジオール値の上昇

はどの症例でもコントロール周期よりGH工6単位投

与周期の方が早く，hCG投与直前のエストラジオー

ル値もGH投与周期の方がそれぞれコントロールの

4．9倍，3．1倍，5．9倍，1．4倍と有意に高値であっ

た．なお4症例全てで，GH4，8，12単位投与周

期でも血中エストラジオール値の上昇はコントロー

ル周期より速やかであった．図6は4症例のhCG投

与直前のエストラジオール値の平均をGH投与周期

前のコントロール周期のパーセントで示したもので

あるが，GH4，8，12，16単位投与周期では，コ

ントロール周期に比べそれぞれ169．1％，227，4％，
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図6．4症例のhMG投与直前のエストラジオール値の平

　　　均（コントロール周期のパーセントで表示）．

289．3％，380．3％と増加し，4単位，16単位投与周

期では危険率5％以下で有意に増加した．また，G

Hの用量依存性に増加する傾向にあった．GH投与

周期後のコントロール周期では卵胞発育速度，血中

エストラジオール値の上昇速度およびhCG投与直前

の血中エストラジオール値はGH投与周期前のコン

トロール周期と同様の動態に戻った．また，血中プ

ロゲステロン値および基礎体温上，排卵後の黄体期

における黄体機能不全は，両周期とも見られなかっ
た．

　4症例とも血圧，体重，血算，肝機能，腎および

甲状腺機能を毎周期ごとに検査したがコントロール

周期とGH投与周期で差を認めなかった，

考　　察

　GHが1生周期に関与していることは以前より指摘

されてきた．GH分泌不全では思春期発来が遅延し，

これらの症例にGHを投与すると性周期が確立して

来ることや4），無排卵患者ではGHの分泌能が低下し

ているという最近の報告は5），GH分泌不全がなんら

かの形で排卵障害に関与していることを示唆してい

る．しかし，正常性周期では血中のGHの有意の変

動を認めず，ゴナドトロピンやエストラジオール，

プロゲステロン値とも相関が見られない6》．また，排

卵障害症例でもGHの基礎分泌は保たれており5），G

Hと性周期の関係についてはまだ不明な点が多い．

　一方，hMG－hCG療法に抵抗を示す症例では，　G

H分泌能が低下していることが報告されており1），我々

の今回の検討でも，4症例中3例にクロニジン負荷

試験でGH分泌能の低下が認められた，これらのこ

とより，GHは排卵障害だけでなく，hMGによる卵

胞発育にも関与していると考えられる．hMG－hCG療

法に抵抗を示す症例にGH併用が有効であるとの報

告は多く見られ2・3・7～9｝，我々が試みた4例でも全例に

GHを併用したことにより，明らかに卵胞発育速度

が促進された．

　今回の4症例はGH投与周期以前に，連続して4－

5回のhMG－hCG療法を行っており，いずれの周期

でも排卵に至るhMG投与量は2700単位を越えてい

た．さらに，連続したGH投与周期でGHの用量依

存性にhMG投与量が減少したことや，　G　H投与周期

後のコントロール周期では再びhMGに対して抵抗性

を示したことより，hMGのpriming　effectにより卵

胞発育が促進されたとは考えにくく，GH投与によ

りhMGによる卵胞発育が促進されたと考えられる．

コントロール周期とGH投与周期で発育卵胞数に差

はなかったが，この点は諸家の報告とも一致する．

　我々の検討ではGH投与周期では，卵胞の発育速

度の促進のみならず，血中エストラジオール値の上

昇率やhCG投与直前の血中エストラジオール値はコ

ントロール周期より明らかに上昇していたが，hCG

投与直前の血中エストラジオール値はGH投与によ

り上昇するという報告と9）上昇しないという報告3・’・8｝

があり，一致を見ていない．もし，hCG投与直前の

血中エストラジオール値がGH投与周期で上昇する

とすると，コントロール周期とGH投与周期のhCG

投与時期の卵胞径や発育卵胞数には差が見られない

ことから，GHは卵胞発育だけでなく穎粒膜細胞に

おけるhMGの感受性を促進しその機能をも高めるこ

とが示唆される．

　GHの卵胞発育促進の作用機序としては幾つかの

可能性が考えられる．その一つはGHが血中のinsulin

－ like　growth　factor－1（IGF－1）を増加させ，それが

卵巣に作用する機序である．IGF－1は生体の種々の臓

器で産生されるが，その主要産生臓器は肝臓と考え

られている．IGF－1はGH依存性に血中に増加し，　G

Hの成長促進作用を仲介するが，そのほかに卵巣の

生理学的機能にも深く関与している．穎粒膜細胞は

IGF－1のレセプターを保有し1°，　IGF－1は単独または

ゴナドトロピンと共に，穎粒膜細胞の種々の機能を

制御している11）．また，内爽膜細胞はIGF－1を産生lz）

していることが報告されている．このような事実は，

従来のゴナドトロピンのendocrineによる卵巣制御

機i構iに加え，IGF－1のparacrine／autocrineによる

卵巣内制御機構が卵胞発育に関与していることを示

唆するものである．したがって，GH投与により血

中に増加したIGF－1が卵巣に作用し，卵胞発育を促

進する事は十分に考えられる．また，IGFは血中

ではそのほとんどがIGFの結合蛋白と結合してお

り13，IGFの作用を修飾することが知られている1‘・15）．
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したがって，IGF－1の生物学的活性を推測するとき，

その結合蛋白の動態を考慮しなければならない．

　現在，血中ではIGFBP－1からIGFBP－4までの4

つの結合蛋白が同定されているが16），このうちIGFBP

－ 1は多くの細胞培養系でIGF－1の作用を抑制するこ

とが報告されている17・18）．血中のGHとIGFBP－1は

逆相関することが知られており19），GH投与により血

中のIGFBP－1が減少すれば，　IGF－1値に変化がなく

ても，結果としてIGF－1の生物学的作用が増強され

る可能性は示唆される．

　GHの卵胞発育促進作用は全身レベルだけでなく，

卵巣局所でIGF－1を増加されることにより，卵胞発

育を促進する作用機序も考えられる．ラットにGH

を投与すると，卵巣内のIGF－1が増加することが報

告されている2°）．ヒトにおいても，GH投与により有

意に卵胞内のIGF－1が増加することが報告されてい

るが8），これらはこの仮説を支持するものである．ヒ

トにおいて，卵巣にGHのレセプターが存在するか

どうかは不明であるが，このような卵巣局所でのIGF

－1を介したGHの作用機序は十分考えられることで

ある．一方，卵胞液中には血中と同じくIGFの結

合蛋白が存在し21｝，FSHの穎粒膜細胞に対する作用

を抑制したり22），穎粒膜細胞の機能を修飾する23にと

が知られている．このような事実より，GHは卵巣

局所でのIGF結合蛋白の動態を変ることにより，

IGF－1の作用を増強している可能性も考慮されなけれ

ばならない．

　卵巣に対するGHの作用機序としては，そのほか

に，IGF－1を介さないGHの卵巣に対する直接作用も

考えられる．GHはヒト穎粒膜細胞からのエストラ

ジオール分泌をIGF－1を増加させることなく促進す

ること24）や，GH投与により卵胞液中のGHは増加す

るが，IGF－1はコントロール群と差がない9｝などの報

告は，GHが卵巣局所において直接卵巣の機能を制

御している可能性を示唆する．現在のところ，いず

れの作用機序も確立されたものでなく，今後の検討

を待たなければならない．

　GHは下垂体性小入症の治療として臨床に用いら

れているが，その副作用として，甲状腺機能低下，

肝トランスアミラーゼの上昇，アラニントランスフ

ェラーゼの上昇，尿酸の減少，等が報告されている3）

が，今回の4症例ではいずれの副作用も見られず，

臨床上は問題ないと思われた．卵胞発育に従来のゴ

ナドトロピン以外の作用機序の関与が明らかになり

つつある現在，GHを排卵誘発に使用することは新

しい排卵誘発法として注目されるが，適正投与量や

その臨床効果の評価には，さらに多くの検討を行わ

日不妊会誌　37巻4号

なければならない．体外受精においてGHを併用す

ることにより高い受精率8｝や妊娠率ηが得られたとの

報告は，排卵促進だけでなく卵の成熟にもGHが関

与していることを示唆し，今後，体外受精の排卵誘

発にも応用できる可能性を秘めている．また，GH

は現在非常に高価であるため，GHの代わりにGH－

RHを排卵誘発に応用する試みも25・26）報告されており，

将来の臨床応用が期待される．

（本論文の要旨は第36回日本不妊学会および第9回

日本受精着床学会において発表した．）
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Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　Tokyo　Women’s　Medical　College，

　　　　　　　　　　Tokyo　l62，　Japan

Mitsutoshi　Iwashita　and　Shoichi　Sakamoto

Maternal　and　Perinatal　Center　Tokyo　Women’s

　　　　　Medical　College，　Tokyo　162，　Japan

Kazue　Takano　and　Naomi　Hizuka

Department　of　Medicine　II　Tokyo　Women’s

　　　Medical　College，　Tokyo　162，　Japan

　　Human　growth　hormone（GH）has　been　reported

to　enhance　follicular　development　by　hMG－hCG

therapy　in　poor　responders．　We　also　evaluated

effect　of　GH　in　patients　who　showed　poor　response

to　hMG－hCG　therapy．　Four　patients　who　required

more　than　12　days　or　total　amounts　of　27001．　U．　of

hMG　administration　to　cause　ovulation　were

examined．hMG　was　administrated　daily　with　or

without　various　dose　of　GH　injection　at　Day　5，7，9，

11．Follicular　size　and　serum　levels　of　estradiol

were　measured　by　transvaginal　ultrasonography

and　RIA，　respectively．　The　number　of　hMG

ampules　and　treatment　days　to　reach　ovulation

were　decreased　by　administration　of　GH　in　a　dose

dependent　manner．　Similarly，　elevation　of　serum

estradiol　were　more　prominent　in　GH　treated　cycle

than　control　cycle．　These　results　suggest　that

cotreatment　with　GH　and　hMG　is　useful　to　stimu－

late　follicular　development　in　patients　who　show

poor　response　to　hMG－hCG　therapy．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年5月27日特掲）
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体外受精胚移植法のための過排卵刺激法における

LH含量の低いhMG製剤の有用性の検討

Effects　of　Lower　LH　Content　hMG　Preparation　on

　　　Ovarian　Stimulation　in　IVF－ET　Program

野　田　洋　一

　Yoichi　NODA

成　本　勝　彦

京都大学医学部婦人科学産科学教室

Katsuhiko　NARIMOTO
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Watanabe　Hospital

　体外受精胚移植法を目的とする過排卵刺激法における低LH含量のhMG製剤の有用性を検討するた

め，FSH：LHが1：1であるヒュメゴン75単位製剤（以下旧ヒュメゴン）と，同比を3：1とした

ヒュメゴン150単位製剤（以下新ヒュメゴン）を同じプロトコール（GnRHアナログーhMG－hCG法）

で投与し，その成績を検討した．移植可能周期数は両群に有意差はなく，約70％の患者が胚移植可能

であった．平均採取卵数は旧ヒュメゴンZ4±4．3に対し新ヒュメゴン8．6±6．1と差はなかったが，

卵胞穿刺あたりの採卵率は旧ヒュメゴン59．3％に対し新ヒュメゴン87．1％と有意差が認められた．

媒精後の受精率，卵割率および移植卵数に関しては，受精率は両群間では差がなかったが，卵割率お

よび移植卵数については，新ヒュメゴンのほうが有意に良好な結果が得られた．またOHSS症例は両

群とも1例のみであった．これらの結果はLH含量の少ないhMG製剤であるヒュメゴンは卵胞発育刺

激において，十分に有用であることを示すと考えられる．

（現在ヒュメゴン75単位のFSH：LH比を1：1，ヒュメゴン150単位の同比を3：1で市販してい
る）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，37｛4），605－609，1992）

緒　　言

　hMG製剤を用いた卵胞発育刺激は，以前より不妊

症治療の中で重要な位置を占めてきたが，近年では

体外受精・胚移植法や配偶子卵管内移植法における

過排卵処理に応用され1），これらの治療法の成績を左

右する重要な因子の一つとなっている．実際，体外

受精・胚移植法の成績は以前より向上してきている

ものの，なお十分満足の得られる成績とはいいがた

い現状であり2），これを改善するための様々な試みの

一つとして卵胞発育刺激に用いるhMG製剤の見直し

が行われるに至っている．
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　従来，hMG製剤としては，　FSHとLHの比率が

1：1のものが使用されてきたが，近年，卵胞発育

期における不必要に高いLHレベルは，アンドロゲ

ン産生を増加させて良好な卵胞発育を妨げると報告

されておt）　3），GnRHアナログの投与による内因性L

Hの抑制のみならず，FSH比の高いhMG製剤を使

用することで外因性のLHを減少させて卵胞発育刺

激による治療効果を高めようとする試みが行われて
いる4・7・8）欄

　今回，FSHとLHの比を3：1とした新しい
hMG製剤（新ヒュメゴン）を体外受精胚移植法にお

ける過排卵刺激法に用い，従来のhMG製剤（旧ヒュ

メゴン）の効果と比較したのでここに報告する．

対象と方法

　対象は平成3年1月1日より6月30日の6カ月間

に京都大学医学部付属病院および醍醐渡辺病院にて

体外受精胚移植法を受けた一般健康状態に異常を認

めない正常月経周期を有する不妊を主訴とする患者

とし，年齢42歳以上の症例や，精子濃度2000万／

ml以ドまたは運動率40％以ドの症例，子宮に着床を

妨げるおそれのある要因を持つ症例，内分泌異常を

有する症例（甲状腺機能異常，多嚢胞性卵巣症候群）

は除外した．

　症例数は（1）実験群（新ヒュメゴン群＞42例と

（2＞対照群（旧ヒュメゴン群）19例の合計61例で

あった．

　各群に対するhMG製剤の投与方法に関しては，

GnRHアナログーhMG－hCG法下で使用し，月経周期

3日目より旧ヒュメゴンまたは新ヒュメゴンをそれ

ぞれ3001Uを2日間筋注し，月経周期5日目より

さらに旧ヒュメゴンまたは新ヒュメゴンをそれぞれ

1501Uを連日筋注し，卵胞モニタリングにて主席卵

胞の長径と短径の合計が36mm以一Lになれば投与を中

止した，

　卵巣刺激周期における卵胞モニタリング法，hMG

の投与期間，採卵時期，採卵法，培養液，卵子前培

養時間，媒精精子濃度，受精判定，卵割判定，胚移

植時期および方法などは京都大学医学部産婦人科教

室IVF－ETプロトコールに従い行った．

　両群の平均値の有意差検定には，Student’s　test，

出現頻度の差の検定にはカイ2乗検定を用いた．

結　　果

　不妊原因の分布は，両群間に大きな偏りは無く，

また年齢も両群間に有意差を認めなかった（表2）．

　hCG投与までに必要としたヒュメゴンの投与期間

および投与量（IU）を表1に示した．投与期間お

よび投与量とも両群間に有意差を認めなかった．

　IVF－ETの成績を検討すると表2に示すように，

新ヒュメゴン群は42症例中に38例に採卵，30例に

胚移植を行い，9例が妊娠したが，3例が流産であ

った．一方対象群である旧ヒュメゴン群は，19症例

中に17例に採卵，13例に胚移植を行い，3例が妊娠

したが，1例が流産であた．両群の成績を採卵およ

び移植当りの妊娠率で比較検討すると，新ヒュメゴ

ン群で各々23．7％，30．0％，旧ヒュメゴン群では各々

17．6％，23．1％であり，新ヒュメゴン群の成績が良

好なものの両群間には有意差は認められなかった．

　卵巣刺激を行ったにもかかわらず移植に至らなか

った症例（キャンセル周期数）は，ヒュメゴン群で

42症例中12例（28．6％），旧ヒュメゴン群で19症

例中6例（31．6％）と有意差は認められなかった．

その内訳は低反応，未受精および卵分割不全であり，

両群ともにほぼ同様の傾向が認められた．

　なおOHSS（卵巣過剰刺激症候群）等の副作用の

発生率に関しても，両群間に差を認めなかった．

　　　　　　　表2　1VF－ET成績

新ヒュメゴン群旧ヒュメゴン群

症例数

平均年齢a）

総周期数

採卵周期数

胚多植周期数

キャンセル周期数b）

　　低反応

　　未受精

　　卵分割不全

　　その他

妊娠症例数

流産症例数

副作用

　　42

34．1±4．4

　　42

　　38

　　30

12（28．6％）

　　4

　　6

　　1

　　1

　　9

　　3

　　19

34．8±4，9

　　19

　　17

　　13

6（31．6％）

　　2

　　3

　　1

　　0

　　3

　　1
2／30e）（6．7％）　1／13d）（7．7％）

表1　投与期間および投与量

新ヒュメゴン群旧ヒュメゴン群

採卵当りの妊娠率

移植当りの妊娠率

23，7％

30．0％

17．6％

23．1％

平均投与期間（日）a》　　8．8±1．4　　9．1±1．2

平均投与量（IU）a）　　1620±210　1665±180

a）Mean±SD

a）Mean±SD
b）移値に至らなかった症例をキャンセル周期とした

c）OHSS　1例，その他1例
d）OHSS　I例
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　採卵成績を表3に示した．検討した内容は発育卵

胞数（採卵前日の長径＋短径の合計が30mm以上），

採卵数および採卵日である．発育卵胞数は旧ヒュメ

ゴン群が12．5±5．8，新ヒュメゴン群が10．1±6．2と

旧ヒュメゴンの方が成績が良好であったが，採卵数

に関しては新ヒュメゴン群が8，6±6．1と旧ヒュメゴ

ン群7．4±4．3に比べ成績が良かったため，採卵率（採

取卵数／発育卵胞数）は新ヒュメゴン群87．1％，旧

ヒュメゴン群59．3％と，新ヒュメゴン群が有意に良

好であった（P〈0．01）．

　胚培養および移植成績を表4に示した．両群の受

精率（受精卵数／採卵数）は，80．7％および79．2％

と同様な成績であったが，卵割率（卵割卯数／受精

卵数）に関しては，新ヒュメゴン群が98．6％と旧ヒ

ュメゴン群の89．5％と比べ有意に成績が良好であっ

た（P＜0，01）．なお，移植卵数についても検討した

が，新ヒュメゴン群の方が有意に移植個数が多かっ

た．

考　　察

従来，卵胞発育刺激のためのhMG製剤としては，

表3　採卵成績

新ヒュメゴン群旧ヒュメゴン群

総周期数

採卵周期数

平均発育卵胞数a）

平均採卵数a）

平均採卵日a）

　　42　　　　　19

　　38　　　　　17

10．1±6．2　　12．5±5．8

8．6：ヒ6．1　　　7．4±4．3

12．8±1．5＊＊　13。2±1，1

採卵率
（採卵例数／総周期数）

採卵率
（採卵数／穿刺卵胞数）

90．5％

87．1％・

89．5％

59．3％

a）　Mean±SD
　＊：x2検定　P＜O．Ol

＊＊：T検定　P〈0．05

FSHとLHの比率が1：1のものが使用されてき
た．しかし，実際には卵胞発育において必要とされ

るLHレベルは低く3），卵胞発育期において不必要に

LHレベルが高くなると，卵胞でのアンドロゲン産

生が増加し5・6），その結果，健全な卵胞発育が妨げら

れる可能性が示されている3）．したがって，hMG製

剤に含まれるLH含量が高い場合には，その投与に

よる卵胞発育期のLHレベルを外因性に上昇させ，

良好な卵の発育を損なう可能性があり，治療上問題

となっている．そこで，LHの少ない，あるいは殆

ど含まないhMG製剤を使用することで，外因性のL

Hを減少させて，卵胞発育刺激の効果を高めようと

する試みが行われている4・7・8）．

　今回の検討は，従来より使用していたFSH：LHが

1：1であるヒュメゴンと，同比が3：1である新

ヒュメゴンを当教室の体外受精胚移植法のプロトコ

ー ルにもとつくGnRHアナログーhMG－hCG法に使

用し，その効果を比較したものである．

　まず，移植可能周期数からみれば，両群に有意差

はなく，約70％の患者がこの卵胞発育刺激により体

外受精胚移植を完遂することができたといえる．採

卯前の発育卵胞数では見かけ上，旧ヒュメゴンのほ

うが多くなっているが，実際の平均採取卵数は新ヒ

ュメゴンのほうが旧ヒュメゴン7．4±4．3に対し8．6±

6．1と多く，卵胞穿刺あたりでは59、3％に対し87．1

％と有意に高率で卵を回収することができた．しか

も，媒精後の受精率，卵割率も新ヒュメゴンのほう

が良好な結果が得られ，卯割率は有意差が認められ

た．これらはLH含量の少ない新ヒュメゴンによる

卯胞発育刺激において，十分にviabilityの高い卵が

得られることを示すものと考えられる．

　また卵胞発育刺激においては，Ovarian　hyper・

stimulation　syndrome（OHSS）の発生が臨床的に問

題となっているが，排卵誘発に用いるhMG製剤にお

けるFSHとLHの比率がその発生率に関係すると

表4　胚培養と移植成績

新ヒュメゴン群 旧ヒュメゴン群

移植周期数

平均受精卵数a）

平均分割卵数a）

平均移植卵数a）

　30
7．1±5．4

7．O±5．3

2．9±1．0＊＊

　13
5．8±3．6

52±3．6

2．4±1．0

受精率（受精卵数／採卵数）

分割率（分割卵数／受精卵数）

80．7％　　（213／264）

98．60／6　（210／213）＊

79、2％　 （76／96）

89．5％　　（68／76）

a＞　Mean±SD
　＊：x2検定　P＜0．01
＊＊：T検定　P＜0．05
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いう報告9’vl1）と，関係しない報告12’“’i6）があり，いまだ

意見の一致をみていないのが現状である．今回の検

討では，OHSS症例は両群とも1例のみ認める結果

となり，いずれかの群に多いという傾向は認められ

なかった．

　以上のように，今回の検討の結果からは，LH含

量を少なくしたhMG製剤（新ヒュメゴン）をヒト体

外受精・胚移植法の排卵誘発に用いた場合，高い卵

回収率を得られる可能性が示され，また得られた卵

についても受精率・卵割率ともに問題は無いと考え

られた．したがって低LH含量のhMG製剤は排卵誘

発剤として十分に有用であると考えられる．
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　　　　preparatlon　on　ovanan

stimulation　in　IVF－ET　program

　　　　　Yoichi　Noda，　Yoh　Umaoka，

Satoshi　Natsuyama，　Katsuhiko　Narimoto，

Masahide　Shiotani　and　Takahide　Mori
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　　Kyoto　University，　Kyoto　606，　Japan

Eizo　Watanabe　and　Nobuyuki　Emi
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　Using　Humegon　1501U　with　FSH／LH　ratio　of　3／

1（new　Humegon）and　Humegon　751U　with　that　of

l／1（old　Humegon），　we　studied　the　effects　of　these

two　hMG　preparations　on　ovarian　stimulation　with

GnRHa－hMG－hCG　regimen　in　order　to　evaluate

clinical　usefulness　of　lower　LH　content　hMG　prepa・

ration　in　IVF－ET　program．　There　was　no　signifi－

cant　difference　in　embryo　transferable　patients　of

both　groups　and　embryos　were　also　able　to　be

transferred　in　around　70％of　the　total　patients．　No

significant　difference　in　the　mean　of　retrieved

oocytes　was　observed　in　both　groups　but　the　ratio

of　retrieved　oocytes　from　aspired　ones　was　higher

in　new　Humegon　group（87．1％）compared　to　that　of
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old　Humegon　group（59．3％）．　No　significant　differ－

ence　between　the　two　groups　in　fertility　after

insemination　was　observed　but　cleavage　rate，　the

number　of　transferred　oocytes　were　significantly

higher　in　new　Humegon　group．　And　only　an　OHSS

was　observed　ill　both　treatment　groups．　On　the

basis　of　results　of　this　study　we　concluded　that　ne、v

（609）49

Humegon　of　3／1　FSH／LH　ratio　with　lower　LH

content　is　useful　to　ovarian　stimulation　in　everyday

clinic．（Humegon　751U　with　FSH／LH　ratio　of　l／ユ，

and　Humegon　l501U　with　FSH／LH　ratio　of　3／1　are

both　commercially　available　now）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年5月131」特掲）
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　血中TSH3．6μU／m1以1：で甲状腺機能低ド症状を示さない潜在性原発性甲状腺機能低ド症合併不妊

患者51名の，高PRL　ML症（基礎値20ng／ml以LまたはTRH負荷テスト過大反応）の合併率は70．6

％と高率であった．今回は11［1．中TSH値とPRL値の関係について検ll」’した，51例のlin．，ii　T　S　HとP

RL基礎値の問に全く相関を認めなかった．治療としてT4製剤を投’ノーした19例について治療前と治

療6週後のTSHとPRL値を比較すると，治療前後でTSH値は16．7±9．4から1．8±0．2μU／mlへ，

PRL値は22．3±2．5から14．1±1．2ng／mlへと両者ともに有意（P＜O．05）にド降したが，　TSH

に比べPRLのド降は緩徐であり．1両者のド降の程度に相関はなかった．さらにTSH値は正常化し

ても高P　R　L　lfi1．症が改善しなかったものを64．3％に認めた．　TRH負荷テストにおけるTSH，　PR

Lの反応性はT4製剤投与後抑制されたが，両者の抑制のパターンは異なっていた．以上より，本症

の高PRL血症の発症機序には，複雑な機構が関与していると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　SteriL，37（4），610－－615，1992）

緒　　言

　甲状腺機能異常が，各種月経異常や不妊に関与す

ることが知られている．我々は，不妊不育症患者の

うち，ffn－rliT3，free　T4値がIE常範囲で臨床的に明

らかな甲状腺機能低ド症状を示さないにもかかわら

ず，TSHが高値（3．6μU／ml以L）を示す，いわゆ

る潜在性原発性甲状腺機能低卜症合併不妊患者の過

半数に高PRL血症の合併を認めることを報告して

きた1）．また，これらの高PRL血症症例の治療には，

bromocriptinを第一選択とせず，　T　4製剤を選択す

ることで，高い妊娠率とII三常妊娠経過を得ることを

示したn．本研究では，潜在性原発性甲状腺機能低下

症に合併する高PRL血症が本症の不妊不育症の原

因の1つであるi．・∫能性を念頭において，T4製剤に

よる治療にともない血中PRL植がどの様に変化す

るのかを検討したので報告する．

対象及び方法

1987年3月から1990年2月までの3年間に当院不
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妊外来を初診した患者669人のうち血中TSH値が

3．6μU／m1以kを示した51例（全不妊症患者の8％）

を対象とした．各不妊症の内訳は，原発不妊29例，

続発不妊17例，習慣流産5例であった．血中TSH，

T3，　freeT4，　PRL値の測定は，それぞれダイナボッ

ト社のTSH　RIAビーズII法による高感度測定キッ

ト，T3　RIAキット，アマシャム社のAmerlex　F　T4

キット，第1ラジオアイソトープ社のPRL　RIAキ

ットで行った．PRLのスタンダードは現在普及し

ているWHOのものではなく，　NIHのスタンダー

ドを使用した．また，TRH負荷試験は，　TRH500μg

を静注前，静注30分，60分，120分後に採血を行い，

TSHとPRLの測定を行った．　TRH負荷試験に

おいてTRH静注後30分のPRL値が120ng／ml以
上のものを潜在性高P　R　L　lfiL症と定義した．なお，

対象症例中，基礎体温L排卯を認めなかったものは

3例であった．また，Basedow病手術後3例，精査

の結果橋本病と判明したもの7例を含んでいたが，

血中T3，free　T4　f直は低下していたものは1例のみ

で他は正常範囲に留まり，全例臨床的に甲状腺機能

低下症状を示したものはなかった．また，CTスキ

ャンL下垂体腺腫を認めたものはなかった．

結　　果

1．血中TSHとPRL値の関係
　対象51例の血中TSH値の’ド均は10．8±3．5

μU／m1（mean±SE）であったが，原発不妊，続発不

妊，習慣流産群でTSH値に差を認めなかった．　lflL

中PRL値の平均は22．7±2．3ng／mlでWHOのス

タンダードを用いた時の高PRL血症の20　ng／mlを

越えていた．高P　R　L　1’fn．VIEを合併しているものは27

Number

20

TO

　　　　　　　　Hyper　Response　Normal　Response
　　　　　　　　to　TRH　test　　　　to　TRH　test

　　　　　　　　　　　　－PRL（ng／ml）　　≧20　　　　　　　　　　　　く20

　　Fig．1Number　of　Hyperprolactinemia．

（611）51

例で対象群の53．0％であったがTRH負荷試験で潜

在性高PRL血症と診断された9例を加えると36例，

70．6％に高PRL血症を認めた（Fig．1）．しかしな

がら，Fig．2に示すようにこれらの症例の血中TS

H値とPRL値の基礎値の間に有意な相関は認めら
れなかった．

2．T4製剤投与の治療に伴うTSHとPRL値の
変化

　Fig．3に潜在性甲状腺機能低下症の治療としてT

4製剤（Levothyroxine，チラージンS⑭
0．025　一一　O．125mg／日，症例に応じて投与量は異な

る）を投’」一した19例の治療前と治療開始6週間後の

TSHとPRL基礎値の変化を示した．　TSHの治
療前の平均値は16．7±9．4μU／mlであったが，6週

間のT4製剤投与後のTSH値は1．8±O．2μU／ml

へと速やかに下降し，2例を除いて正常範囲となっ

た（P＜0．05）．一方，PRL値もT4製剤投’」‘前の

22．3±2．5μg／mlから投与一6週間後では14．1±L2

μg／mlへと有意（P＜O．05）に下降したが，　PRL

値の下降の程度はTSH値に比べると緩徐であった．

これらの症例の内，高PRL血症を合併している5

例に対し，治療開始前と6週間後にTRH負荷試験

を行い，TRHに対するTSHとPRLの反応性を
検討した（Fig．　4，5）．治療開始前のTRH負荷後30

分のTSHは5例中4例に過剰反応を認め，　PRL

は5例とも過剰反応を示した．6週間のT4製剤の

治療により全例TRH負荷試験によるTSH，　PRL分

泌反応は抑制されたが，TSHは2例が未だ過剰反

応を示し，1例は低～無反応を示した．この低～無

反応のユ例はT4製剤がやや過剰であったと考えら

列
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れた．一・方，PRL値は2例が過剰反応を示し，3

例は正常反応を示した．T4製剤投’」・6週間後の5

症例の個々のTRH負荷試験に対する反応を見ると

（Table1），2例はTSHの反応性が過剰であるのに
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Fig．5Response　of　PRL　to　TRH　test（o「　OOμ　g）before

　　　and　after　Treatment　with　T4　agent．

PRLの反応は正常であり，1例はTSH，　PRL共に

反応は正常であり，1例はTSH正常，　PRL過剰

反応，最後の1例はTSH低反応，　PRL過剰反応
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Table　l　Comparison　between　response　of　TSH　and

　　　　PRL　to　TRH　adiministration　test　after　6

　　　　weeks　treatment　of　T4　agent．

Response　of　TSH Response　of　PRL

1 high normal
2 high normal
3 normal norma1
4 normal high

5 10w high

Table　2　1ncidence　of　Hyperproユactinemia　after

　　　　Normalization　of　TSH　with　Treatment

　　　　of　T4　agent

PRL≧20ng／ml 5／14 35．7％

PRL

test

　　　〈20ng／ml　with

Hyperresponse　to　TRH 4／14 28．6％

Tota1 9／14 64．3％

であった．従って，T4製剤による治療によってT

SHとPRLのTRHに対する反応性は抑制される
が，その抑制パターンは，全く同調していないこと

が示された．Table　2に治療前に高PRL血症を認

めT4製剤による治療（4～5カ月施行）でTSH
値が正常範囲に下降した14例について，PRL基礎

値，およびTRH負荷試験によるPRL値の反応性

を検討した．T4製剤単独の治療によって，高PR

L血症を示したものは5例，35．7％であり，PRL

値が20ng／ml未満に下降していてもTRH負荷試験

でPRLの過剰反応を認めたものは4例，28．6％で

あった．この両者を合わせるとT4製剤の治療によ

ってもPRL分泌が正常化しないものは64．3％に存

在することになる．

考　　案

　原発性甲状腺機能低下症の病態はいうまでもなく

甲状腺レベルでの甲状腺ホルモン（T4，　T3）産生の

低下であるが，このためnegative　feed　backにより

下垂体TSHの分泌も充進している状態である．そ

の診断は，血中T4，　T3，　free　T4，　free　T3の測定の

他，最も鋭敏なものとして，血中TSHの測定が有

用といわれている．従来より甲状腺機能異常は不妊・

不育症の原因の1つと考えられてきたが，今回我々

が対象としたTSHのみが高値で甲状腺ホルモンが

正常値にある症例でも全不妊症例に占める割合は8

％と高値であり，T4製剤が不妊治療に有効である

ことより1），軽度の甲状腺機能低下状態でも不妊症の

原因となることが示唆されている．1971年より，未

治療の原発性甲状腺機能低下症で血中PRL値の上

昇が報告されてきた2～5）．さらに，原発性甲状腺機能

低下症に乳漏症，無月経，X線上のトルコ鞍の異常

が合併し，甲状腺剤の補充療法によって，これらの

高PRL血症にみられる症状が軽快し，血中PRL
値が低下したとの報告がみられたト1°）．原発性甲状腺

機能低下症はCTスキャン上，しばしば下垂体の腫

大を認め，下垂体プロラクチノーマと診断されるこ

とがあるが，甲状腺剤の投与により下垂体の腫大が

正常化することから，下垂体プロラクチノーマを疑

った症例に対し，Bromocriptin投与や下垂体腫瘍摘

出などの外科的治療を行う以前に，必ず甲状腺系の

評価をする必要性が強調された7・11｝．また，1988年に

はじめて甲状腺機能低下の症状を欠き，T4，　T3が正

常でTSHの軽度上昇もしくはTRH負荷テストに
対するTSHの過剰反応を示す潜在性（subclinical）

甲状腺機能低下症にも高PRL血症が合併すること

が報告され，T4製剤投与で高PRL血症が軽快す
ると報告された12〕．

　このように高TSH血症には高頻度に高PRL血
症が合併することは明らかであり，51名の高TSH

血症（50名は潜在性甲状腺機能低下症）の約70％に

軽度から中等度の高PRL血症を伴っていた．原発

性甲状腺機能低下症に高PRL血症を合併する機序

については多くの仮説があるにもかかわらず，いま

だに確立されたものはない．最も可能性が高いと報

告されていた機序としては，甲状腺ホルモン分泌低

下のためfeed　backによって増加したTRHにより，

TSH同様PRL分泌が尤進するという考え方であ

る，しかし，甲状腺機能低ド症に高PRL．血症を合

併するものはThomasらの報告13）では全体の57％に

留まり，我々の検討でも約70％と高率にみられるも

のの，決して全例に合併するものではない．また今

回示したようにTSH基礎値とPRL基礎値の間に

相関はなく，T4製剤投与でTSH値はすみやかに

正常化するにもかかわらず，PRL値の正常化は緩

慢であり，PRLが正常範囲まで低下しないものも

約64％に認められた．TRH負荷試験を行って，治

療前後のTSH値とPRL値の反応性を比べてみる

と反応性の抑制の仕方が，TSHとPRLで症例に

よって明らかに異なっていた．さらに，原発性甲状

腺機能低下症でTRHが上昇するという証拠はな
く14），甲状腺機i能低下症を惹起した実験動物にTRH

の抗血清を加えてTRHを中和しても血中PRL値
の低下は起きないと報告されている15〕．以上より，T

RHの分泌充進だけでは高PRL血症の発症機序を
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説明できないことがわかってきた．ヒトにおいて血

中T4濃度がTRHのPRL分泌反応性に影響する
ことが知られている16・17）．また，T3はPRLのmRNA

を減少させ，反対に，T3の分泌低下はPRLの産

生を増加させる，すなわち，原発1生甲状腺機能低下

症によって起こる高PRL血症はPRLの遺伝子レ
ベルに働いて生じる可能性があることが報告されて

いる18｝．これらのことから，下垂体のラクトトロフに

おける直接的な甲状腺ホルモンの作用不全が高PR

L血症をひき起こすのではないかとの説があり，T

4製剤投与で高PRL血症が軽快することと矛盾は

しない．しかしながら，我々の症例は，甲状腺ホル

モンは正常値にあり，この説では高PRL血症は説

明できない．一方，下乖体の器質的病変が高PRL

血症の原因であると唱える説もある．剖検例の検索

などよりCTスキャンでも検出できないくらいの

microprolactinomaは人rlの10％位に存在するとい

われる）9｝．これが甲状腺機能低ド症に合併すると，P

RL分泌が増強されて，甲状腺ホルモン補充療法を

行っても高PRL血症は持続するという考え方であ

る13｝．また，TSHの分泌元進による下垂体の腫大か

ら下垂体茎の永久的な歪みを来し，このためPRL

を抑制的に調節している視床下部性ドパミンのラク

トトロフへの作用が十分発揮されないとする説もあ

る13｝．このような器質的病変説に対し，ド垂体のドパ

ミンレセプターレベルまたはレセプター以降の機構

の異常により高PRL血症が惹起されるという考え

方もある7｝．高PRL血症を合併した原発性甲状腺機

能低下症の患者にドパミンレセプターのプロッカー

であるメトクロプラマイドを投与するとPRLの著

しい分泌増加がみられ，甲状腺製剤の治療により，

メトクロプラマイド投与に対するPRLの異常反応

は改善される7〕．以上のことより，本症の下垂体ラク

トトロフには高いドパミン活性があるが，ドパミン

レセプターまたはレセプター以降の機能異常により，

ドパミン作用の低下が生じていると考えられ，甲状

腺ホルモンがドパミンの作用系に対しなんらかの影

響を与えていると考えられるが詳細はまだ明らかに

されていない．本症は通常の高PRL血症に比較し，

PRLレベルの割に乳漏症や無月経が少ないのも特

徴である4・6｝．甲状腺製剤の投与によるPRL値の正

常化に非常に時間がかかるにもかかわらず，排卵の

回復や妊娠が比較的速やかに起きる13・2⑪）ことより，甲

状腺製剤によってPRL値がcritical　levelまで低下

することが不妊症治療に重要と考えられる．
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　　　　Studies　on　hyperprolactinemia

associated　with　hyperthyrotropinemia

　　　　　　　　　in　infertility　patients

　　Tomoko　Adachi，　Daisuke　Yoshii，

Takahisa　Mimuro，　Setsuko　Nakayama

　　　　　　　and　Yoshihiko　Takeda

（615）55

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，

　　　Tokyo　Women’s　Medical　College，

　　　　　　　　　　Tokyo　162，　Japan

Mitsutoshi　Iwashita　and　Shoichi　Sakamoto

Maternal　and　Perinatal　Center

　　Hyperprolactinemia　has　been　considered　as　one

of　factors　to　cause　irregular　menstruation　and　in－

fertility．　We　have　reported　previously　that　hyperth－

yrQtropinemia　frequently　associated　with　hyper・

prolactinemia　in　infertility　patients　and　that　T4

preparation　rather　than　bromocriptine　was　useful

for　reducing　both　PRL　and　TSH　and　clinical　results

in　such　patients．　Hyperprolactinemia　associated

with　hyperthyrotropinemia　in　infertility　patients

were　analyzed　in　this　study，　Elevated　levels　of　TSH

（abeve　3．6μU／mD　was　observed　in　51　patients　out　of

669women　with　infertility　or　habitual　abortien，

that　was　8％of　all　patients．　These　patients　showed

normal　levels　of　T3　and　free　T4　and　no　clinical

manifestation　of　hypothyroidism，　being　considered

as　the　status　of　latent　hypothyroidism．　Serum　levels

of　TSH　and　PRL　were　measured　before　and　after

treatment　by　levothyroxine．

　　Hyperprolactinemia（PRL＞20ng／ml　or　hyperre－

sponse　of　PRL　to　TRH　administration　test）were

associated　with　70．6％of　those　patients，　however，

the　levels　of　TSH　did　not　correlate　with　the　levels

of　PRL．　In　the　most　cases，　the　levels　of　PRL　de－

creased　after　normalization　of　the　levels　of　TSH　by

administrating　levothyroxine，　however，　the　sup－

pression　of　PRL　Ievels　was　less　than　that　of　TSH

levels．　Moreover，　TRH　administration　test　after

treatment　with　levothyroxine　indicated　that　64．3％

of　patients　remained　ln　the　status　of　hyper－

prolactinemia．

　　The　mechanism　by　which　latent　hypothyroidism

causes　hyperprolactinemia　is　not　well　understood．

However，　these　evidences　demonstrated　in　the　pres－

ent　study　suggests　that　hyperprolactinemia　as－

sociated　with　hyperthyrotropinemia　may　be　not

only　due　to　hypersecretion　of　TRH　but　also　more

complexing　mechanisms．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年1月20日）
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レゼクトスコープによる子宮頚部癒着症の治療

Lysis　of　Cervical　Adhesion　by　Resectoscope

　　　　　秋田組合総合病院産婦人科

太田博孝　 加藤充弘
Hirotaka　OTA　　　　Mitsuhiro　KATO

Department　of　Obstetrics　and　Gynecology，　Akita　Kumiai

　　　　　General　Hospital，　Akita　O11，　Japan

　子宮腔癒着症のうち，頚部癒着症に関する治療報告はほとんど見られない．子宮体部の癒着は子宮

鏡で直視下に剥離できるため，比較的容易である．しかし，子宮頚部の癒着は鉗子を奥に向けて操作

するため，視野を確保しにくく，穿孔などの危険を伴う．今回，新たにレゼクトスコープを用いて3

症例に治療を行い，うち2例が術後まもなく妊娠に成功した．

　本法による治療は超音波断層法，あるいは腹腔鏡の監視一ドに行った．レゼクトスコープによる子宮

頚部癒着症の治療は安全で確実に行え，極めて有用な治療法と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Ferti1．　Steril，，37（4），616－620，1992）

緒　　言

　子宮腔癒着症（Asherman症候群）のうち頚部癒

着症は，その部位的特殊性から治療が難しく，近年

まで報告もあまりみられない．最近，各種手術用子

宮鏡が開発され，子宮腔癒着症の積極的治療が可能

となってきたト3｝．我々はすでに鉗子内蔵型の子宮鏡

を用いて本症の治療を行い，妊娠に成功した例を報

告してきた4）．

　今回，オリンパス社製の手術用子宮鏡，レゼクト

スコープを用い，子宮頚部癒着症の治療を試みたの

で報告する．

対象と方法

　対象は秋田組合総合病院産婦人科不妊外来を受診

した3例である．3症例の手術は静脈麻酔と硬膜外

麻酔の併用下で行われた．すなわち，腰部第2，3

椎体間の硬膜外で一ド向きに0．25％マーカイン15ml

を，上向きに0．5％マーカイン6mlを注入後，持続

硬膜外チューブを挿入した．さらに静脈麻酔として

ドロペリドール5mg，ペンタゾシン30　mgを側管より

緩除に注入した．また鼻腔マスク下に酸素3L／分，

笑気3L／分の吸入ガス麻酔を併用した．

　用いた子宮鏡は2種類である．観察用子宮鏡と手

術用子宮鏡（レゼクトスコープ：図1）で共にオリ

ンパス光学工業（東京）製である．テレスコープの

直径は3mm，長さは338　mm，視野角60°，視野方向0°，

ロッドレンズを使用している．外套管は先端直径6．2

mmと7．3mmの2種類がある．7．3　mm外套管の先端よ

り1mmから13　mmまで離iれた側壁管に多孔式の排水孔

が装備されている．2つの外套管とともに装着する

スコープは排水チャンネルを持った持続潅流式とな
る．

　手術用のループは着脱式であり，45°，90°の角度を

もつ2種類のループと止血用のローラーをはめ込ん

図1　レゼクトスコープ
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だループがある．これに高周波電流を通し，電気的

に切除する．出力には切開と凝固の2種類があり，

それぞれ75，25Wの電力で使用した．

　なお，潅流液には3％D一ソルビトール液（ウロマ

チックS⑪；バクスタートラベノール株式会社，東

京〉を用いた．

結　　果

1）症例1■30歳　0妊0産
月経歴：初経13歳，月経周期28H型

既往歴：特になし

臨床診断：原発性不妊拍

症

二黄体機能不4ヤ症，乏桁∫・

図2　症．例1のHSG所見　た図：治療前，右図一治療

　　後

図3　症例1の治療自ilの子宮頚部所見

図4　症例1の治療iliのf宮頚lliil所兄

（617）57

現纏・　11聡婚以来職せず，■
■10Jjより胸茂2年2月まで他医で乏精了一症との

診断で人1：授精の治療を受けた．しかし妊娠せず，

平成2年ll月’ll科を受診した．外来で子宮内膜の生

検を試みたが，子宮消息子がうまく入らなかった．

また他医で施行したHSGで子宮頚部から体部にか

け頚管が強度に狭窄しており，了・宮頚部癒著症が疑

われた（図2，左）．このため，外来で子宮鏡による

観察を行ったところ，図3に示すようなr一宮頚部癒

着を認め，子宮体部の方向はほとんど不明であった．

　手術は超音波断層法の監視ドで行った．レゼクト

スコープを挿入し，ルーフを癒着部に少しずつ挿入，

切除した（図4）．癒着部はi一宮頚部のみで了・宮体部

は正常であった（図5＞．f術終ゴ後，∫・宮内避妊器

具（IUD）を次lpl月経時まで挿入した．術後2ケ

月目のHSGではf宮頚管の狭窄は著明に改善して

いた（図2，右）．本症例は術後71』il目の人工授精で

妊娠し，現在妊娠12週で経過は順調である，

2）症1列2■26歳・妊嚥
月経歴：初経12歳，月経周期30日型

既往歴：特になし

臨床診断：原発生不妊症，黄体機能不全症，高プロ

ラクチン血症，高アンドロゲンth1症，多毛症，精子

無力症

図5　症例1の治療後のf宮体部所見

図6　症例2のHSG所見　左図：治療前，右図：治療

　　後
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図7　症例2の治療IYjのJ’・宮頚部所見

図8　症例2の治療iliのr一宮頚部所兄

　　　　図9　症例2の治療f麦のf宮体部所見

現病歴：昭和62年3月結女昏．以来妊娠せず平成2年

4月に当科を受診した．外来診察時子宮消息子が挿

入できなかった．またHSGを21111行一・たが，造影

剤の注入が全くできなかった（図6，左），念のため

了・宮鏡による観察を行ったところ，図7に示すよう

な子宮頚部癒着を認めた．レゼクトスコープによる

治療の適応と判断し，平成3乍5Jl腹腔鏡の監視ド

で手術を行った（図8）．癒着は子宮頚部のみでf宮

体部は1｝三常であった（図9）．術後2ケ月目のHSG

では」1三常となった子宮頚管を確認した（図6，右）．

本例は術後3ケ月目で筒薬甘草湯服用中に妊娠した

が，妊娠8週稽留流産のため子宮内容清掃術を行っ
た．

図1〔〕症例3のHSG所兄

　　後

左図：治療前，右図：冶療

図11　症例3の治療前の子宮頚部所SLI

　　　図12症例3の治療中の僧1ギ頚部所兄

3）症1列3■3臓1妊瞬
月経歴：初経13歳月経周期2711型
既往歴：昭和55年右卵管妊娠で項ll管部分切除術を

受けた．

臨床診断：続発性不妊症，黄体機能不全症，慢性卵

管炎，右卵管部分欠損

現り丙歴：昭和54年・5月結婚．昭和55年右卵管妊女b・G

で卵管部分切除術を受けた．昭利60年より左卵管狭

窄との診断で通水201nl，体外受精・胚移植法の治療

を1回受けた．しかし妊娠せず，平成2年12月当科

を受診した．骨盤内検査で子宮消息子が子宮体部に

容易に入らず，また他医で施行したHSGから子宮
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図13症例3の治療後の∫・宮体部所兄

頚部癒着症が強く疑われた（図10，左）．観察用子宮

鏡検査では図11に示すように頚管はほとんど確認で

きなかった．そこでレゼクトスコープによる癒着剥

離手術を行った（図12）．壮着一はf宮頚部のみで，子

宮体部はIE常であった（図13＞．術後1カ月目に撮っ

たHSG（図10，右）で頚L部の狭窄は改善してお

り，子宮消忘、f・の挿入も容易となった．本症例は術

後体外受精・胚移植法による治療を2回行ったが，

妊娠しなかった．

考　　察

　子宮腔癒着症は流産，人工妊娠中絶，胎盤用手剥

離など，妊娠に関連した子宮内操作の際や∫一宮内の

感染などに起因して起きやすく，不妊症のk要な不

妊原因の1つとなっている．百瀬5｝の統計で本症は

HSGを行った症例の約5％をlliめている．しかし，

このうち子宮頚部癒着症に関する統計はあまり見ら

れない．わずかにGoldenbergら6）は224例の体外受

精・胚移植不成功例に∫一宮鏡を行ったところ，7例

に子宮頚部の癒着を認め，うち4例は強度の狭窄を

示していたと報告している．∫一宮頚部が強反に癒着

し，狭窄している例では月経血の流出はあるものの，

スムーズに出ないため月経期間が長引きやすい．ま

た．月経痛も強くなる．

　本症の診断は∫・宮消息了一が挿入できないことや

HSGから疑診がもたれ，了・宮鏡により確診される．

しかし，今回の症例からもわかるように本症の存在

を念頭にいれておかないとその診断は難しい．本症

は32％デキストランによる潅流下の子宮鏡では正常

例で必ずみられる子宮頚管の拡張が認められず，頚

管はほとんど閉鎖の状態に見える．わずかに頚管と

思われる部位を確認できるのみである．

　本症の治療は従来，開腹し子宮を切開して癒着部

位を確認しながら切離する方法や5・），局所麻酔下にヘ

ガールで鈍的に拡張する方法7）が行われてきた．しか

し，開腹による方法は手術侵襲が大きく，かつ術後

の癒着が高頻度に起こることなどの欠点がある．ま

た，ヘガールによる治療は比較的容易にできるが，

∫一宮穿孔の危険があること，その効果が不確実で再

狭窄が起こりうることなどの欠点があった．

　それに比べると，子宮鏡による癒着剥離手術は子

宮を切開する必要がない，癒着部位を確実に切離で

きる，手術翌日には帰宅できるなど多くの長所があ

る．切離鉗子と子宮鏡を組み合わせた方法による治

療はすでにみられる2〕．われわれも鉗AAJ蔵型のイ・宮

鏡を用い本症の治療を行い，有用であることを報告

してきた4）．しかし，鉗子内蔵型では切除の際，鉗子

を子宮鏡の前方に出すため，視野の妨げとなりやす

く，また鉗子が癒着部位に鋭的に接触するため出血

しやすいなどの欠点があった．この点，レゼクトス

コープはループの出し方を調節でき，視野の妨げと

ならず，かつそれ自体鋭的部位をもたないため，癒

着部位と接触しても川lnLしにくいなどの長所を認め

た．

　本予術の際，注意する点に子宮穿孔の問題がある．

レゼクトスコープは通常子宮体部の癒着，中隔や粘

膜ド筋腫の手術を目的として開発された3＞．すなわち，

ループは奥より手前にひいて切除するように説明さ

れている．子宮頚部癒着症ではどうしてもループを

ある程度癒着部位に挿入しなければならず，奥に向

けるため，容易に正常子宮筋層に入りうる．しかし，

この点は超音波断層法や腹腔鏡で助手に監視させつ

つ注意深く行うことにより確実に防げると考えられ
た．
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　　　　Lysis　of　cervical

adhesion　by　resectoscope

Hirotaka　Ota　and　Mitsuhiro　Kato

Department　of　Obstretrics　and　Gynecology，

　　　　Akita　Kumiai　General　Hospital，

　　　　　　　　　　　Akita　Oll，　Japan

　　Cervical　adhesion　is　uncommon　in　Asherman’s

syndrome．　Lysis　of　corporeal　adhesion　is　not　diffi一

cult，　since　the　operation　could　be　perforlned　under

the　direct　vision．　However，　Iysis　of　cervical　adhe－

sion　is　not　easy，　since　the　operator　has　to　insert　the

loop　of　the　scope　into　the　adhered　tissue，　We　perfor－

med　Iysis　of　cervical　adhesion　using　a　new－type

resectoscope　in　the　3　cases，　in　which　two　women

succeeded　in　pregnancy．

　　The　operation　was　monitored　by　laparoscope　or

ultrasonography．　The　patients　were　inserted　IUD

after　operation　until　the　next　menstruation．　Lysis

of　cervical　adhesion　by　resectoscope　was　safe　and

effective．　We　believe　this　technique　appears　of

great　value．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年2月28日）

▲
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　　　　1）現：赤堀産婦人科医院
Akabori　Obstetrics　and　Gynecology　clinic

　2）現：藤田学園保健衛生大学産婦人科
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　銅付加IUD，　OrgMLCu－250の避妊効果・副作用・安全性を検討するために，6施設で研究会を

組織し治験を行った．昭和60年10月より平成元年6月までを治験期間とした．昭和62年12月31日

までに挿入された708例の婦人を対象とし，この日をcut－off－dateとしてTietze－Lewitの生命表方式

により，妊娠・自然脱出・副作用（出血・疹痛・その他）による中止率を計算した．12カ月・24カ月

後のgross累積中止率は，それぞれ妊娠O．32　・　O．87，自然脱出1．42・1．42，出血または疹痛による除

去1．51・2．58，その他の医学的理由による除去0．66・1，81であった．感染例は3例に見られたが，重

症ではなかった．挿人後の月経周期・月経期間その他の自覚症状に変化は認められなかった．

　以一ヒの成績から，Org　MLCu－250は，避妊効果が高く副作用による巾止率が低く安全で有用な避妊

器具であると考えられる．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil，　SteriL，37（4），621－629，1992）

はじめに

　子宮内避妊器具（以下IUDと略す）は，経口避

妊薬のように毎H内服する必要がなく，一旦医師に

挿人して貰えば，数年間は避妊効果が持続する，避

妊作用機序が子宮内膜に限定されているために全身

への影響が少ない，等の利点を有する．最近20年間

に諸外国ではさまざまなIUDが開発されている．

今回我々は，表1に示す6施設において，オランダ

で開発された銅付加IUD，　Org　MLCu－250の臨床

治験を実施し，良好な臨床成績を得たので報告する．

1．銅付加IUDについて1・2・3）

　従来，わが国で使用されているIUDの，科薬ル

ー
プ（以前のリッピーズ・ループ），サフーティーコ

イル（製造中止のため販売されていない），FD－L

太田リング，優生リング等は，いずれも体内で変化

しないポリエチレン，酢酸ビニールなどで作られて

いる．これらのIUDはf宮内膜に接触する面積を

増加させると避妊効果が高くなるため，なるべく大

きなものを挿入すべきであると言われている．太田

リングや優生リングの中央にある円盤も，内膜との

接触面積を増大させる役割を果たしている．しかし

その反面，面積が大になると出血・月経過多・疹痛

などの副作用が増大して，中止率が高くなることは

米国の統計などで明らかに示されている．

　1969年にZipper等は，さまざまな金属を動物の子

宮に挿入して実験を行った結果，銅に最も強い避妊

効果のあることを発見した．ついで彼らはT字型の

細いプラスチックに銅線を巻いたIUDを開発し，

有効な成績を得た4｝．

　それ以来，欧米では数種類の銅付加IUDが開発

され，いずれもリッピーズ・ループなど従来のIU

Dに比して避妊効果が高く，一方，本体を小さくす

ることが出来るので，副作用による除去・中止率が

低くなることが認められた．WHOでは，世界数力

国の共同研究機関でIUD挿入中の月経出血量を測

定し，リッピーズ・ループに比して銅付加IUD挿

入例では出血量増加が少なく，女性に鉄欠乏性貧血

を起こす可能性の低いことを認めた．以来，WHO

は銅付加IUDの使用を推奨している．

2．Org　MLCu－250の構造

　今回使用したIUDは，図1に示すように中央の

縦軸に銅線が巻き付けられており，その表面積が250

mm2，項点から左右に湾曲した腕が延びており，そ

れに付いた突起が子宮腔内からの自然脱出を防ぐ働

きをしている．IUD本体は図1のように挿入管の

中に弟し込まれており，下端に長さ22．Ocmのナイロ

ン糸の尾部がついている．
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3．挿入方法

　図1に示すように，先端からストッパーまでの長

さを，あらかじめ子宮ゾンデで測定した子宮腔長に

合わせた後に，子宮膣部にマルチン単鈎鉗子をかけ

て軽く牽引しつつ，外子宮口に縦軸の先端を当て，

ゾンデを挿入する要領で子宮底まで届くように入れ

る（図2，3）．その際にストッパーは外子宮口に達

している．その後に挿入管を抜けばIUDはそのま

ま子宮腔内にとどまる（図4）．最後に外子宮口から

出ているナイロン糸の尾部を適当な長さに切る．あ

らかじめ挿入管にIUDを装填する必要がなく，片

手でマルチン鉗子を引きながら一方の手で挿入でき

るので，挿入は簡単である．挿入時には図2に示す

ように，左右の腕がたたまれて子宮頚管を通過する．

その際，婦人は若干の疹痛を感じるが，耐えられな

い程ではなく，麻酔は不要である．

4．除去方法

　挿入時と同じく，マルチン単鈎鉗子で子宮膣部を

軽く引きつつ，尾部の糸をコッヘル鉗子などではさ

んでゆっくり引けば，容易に除去できる．除去時は

図5に示すように，IUDの左右の腕が反転して頚
管を通過する．

5．臨床研究実施機関・治験対象・治験期間・経過

挿入方法

および除去方法

ノ

／

勢

観察・挿入時期など

　6カ所の医育機関附属病院，国公私立臨床病院に

おいて，20歳以一ヒ40歳未満の避妊を希望する婦人で，

挿入後定期検診の可能なものに対して十分な説明を

行い，同意を得た上で挿入した．表2に示す除外条

件に相当する婦人には挿入しなかった．挿入後は1

カ月・3カ月・6カ月・1年・1年6カ月・2年後
に来院させて，月経異常の有無・副作用の有無・I

UD脱出の有無等を検査した．

　観察予定時期に来院しなかった婦人には，手紙・

電話などで出来るだけ連絡を取り，来院を促した．

また異常出血，強度の過多月経，腹痛，その他の異

常を感じた場合には，直ちに来院するように，あら

かじめ指導した，挿入期間は，一応2年間としたが，

引き続いて使用を希望する婦人には，必ず経過観察

に来院するように話し，2年以上挿入しておいた場

合もある．

　挿入時期は，次のような方針で行った．

1）妊娠・出産と関係の無い中間期挿入は，月経開

始後10日以内．

2）分娩後は，産褥2カ月以上経過後，または最初

の月経開始後10日以内．

3）流産・人］二妊娠中絶手術後は，次回の月経開始
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表1　臨床試験実施施設別挿入例数および中止例数

Nα 施　　設　　名 挿入例数 中止例数 中止率％

1 北海道大学 70 2 2．9

2 自治医科大学 104 6 5．8

3 慶　応　大　学 105 10 9．5

4 国立医療センター 170 10 5．9

5 東京厚生年金病院 103 8 7．8

6 高津中央病院 156 15 9．6

計 708 51 7．2

表2　除外条件

1）妊娠しているもの，あるいは妊娠の疑わしい
　　婦人

2）妊娠の経験のない婦人

3）過多月経，繰り返しの機能性出血等，出血傾
　　向のある婦人および著しい貧血症の婦人
　　（Hbllg／dl未満）

4）子宮発育不全（子宮腔長5．5cm以下），双角子

　　宮等の子宮奇形，著しい子宮位置異常，およ

　　び頸管無力症の婦人

5）性器および付属器の腫瘍，子宮腔の変形をき
　　たすような筋腫の婦人

6）骨盤内感染，付属器炎，子宮内膜炎，急性ま
　　たは亜急性頸管炎の婦人（但し，慶欄を除く）

7）骨盤内感染症治癒後，2カ月未満の婦人

8）子宮外妊娠の既往のある婦人

9）銅アレルギーおよび銅代謝異常（Wilson病）

　　の婦人

10）その他，担当医が不適当と認めた婦人

後10日以内．

4）経口避妊薬服用女性は，服用終了後の消退出血

開始後10日以内．

5）他のIUD使用者は除去時．

　また，経過を観察中，次のような場合には直ちに

除去する方針で対処した．

1）無月経で妊娠反応陽性の場合．

2）重篤な副作用が現れた場合．

3）臨床検査で重篤な貧血など，異常所見が認めら

れた場合．

4）IUDの下降や，不完全脱出が認められた場合．

5）子宮穿孔の可能性が考えられた場合．

6）その他，主治医が必要と認めた場合．

6．治験成績

1）対象

　挿入例は全部で708例，対象婦人の年齢分布・経

産回数・避妊歴などを表3に示す．

　挿入時に頚管拡張を実施した例が19例，麻酔施行

日不妊会誌　37巻4号

表3　挿入者の背景

集計対象例数 708

項　　　　目 内　　　訳 症例数（％）

年　　　　齢

　（歳）

　20～24

　25～29

　30～34
　35～39

　40～44

　45～49
　不　明‘一幽一一一一一一一一一一一一■一一一，響

MEAN±SD

26（3．7）

124（17．5）

215（30．4）

245（34．6）

77（10．9）

17（2，4）

　4（0，6）冒需一胴一謄一一曹曹一一”一一一一偏申｝r

34．0±5．32

出　産　経　験

　（回）

≧4
321な　し不　明

23（3．2）

170（24．0）

363（51．3）

133（18．8）

19（2．7）

0（0．0）

避　　妊　　歴

IUD有り

PILL有り

IUD・PILL有り

IUD・PILL無し

　不　明

289（40．8）

26（3．7）

31（4．4）

349（49．3）

13（1．8）

月　経　周　期

順

不　順

不　明

622（87，9）

84（1L9）

2（0．3）

周　期　日　数

　（N）

MEAN±SD
不　明

593（83．8）

29。1±2．22

31（4．4）

持　続　期　間

　（N）

MEAN±SD
不　明

690（97．5）

5．6±122

18（2．5）

経　　血　　量

少

普　通

多不　明

56（7，9）

572（80．8）

74（10．5）

6（0．8）

不　正　出　血

無

有不　明

686（96．9）

16（2．3）

6（0．8）

が2例，挿入時133例が下腹痛を，7例が腰痛を訴

え，130例に出血を見た．挿入が困難であったが，可

能な例が31例（表4），挿入不可能例は，34歳1回

経産婦1例のみで，再挿入を試みても不可能であっ

たため集計から除外した．

2）避妊効果

　昭和60年10月から平成元年6月までの間に，708
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表4　挿入時所見

我妻　他

集計対象例数 708

項　　　　目 内　　　訳 症例数（％）

挿入時処置

無　処　置

頸管拡張
麻　　　酔

不　　　明

685（96．8）

19（2．7）

2（0．3）

2（0．3）

挿入時難易
　易
　難
不　　　明

675（95．3）

31（4．4）

2（0．3）

挿入時障害

4旺　　　し＿1？ニー＿＿＿一一一一一

下　腹　痛

腰　　　痛

出　　　血

不　　　明

438（6L9）一一一一一一一■一一■一一一一一一齢闇擢一

133（18．8）

　7（1．0）

130（18．4）

　0（0．0）

（625）65

　　　　　　例の婦人に挿入し，昭和62年12月31日をcut－off

　　　　　　－dateとして，　Tietze－Lewitの生命表方式により，

　　　　　　妊娠・自然脱出・副作用・再妊娠希望などの理由に

　　　　　　よる中止率を計算した．純累積中止率（Net　Cumula－

　　　　　　tive　Termination　Rate）と，粗累積中止率（Gross

　　　　　　Cumulative　Termination　Rate）をそれぞれ表5，

　　　　　　6に示す．

　　　　　　　妊娠例は全部で4例，妊娠率で表すと12カ月後に

　　　　　　0．32，24カ月後に0．87で，避妊効果は高い．

　　　　　　3）副作用

　　　　　　　出血・疹痛による除去は，合計12例（表7）で，

　　　　　　中止率は12カ月後1．51，24カ月後2．58（表6）で

　　　　　　あった．感染症は3例に見られたが，重症な例はな

　　　　　　かった（表7）．対象例中，挿入前から過多月経を訴

　　　　　　えたものが68例あり，挿入1カ月後に89例に増加

　　　　　　したが，その後は正常に復帰し，3　・一　24カ月後に症

表5　NET累積中止率

挿　入　後　月　数 6 12 18 24

脱　　落　　理　　由 中止率（％）〔LL　UL〕 中止率（％）〔LL，　UL〕 中止率（％）〔LL，　UL〕 中止率（％）〔LL　UL〕

妊　　　　　　　　　娠 0．31〔0．08，0，80〕 0．31〔0．08，0．80〕 0．83〔0．22，2．11〕 0，83〔0，22，2．11〕

脱　　　　　　　　　　出 1．06〔0．49，1．99〕 1．41〔0．65，2．66〕 1．41〔0．65，2．66〕 1．41〔0。65，2．66〕

除　　　　　　　　　去

1．出血・痺痛 1．12〔0．91，1，33〕 1．48〔1．11，1．84〕 2．01〔1．34，2．69〕 2．49〔1．46，3．52〕

2、その他の医学的理由 0。47〔0．19，0．96〕 0．65〔0．26，1，34〕 LO8〔0．43，2．23〕 1．71〔0．68，3．53〕

3．妊娠希望 『
1．07〔0．93，1．22〕 2．68〔1，78，3．58〕 4．06〔2．00，6．12〕

4．その他の個人的理由 一 一
0。40〔0．05，1．45〕 0．40〔0．05，1．45〕

全　中　止　率 2．96 4．92 8．41 10．90

継　　続　　率 97．04 95．08 91．59 89．10

婦　人　月　数 3691．0 6987．0 9439．0 10650．0

LL：95％信頼限界下限

UL：95％信頼限界上限

表6　GROSS累積中止率

挿　　入　　後　　月　　数 6 12 18 24

脱　　落　　理　　　由 中止率（％）〔LL，　UL〕 中止率（％）〔LL，　UL〕 中止率（％）〔LL，　UL〕 中止率（％）〔LL　UL〕

妊　　　　　　　　　娠 0．32〔0．09，0．81〕 0．32〔0．09，0．81〕 0．87〔0．23，222〕 0．87〔023，2。22〕

脱　　　　　　　　　　出 1．06〔0，49，2．00〕 1．42〔0，65，2．69〕 1．42〔0．65，2．69〕 1．42〔0．65，2．69〕

除　　　　　　　　　去

1．出血・痺痛 1．14〔0．92，1．35〕 1．51〔1．13，1．88〕 2．07〔1．37，2．77〕 2．58〔1．50，3．67〕

2．その他の医学的理由 0．47〔0．19，0．97〕 0，66〔0．27，1．37〕 1．12〔0．45，2．30〕 1．81〔0．72，3．73〕

3。妊娠希望 一
1．11〔0．96，1．26〕 2．80〔1．85β．75〕 4．27〔2．09，6．45〕

4．その他の個人的理由 『 一
0．43〔0，05，1．53〕 0．43〔0105，1．53〕

L　　　　　F　　　　　U 7。49〔5．49，9．48〕 7．49〔5．49，9．48〕 7．49〔5．49，9．48〕 7．49〔5．49，9．48〕

全　中　止　率 10．47 12．50 16．19 18．87

継　　続　　率 89．53 87．50 83．81 81．13

婦　人　月　数 3691．0 6987．0 9439．0 10650．0

LL　95％信頼限界下限
UL　95％信頼限界上限
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表7　挿入期間別中止症例の内訳

IUD に関連のある脱落 IUDに関係のない脱落

挿入 ：　　　， 除　　　　　去 i主治医i　　i
1

月数

（ケ月）

　　：　　　　　圏
妊娠i脱出i出血　　1　　　　　：

　　i　i痺痛
小計

　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臣
他のi妊娠i他の　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　l

医学的1　　：個人的　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　l

理由i希望i理由　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　覇

合計

期間iの判断　1）i2）
満了iによるiRFSiLFU　　　i除　去i　　・　　　：　　　　　　　　　　： 合計 総計

1 1　　　6　1　1　　　　　： 8 1＊ 9 18　　52 70 79

2 ゜　1 1 1 2 9 9 11

3 i1 1 1 2 1　　　5 6 8

4 i2 2 2 4 4 6

5
　　　　　i1　　　1

2 2 4 4 6

6 ：　2 2 2 6 6 8

7 　　11 1 1 5 5 6

8 1 1 3 3 4

9 ：　1 1 1 1

10 i 1　　　1 2 2

11 4 4 1 1 5

12 1　：　1 2 1＊　　1 4 6 6 10

13 1　　　3　　　1 5 7 7 12

14 1 1 5 5 6

15 1 1 1

16 1　　　　　： 1 1　　　1 3 3

17 1 2 3 1 1 4

18 1　　　　　1　1　　　　　： 2 1 3 3 3 6

19 i 1 1 1

20 i 1 1 1

21 1 1 1

22 i　l 1 1 1

23 1＊　　1 2 2

24 i 12　　　　　　　1 13 13

25 1 1 12 12 13

26 2 2 2

27 i
8

総計 4　　　9　112 25 7　　　16　　3 51 26　　2　　81　　52 161 212
1

1）

2）

＊

Release　from　study（転院等による観察の継続が不可能）

Loss　to　follow－up（来院せず観察の継続が不可能＞

PID（子宮内感染症）

例数は挿入前よりむしろ減少した（表8）．

4）脱出率

　自然脱出が9例（表7），脱出率では12カ月後

1．42，　24カ月後1．42と低く，これは本IUDの特徴

的な形態によるものと思われる（表6）．

5）妊娠例（表9）

　全部で4例の妊娠例があり，3例はIUDが入っ

たままの妊娠，1例はIUDが下降（部分脱出）後

の妊娠であった．1例は，妊娠継続中に8週6日で

稽留流産となり掻爬手術，他の3例は希望により6

」一一一 8週で人工的に中絶した．

7．考察

　以上の臨床結果を，従来わが国で治験されたさま

ざまなIUDの成績5・6・7・8）と比較してみると，表10に

示すように，避妊効果が優れ，副作用による中止率

は低い．非銅付加IUDと比較して優れているのは

当然であるが，他の銅付加IUDの成績と比較する

と，脱出率の低いことが特徴的である．
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表8　挿入後の経過

項 目 挿入前（％） 1ケ月（％） 3ケ月（％） 6ケ月（％） 12ヶ月（％） 24ケ月（％）

順 628（89．2）
一 一 一 一 一

不　順 76（10．8）
一 一 一 一 一

月経周期
短　縮 一 17（5．4） 1｛0．7） 2（1．2） 3（1．7） 2（1，5）

不　変
＊

一 279（88．3） 142（95．9） 161（94．7） 169（94．9） 131（95．6）

延　長 一 20（6．3） 5（3，4） 7（4．1） 6（3．4） 4（2．9）
一一一一一一PF－一一一一 一P一需幽P一 曹“曹曹冒冒冒一－■■冒一一■■一一 一F■一｝｝願甲一一F胃門”胃，，騨 一，層，，．一冒圏■一一一一曹曹一一 一一一謄曽一一一一一一曹曽曽一一一一 一一■一■一一幽一一一一　一一一一一 一一一一一一一一一一一一F一一一曹一

計 一 316 148 170 178 137

短　縮 一 11（3．8） 0（0．0） 12（6．4） 7（3．8） 6（4．4）

月経期間
不　変

＊
一 204（69．6） 121（82．9） 146（78．1） 146（78．9） 106（78．5）

延　長 一
78（26．6） 25（17．1） 29（15．5） 32（17．3） 23（17．0）

一■一一一一一一一一一一一

　　　計
一一一一一一一 一一一一’一一一 ニー一…… 一一一一一一一一一一一一一一騨帰辱胃

293
，曹曹一1一曽智一罰一曹一一一■一一

146
一一一一一一一一一一一一一一一一一■

187
，「闇闇胃曹一曹冒一一曹曹9曹曹

185
一曹曹一曹一一一一一■■　■一一一■

135

MEAN±SD 5．6±1．2 6．2±1．8 6．1±1．5 5．9±1．4 6．1±1．9 6．0±1．8

月経日数 （N） 688 263 144 180 178 132

少 41（5．8） 14（3．9） 5（3．0） 8（3．8） 5（2．4） 4（2．6）

出　血　量

中多 592（84．5）

68（9．7）

257（71．4）

89（24．7）

141（83．4）

23（13．6）

180（86．1）

21（10．0）

183（88．4）

19（9．2）

142（91．0）

10（6．4）
ヤー一階一一一一一’雫曹一曽嘗9一圏曽曽曽 階曽¶一一一9一暫階．一一一一曹一一 一■一一一「一一「r－一一一｝一一■ 冒－層－一層一一璽一曹曹曹一一一璽曹 曹一曹一一一一曹一一■一一一一一■一 一一■一一一一一一一■一一一一一一一 一一一一一一一一■一一■▼門闇．一一

計 701 360 169 209 207 156
笹」・、、

524（78．6） 287（80．4） 114（67．9） 149（70．3） 155（74。2） 114（72．2）

月経時障害
軽重 139（20．8）

　4（0．6）

68（19．0）

2（0．6）

52（31．0）

2（1．2）

62（29．2）

1（0．5）

52（24．9）

2（1．0）

42（26．6）

2（1．3）
曹曽曹曽一一■冒口冒曽曽冒■曽一冒一■一一 一一一冒一一冒一一一一一一■■一一■ 一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一邑邑一一一一一一一一駒曽 9彌儲層，置曹曹■■■一冒一一一一一 一一一¶胃騨一一一冒冒一一■一一一一

計 667 357 168 212 209 158

鉦’h、

629（88，8） 313（81．5） 163（93．1） 192（89．7） 183（87．6） 142（89．9）

不正出血 有 79（11．2） 71（18．5） 12（6．9） 22（10．3） 26（12．4） 16（10．1）
一一■一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一｝一一一辱，一一一一一一一辱一 ，騨一一團一，，P曽曽曹一曹一一一一 麿一■一一一一一■一門一旧一一一層響 冨一冒冒一一一一一一一曹一曹一曹曽曽 一一■■■一■一一一■冒一一一一一一

計 708 384 175 214 209 158

＊　月経周期が挿入前「順」の症例変化

表9　妊娠例の検討 87．12．31現在

症例

番号
イニシャル 年令 経妊一経産

IUD
使用歴

IUD
の位置

IUD挿入か
ら妊娠成立

までの期間

妊娠成立

後除去ま

での期間

備　　　考

2002 NT 33 2－2 有 内部 532日 6週 正常妊娠，その後中絶

3079 YT 28 2－2 有 内部 177日 6週1日 正常妊娠，その後中絶

4121 CY 30 5－1 無 内部 1年4ヶ月 8週6日 稽留流産にて掻爬，その
後正常出産の経緯有り

6143 NS 27 2－2 無 下降 22日 8週 正常妊娠，その後中絶

　従来わが国では，銅付加IUDのT－Cu－7とT－Cu

－200について治験が行われ，いずれも避妊効果が高

く安全な避妊方法であることが証明されている（表

10）．

　筆者の一人我妻は，Nova－Tの治験も行い，同様

に安全で避妊効果の高いたことを認めている3）．T－Cu

－ 7については，その後，わが国で輸入販売許可がお

りる前に米国の会社が製造を中止したため，使用さ

れるに至らなかった．T－Cu－200も，わが国で許可に

なる前に付加する銅の量を多くすると，避妊効果が

高く使用期間も長くなることが判明したために，新

しいモデルが開発されたが，従来の製品は製造が中

止されたため，これも使用に至っていない．

　従来の諸外国ならびにわが国の治験成績が示すよ

うに，銅付加IUDは現在わが国で製造販売されて

いる非薬物付加IUDよりも避妊効果が高く，副作

用による中止率が低い．

　銅が重金属であるために，その毒性を心配する説

が，わが国にはある．しかし，銅は重金属であって

も必須微量元素で，欠乏すれば貧血や代謝障害を来
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表10　他のIUDとの比較

銅 付 加 非　銅 付　加

項 目

Cu・7①5） Cu－T6） 　Org
MLCu・250

Lippes8）

Loop　II

Saf・T－7）

coil（32－S）

実 施　　　機　　　関 13 16 6
一

6

総 婦　　人　　月　　数 8064．5 11651．0 10735．0 一 13160．0

挿 入　　　例　　　数 685 954 709 568 700

妊　　　　　　　　　娠 2．8 0．5 0．3 3．0 2．4

脱　　　　　　　　　出 2．9 1．6 1．4 7．3 2．8

除　　　　　　　　　去

1）出血　・痔痛 2．8 3．4 1．5 6．9 5．6

☆ 2）他の医学的理由 0．5 0．3 0．7 0．8 0．2

3）妊　娠　希　望 2．4 1．5 1．1 5．9 2．8

4）他の個人的理由 2．4 0．3 0．0 1．4 0．4

中　　1ヒ　　率（％） 13．8 7．6 5．0 25．3 142

継　　　続　　　率（％） 86．2 92．4 95．0 74．7 85．8

☆　挿入後12ヶ月目おけるNET累積中止率

す．従来の報告5・6）では，使用者の血中銅の濃度は変

化しないことが判明している．また，銅イオンが作

用する子宮内膜は，28日毎に剥脱して体外に排出さ

れてしまう．

　使用期間は一応2－v3年とされているが，筆者の

個人的経験では，3年以上経過しても突然避妊効果

が消失するわけではなく，全身的な副作用は全く認

められていない．数年毎に交換する必要があるのは，

婦人の側からは不便であるが，わが国では太田リン

グ・優生リングを定期的に交換する習慣があり，そ

の際に子宮頚癌・子宮体癌・卵巣癌・乳癌の検診を

行う良い機会であり，入れっぱなしになる恐れのあ

る従来のIUDよりも安全という考え方も出来よう．

　このように，優れた避妊効果と安全性の高い受胎

調節手段である銅付加IUD，　Org　MLCu－250の輸

入・販売が一刻も早く許可になることを希望するも

のである．

（高津中央総合病院協同研究者：杉本　孝・津久井芳

二・藤間幸道・江原洋一・茂木弘道）
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Clinical　Experience　of　a　copper－impregnated　IUD，

Org　MLCu－250　in　Japan

。Org　MLCu－250　Study　Group

The　paper　presents　data　on　a　clinical　exper｛erlce

with　a　copPer－impregnated　intrauterine　contracep－

tive　device，　Org　MLCu－250，　at　six　institutions．　The

IUD　was　inserted　in　708　women　from　October　1985

tiU　July　1989　for　a　total　of　lO，650　woman－months　of

use．　The　gross　cumulative　termination　rates　at　the

end　of　24　months（cut－Qff－date；December　31，1987）

using　the　life－table　technique　are：pregnancy　O．87，

expulsion　1．42，　removal　due　to　bleeding／pain　2．58，

other　medical　reasons　1．81　per　100　women．No　sig・

nificant　chages　were　observed　in　menstrual　cycle，

duration　of　menstrual　period，　subjective　symptoms．

The　use　effectiveness，　good　acceptability　and　low

incidence　of　spontaneoし［s　expulsion　and　side　effects

of　Org　MLCu－250　were　assessed　in　this　study．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年1月22日）
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インスリン抵抗性糖尿病を合併した多嚢胞性卵巣症候群の1例

ACase　Report　of　Polycystic－Ovarian－Disease　Associated　with

　　　　　　　　　Insulin　Resistant　Diabetes　Mellitus

　　　　　　　　　九州大学医学部婦人科学産科学教室

岩尾貴子　中村元一　横山幹文
Takako　IWAO　　Gen－ichi　NAKAMURA　Motofumi　YOKOYAMA

　　　　　　野崎雅裕　 中野仁雄
　　　　　Masahiro　NOZAKI　　Hitoo　NAKANO

Department　of　Gynecology　and　Obstetrics，　Faculty　of　Medicine，

　　　　　Kyushu　University，　Fukuoka　812，　Japan

　インスリン（1）抵抗性糖尿病に合併し，遅発性無月経を主訴として診断された多嚢胞性卵巣症候

群（PCOD）の1例を経験したので報告する．症例は，16歳時，内科で高1血症を指摘され，1抵抗

性糖尿病と診断されていたが，今回17歳7カ月で無月経，肥満，多毛を主訴に当科受診した．幼児期

より肥満の傾向にあり，11歳で腋毛，12歳で恥毛が発生し，13歳で多毛となった．頸部，腋窩に黒色

表皮腫があり，陰核肥大を認めた．内分泌学的には，第2度無月経で，LHRH負荷テストで，前値LH9．

7mU／m1，　FSH7．3mU／mlでLH／FSH比は1．3，30分値LH165．OmU／ml，　FSH29．OmU／mlであった．

EI141pg／ml，　E273pg／mLテストステロン2．5ng／ml，アンドロステンジオン3．6ng／m1であった．子宮

腔長は5．5cmで，子宮体部内膜組織診は正常であった．腹腔鏡検査で，小鶏卵大の子宮と両側性に腫

大した径6cmの真珠様白色の卵巣を認めた．生検の結果，臼膜の肥厚と多嚢胞が認められ，　PCODと

診断された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil，　SteriL，37（4），630－633，1992）

緒　　言

　本邦でみられるPolycystic－ovarian－disease〈以下

PCODと略す〉は，月経不順あるいは不妊を主訴と

して発見されることが多く，若年者で無月経を主訴

とする例は希である．

　我々は無月経，多毛，男性化徴候，肥満を呈する，

若年者の典型的なPCODで，かつ，インスリン抵抗

性，高アンドロゲン血症，黒色表皮腫を有する症例

を経験したので報告する．

症　　例

【患　者】17歳，高校生

【主　訴】無月経，色素沈着，多毛，肥満

【家族歴】母系家族に肥満傾向あり　糖尿病なし

【既往歴】特記すべきことなし

【現病歴】幼少時より肥満傾向にあり，12歳で尿糖を

指摘され，759経口糖負荷試験を行ったが糖尿病の

診断に至らなかった．11歳で腋毛，12歳で恥毛が発

生し，13歳で多毛を認めた．16歳で無月経を主訴に，

九州大学医学部附属病院第三内科を受診した．体重

は82kgで，空腹時血糖139mg／dl，　Immunoreactive

insulin　lO8．0μU／ml，尿糖3十で，759経口糖負荷

試験で血糖値は60分値325mg／dl，　120分値280mg／

d1であった．またHbA19．6％，　HbAlc8．2％であった．

インスリン抗体及びインスリン受容体抗体は陰性で，

RBC－Insulin　binding　2．3％　（正常値3．0　一一　8．5％）

であり，高インスリン血症を伴い，外因性インスリ

ンに抵抗性を示し，インスリン受容体異常症タイプ

Cおよび黒色表皮腫と診断され，以後1，600kcal／日
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の食事療法を行っている．無月経に対してPCODを

疑い，クロミフェン療法が行われたが，性器出血が

みられないため，17歳に精査・治療目的で当科を受

診した，

【現症】身長159　cm，体重73　kg，肥満度はBroca

法で24％，頸部，腋窩，外陰部に色素沈着を認め（写

真1），腹部，大腿部に皮膚線条を認めた．乳房の発

達は未熟で顔面，四肢，腋窩に多毛を認め（写真2），

陰毛は騰高まで届く男性型であった．また，陰核肥

大を認めた．麻酔下内診所見は，子宮頸部は母指頭

大，子宮は小鶏卵大で，左付属器領域に径5cmの弾

性硬の腫瘤を触知した．

【内分泌学的所見】LH－RH負荷テストで，前値は

LH9．7mU／ml，　FSH7．3mU／ml，　LH／FSHは1．3で，

30分値はLH165．OmU／ml，　FSH29．OmU／mlとLH

の過剰反応を示した．

　エストロゲン分画では，El141pg／ml，　E273pg／ml

で，E，／E2比は1．9であった．　Dehydroepiandro－

steroneは10μg／mlと高値を示したが，　Dehydro－

epiandrosterone－sulfateは2670ng／mlであった．

Androstenedioneは3．6ng／ml，　Testosteroneは2．

5ng／mlと高値を示した（表1）．

　無月経に対して，プロゲステロン50㎎投与で消退

出血を認めず，エストロゲンデポー30㎎，プロゲス

貯

欝

曳

＼

きt

馨磁。轟論
　　　　写真1 腋窩の色素沈着および多毛．

塾撫．
　　　写真2　下顎部の多毛．

テロンデポー125㎎投与で少量の出血を認め，第II

度無月経であった．

【検査所見】空腹時血糖75mg／dl，尿糖陰性，　HbA，

5．6％，HbAic　5．0％，　Immunoreactive　insulin46．

2μU／mlであった．

【経腹超音波所見】両側付属器領域に，径4cmの，内

部はやや不均一の低輝度エコー像を有する腫瘤を認

めた．

【腹腔鏡所見】子宮は小鶏卵大で，左卵巣は6×4×

4cm，右卵巣は5×4×3　cmに腫大し，表面平滑，

　　　　　　　表1　内分泌学的所見

LH－RH負荷テスト

　　　　　　　LH［mU／m1］

　　　　　　FSH［mU／ml］

　　　　　　　　　LH／FSH

エストロゲン分画

　　　　　　　　　　　　El

　　　　　　　　　　　　E2

　　　　　　　　　　E1／E2

Dehydroepiandrosterone

Dehydroepiandrosterone　sulfate

Androstenedione

Testosterone

前値　　30分値

9．7　　　165．0

7．　3　　　29．0

1．3

141pg／ml

73P9／ml

　　　1．9

10μ9／m1

2，670ng／ml

　3。6ng／m1

　2、5ng／mI

　　　　写真3

蹴豪：欝

嶽嚇　　　　　　　　　灘

　　　　写真4

両側卵巣腫大像（腹腔鏡）．

右卵巣の病理組織像

（左）弱拡大，（右）強拡大．
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真珠様白色で，PCODの特徴的な所見を示していた

（写真3）．右卵巣の一部を生検した際に，肉眼的に

臼膜の肥厚を認めた．

【病理組織学的所見】白膜は0．5　mmに肥厚し，間質の

繊維化を認めた．また，1～2層の穎粒膜細胞から

なる原始卯胞を認めた．一部に明るい豊富な胞体を

もつ黄体化した英膜細胞を認め，閉鎖卵胞と判断し

た．また黄体は認められなかった（写真4）．

【治療経過】無月経に対しては，17歳（当科受診時）

よりカウフマン療法を行っているが，アンドロゲン

は高値ながら減少傾向を認めている．

考　　察

　PCODは，無排卯性月経異常，肥満，男性化徴候，

両側性卵巣腫大などの症状を特徴とするが，本邦で

は男性化徴候を呈する例は少なく，無排卵による不

妊症を認めるものが多い．内分泌学的には，高LH，

正常ないし低FS　H，　LH／FSH比の増加，　LH－RHテ

ストでのLHの過剰反応，　E1の高値，　E1／E，比の

増加，アンドロゲンの高値などが見られる．

　その成因についてはいまだ定説を見るに至ってい

ないが，一度無排卵の状態が成立すると，間脳，下

垂体，卵巣，副腎皮質，末梢組織に内分泌学的な悪

循環が形成されてしまう．その中でも最近，肥満，

高インスリン血症，高アンドロゲン血症の関与が注

目されている．

　肥満患者では蓄積した脂肪組織がエストロゲン産

生の場となり，高エストロゲン状態がLH／RHの分

泌を促進させ，LHの過剰分泌をひきおこす．また，

肥満そのもがインスリン抵抗性を惹起し，高インス

リン血症をひきおこすことはよく知られているが，

肥満とアンドロゲン動態との間に相関関係があるこ

とについても報告がある1・2）．

　インスリンは，そのレセプターが卵巣に存在し3），

卵巣からのアンドロゲン産生を促すことが報じられ

ている4）．ただし，幼少時より高インスリン血症が存

在しても，アンドロゲン産生が増加するのは思春期

以降であったという報告があることから5），これには

LHの協力が必要であるとも言われている．

　アンドロゲン分泌が促進されると，卵巣内では卵

胞が閉鎖され，末梢ではアンドロゲンがエストロゲ

ンに転換され，Elの増加をもたらす．

　これらの中でも特にインスリンとアンドロゲンの

関係について，Hyperandrogenism（HA），　Insulin

resistance（IR），　Acanthosis　nigricans（AN）の3つ

の特徴をもつものは，HAIR－AN症候群と呼ばれ注

目をあびている6）．尚，黒色表皮腫は高インスリン血

日不妊会誌　37巻4号

症などによる表皮の変化と言われている5）．

　本症例では，幼少時より肥満傾向にあり，12歳で

体重は70kgとなった．13歳で多毛を自覚したが，こ

の頃よリアンドロゲンの産生が増加したと考えられ

る．初経前の16歳の時すでに，LH／FSHが1．8で

あるが，肥満，高インスリン血症，高アンドロゲン

血症によるものであろう．

　また，本症例は16歳時にインスリン受容体異常症

と診断されている．これは1976年にKahnらが初め

て報告した7），インスリン抵抗性と黒色表皮腫を特徴

とする希な症候群であり，インスリン受容体数の減

少しているタイプA，インスリン受容体抗体の存在

するタイプBがあり，本症例は受容体結合後の障害

であるタイプCに分類される．これらはPCODを合

併することも多いと報告されているが8｝，本症例にお

いても，これによるインスリン抵抗性，高インスリ

ン血症がPCODの内分泌学的悪循環の引き金になっ

たと考えられる．

　PCODの治療法として古典的には卵巣模状切除術

があるが，術後の癒着の問題があり，近年は薬物療

法が主体である．クロミフェン療法には反応しない

ことが多いため，プロモクリプチンや副腎皮質ホル

モンの併用療法，hMG－hCG療法などが行われるこ

とが多く，排卵率は33　一一　100％と報告されている9～11）．

　本症例では年齢を考慮し，排卵誘発を行う必要は

ないと判断し，肥満の改善および高LH血症，高ア

ンドロゲン血症の改善を第一と考えた．Prelevicら

はPCODである肥満婦人で，肥満の改善に伴い，高

インスリン血症，高アンドロゲン血症の改善がみら

れたと報告している12）．また，カウフマン療法でLH

の正常化，アンドロゲンの減少がみられたとも報告

され13），本症例に対しても食事療法，カウフマン療法

で長期的に経過観察する予定である．

結　　語

　遅発月経をきたし，インスリン抵抗性糖尿病に合

併した典型的なPCODの症例を報告した．
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Acase　report　of　polycystic－ovarian－

　　　desease　associated　with　insulin

resistent　diabetes　mellitus

　　Takako　Iwao，　Gen－ichi　Nakamura，

Motofumi　Yokoyama，　Masahiro　Nozaki
　　　　　　　　　and　Hitoo　Nakano

Department　of　Gynecology　and　Obstetrics，

Faculty　of　Medicine，　Kyusyu　University，

　　　　　　　　　Fukuoka　812，　Japan

　　We　describe　a　patient　of　polycystic　ovarian

desease（PCOD）associated　with　insulin　resisitant

diabetes　mellitus．

　　A17－year－old　girl　was　referred　to　our　depart－

ment　with　delayed　menstruation，　obesity　and　hir・

sutism．　She　has　been　obese　since　her　childhood　and

axillary　hair　was　noticed　at　the　age　of　11，　pubic

hair　at　l2　and　was　hirsute　at　13．　She　was　seen　with

the　chief　complaint　of　amenorrhea　at　the　depart－

ment　of　medicine　and　the　diagnosis　of　insulin－resis－

tant　diabetes　mellitus　was　made　at　the　age　of　16．　At

the　first　visit　to　our　department　when　she　was　17，　a

physical　examination　revealed　that　she　had　acanth・

osis　nigricans　around　the　neck　and　axilla，　and　a

prominant　clitoris．　An　endocrinological　data　was

shown　as　follows；LH　9．7mU／m1（O’）一〉ユ65．OmU／

m1（30’），　FSH　7．3mU／ml（0’）一＞29，0mU／ml（30’），

LH／FSH　ratio＝1．3　in　LH－RH　test，　E、141pg／ml，　E、

73pg／ml，　testosterone　2．5ng／ml，　androstendione　3．

6ng／ml，　dehydroepiandrosterone　IOμg／ml，　dehy－

droepiandrosterone－sulfate　2670ng／mL　A　laparos－

copic　finding　demonstrated　that　the　uterus　was

small　hen　egg　size　and　both　ovaries　were　enlarged

（rt：5×4×3cm，　It；6×4×4cm）．　The　color　of　ovaries

was　pearly　white．　The　biopsy　of　the　right　ovary

showed　the　thickened　capsule　and　the　hyperplasia

of　the　theca－stromal　cells　surrounding　the　many

cystic　follicles　which　were　atretic　follicles．　Thus，

the　diagnosis　of　PCOD　was　established．　She　has

been　treated　for　amenorrhea　with　a　cyclic　therapy

of　combinations　of　estrogens　and　synthetic　proges－

tins　since　she　was　17．　The　level　of　androgens　is　now

gradually　declining　though　it　is　persistantly　high．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年2月24日）
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INCREASED　SINGLE－STRANDED　DNA　SPERMA一

TOZOAL　POPULATION　IN　MEN　WITH　VARICOCELE

Nikolaos　SOFIKITIS　and　Ikuo　MIYAGAWA

Department　of　Urology（Chairman：Prof．1．　Miyagawa），

Tottori　University　School　of　Medicine，　Yonago　683，　Japan

Panayiotis　ZAVOS

Andrology　Institute　of　Lexington（Director：Prof．

　　　　　　　　　　　　Lexington，　Kentucky，40506，　USA

P．M．　Zavos）

　　Abstract：Twenty－two　semen　samples　were　collected　from　infertile　men　with　varicocele（group

A）and　another　twelve　samples（group　B）were　pooled　from　healthy　donors．　Standard　semen

parameters　were　evaluated　and　the　fluorochrome　acridine　orange　test　was　performed　in　all　the

samples．　Sperm　concentration，　percentage　of　morphologically　normal　spermatozoa，　percentage　of

motile　sperm，　and　motility　grade　were　significantly　lower　in　group　A　than　in　group　B．　Contrary，

the　proportion　of　single－stranded　DNA　spermatozoa　to　double－stranded　DNA　spermatozoa　was

significantly　higher　in　group　A　than　in　group　B．　Considering　that　an　abnormally　high　percentage

of　single－stranded　DNA　spermatozoa　is　associated　with　decreased　male　fertility，　it　is　suggested

that　abnormalities　in　the　DNA　content　of　spermatozoa　may　contribute　to　the　development　of

infertility　in　varicocele　patients．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，37（4），634　一　636，1992）

Introduction

　　Abnormal　dilation　of　the　left　testicular　vein

known　as　varicocele　is　a　common　finding　in　infer・

tile　menl）．　Changes　in　the　standard　semen　parame－

ters（sperm　concentration，　sperm　motility，　and

percentage　of　normal　spermatozoa）in　men　with

varicocele　have　been　well　described2）。　However，

there　is　no　information　concerning　the　DNA　con－

tent　of　spermatozoa　in　men　with　varicocele．

　　The　fluorochrome　acridine　orange　test　was

described　by　Tejada　and　co－workers　and　gives

information　on　the　DNA　content　of　a　spermat－

ozoal　population3）．　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　sample4）．　It　has　also

been　suggested　that　when　the　percentage　of　green

cells　is　less　than　45，　the　probability　of　oocyte

fertilization　is　lower，　while　a　percentage　of　green

cells　more　than　45　indicates　a　higher　probability

of　fertilization‘）．

　　The　objective　of　the　present　study　was　to　quali－

tatively　evaluate　the　DNA　content　of　spermat－

ozoa　in　men　with　varicocele．　Such　a　study　could

determine　whether　or　not　there　is　an　effect　of

varicocele　on　the　DNA　content　of　spermatozoa．
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Patients　and　Methods

Pantcipants

　　Twenty－two　semen　samples　were　collected　by

masturbation　from　infertile　men　with　varicocele

（group　A）and　another　twelve　samples（group　B）

were　collected　from　healthy　donors．　All　the　sam－

ples　were　collected　after　three　days　of　sexual

abstinence．　Varicocele　was　diagnosed　on　physical

exarnination　in　the　erect　and　supine　position　using

Valsalva’s　maneuver．　After　liquefaction　at　37℃

Sperm　parameters（Sperm　concentration，　percent－

age　of　morphologically　normal　spermatozoa，

percentage　of　motile　sperm，　and　semen　volume）

were　evaluated　according　to　standard　proced－

ures　recommended　by　the　World　Health　Organ－

ization5）。　Motility　was　also　graded　according

to　an　arbitrary　system　using　a　scale　frQm　O　to

4previously　described6）．　Then，　one　aliquot　of　lml

was　prepared　from　each　sample．　All　the　samples

were　washed　in　Ham’s　F－10　medium（Gibco，

Grand　Island，　NY）supplemented　with　30％human

serum　albumin（Albuminar－25；Armour　Pharma－

ceutical　Co．，　Kankakee，　IL），　adequate　levels　of

anibiotics，　a　pH　balance　of　7，2－7．4，　and　a　bal－

anced　osmotic　pressure　of　320－325　mOsm（using　D

－glucose．）After　centrifugation　at　400　Xg　for　15

minutes　the　washed　pellet（0．2ml）was　resuspend－

ed　in　O．8ml　of　the　same　medium．

Fluorochrome　acri’dine　orange　test

　　The　acridine　orange　stain　was　performed　as

described　by　Tejada　and　co－workers3）．　Finally　a

fluorescence　microscope　with　an　excitation　filter

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．

Statistical　analysis

　　All　the　values　were　expressed　as　Mean±SD．

The　Student’s　t－test　was　used　to　compare　sperm

concentration，　percentage　of　motile　spermatozoa，

motility　grade，　percentage　of　morphologically

normal　spermatozoa，　seminal　plasma　volume，　and

the　proportion　of　red　to　green　spermatozoa　in

varicocele　patients　with　the　healthy　donors．　A

probability　less　than　O．05　was　considered　to　be

statistically　significant．

Results

SPerm　concentration

　　Sperm　concentration　was　significantly　higher　in

fertile　donors　than　in　varicocele　patients（Table

1）．

SPerm〃zotility

　　Percentage　of　motile　spermatozoa　and　motility

grade　were　significantly　higher　in　fertile　donors

than　in　varicocele　patients（Table　1）．

SPerm　morPhology

　　Percentage　of　morphologically　normal　spermat－

ozoa　was　significantly　higher　in　fertile　donors

than　in　varicocele　patients（Table　1）．

Semen　volzame

　　Differences　in　semen　volume　between　the　var－

icocele　group　and　the　control　group　were　not

significant（Table　1）．

Tabユe　1 Standard　semen　parameters　and　proportion　of　red　to　green　spermatozoa・

Group
　　　Concentration
nb
　　　　　（106／mD

％motile

　sperm

Motility

grade
％normal

　sperm

Semen
Volume

Red／Green

　　sperm

Varicocele（A）　22

Donors（B）　　　12

21．2±8．1c

45．4±9．6d

32．1±4．6c

58．3±8．9d

1．3±O．2c

3。2±0．2d

35．1±6．gc

64．3±8．2d

2．2±0．2c

2．3±0，3c

1．38±0．07e

O．53±0．05d

aValues　are　expressed　as　Mean±SD．

bNumber　of　men　in　each　group，

c・dc　vs　b：P〈0．　OOI．

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

P吻0肋n（ゾ紹to　green　SPermatozoa

　　The　proportion　of　red　to　green　spermatozoa

was　significantly　higher　in　men　with　varicocele

than　in　healthy　donors（Table　1）．
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Discussion

　The　present　study　confirms　previous　findings

ind量cating　that　there　is　a　significant　reduction　in

sperm　concentration，　percentage　of　normal　sper－

matozoa，　motility　grade，　and　percentage　of　mor－

phologically　normal　spermatozoa　in　men　with

varicocele　compared　with　healthy　men2）．　Addi－

tionally，　the　present　study　reveals　a　significant

increase　in　the　proportion　of　the　single－stranded

DNA　spermatozoa　in　the　total　spermatozoal　pop－

ulation．　Considering　that　an　abnormally　high

proportion　of　single－stranded　DNA　spermatozoa

indicates　decreased　fertility4），　the　demonstrated

increase　in　single－stranded　DNA　spermatozoa　is

an　additional　defect　in　the　semen　quality　in　men

with　varicocele　and　may　contribute　to　the　devel－

opment　of　infertility．

　　It　is　difficult　to　explain　the　increase　in　single－

stranded　DNA　spermatozoa　in　men　with　var・

icocele，　Defects　in　the　normal　process　of　sper－

matogenesis　may　result　in　higher　numbers　of

denatured，　single－stranded　DNA　spermatozoa　in

these　patients．

　　The　present　study　proved　that　the　proportion　of

double－stranded　DNA　spermatozoa　in　the　totaI

spermatozoal　population　is　decreased　in　men　with

varicocele．　The　importance　of　this　reduction　for

the　development　of　infertility　ln　varlcocele

patients　is　under　current　investigation

References

1）Dubin，　L．　and　Amelar，　R．　D．：Etiologic　tactors

　　in　1，264　consecutive　cases　of　male　infertility，

　　Fertil，　Steril．，22：469，1971

2）

3）

Mac　Leod，　J．：Seminal　cytology　in　the　presence

of　varicocele，　Fertil．　Steril．，16：735，1965

Telada，　R．　L，　Mitchel1，　J．　C．，　Norman，　A，，

Marik，　J．　J．　and　Friedman，　S．：Atest　for　the

practical　evaluation　of　male　fertility　by

acridine　orange（AO）fluorescence，　FertiL　Ster・

　　iL，42：87，1984

4）Pretorius，　E．　and　Kruger，　T．；Fluorochrome

　　acridine　orange　test．　In“Human　Spermatozoa

　　in　Assisted　Reproduction”，　edited　by　A．　A．

　　Acosta，　R．　J．　Swanson，　S．　B．　Ackerman，　T．　F．

　　Kruger，　J，　A．　van　Zyl　and　R．　Menkveld，

　　Wiliams　and　Wilkins，　Baltimore，　p233，1990

5）World　Health　Organization；Laboratory　Man－

　　ual　for　the　Examinatlon　of　Human　Semen　and

　　　Semen－Cervical　Mucus　lnteraction，　edited　by

　　　M．A．　Belsey，　R．　Elliasson，　A．　J．　Gallegos，　C．　A．

　　　Moghissi，　M，　R．　N．　Paulsen　and　M．　R．　N．

　　　Prasad，　Press　Concern，　Singapore，　p15，1980

6）Sofikitis，　N．，　Miyagawa，1．，　Toda，　T．，　Harada，

　　　T．，Mio，　Y．　and　Terakawa，　N：The　effect　of

　　　kallikrein　on　human　sperm　membrane　func－

　　tion，　Tohoku　J，　Exp．　Med．，164：23，1991

　　精索静脈瘤患者にみられる

DNA一本鎖精子の増加について

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

　　セントラルバプティスト病院

レキシント・アンドロロジー研究所

パナヨティス・ザボス

　精索静脈瘤を有する不妊患者（group　A，22症例）

と妊孕性を有する男性（greup　B，12症例）の精液に

ついて，一般精液検査とfluorochrome　acridine
orange試験を行った．精子濃度，形態正常精子率，精

子運動率，運動能は，group　Aにおいて有意に低値で

あった．また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，　groupAにおいて有意に
高かった．

　不妊患者においてDNA一本鎖精子が高率にみられ
たことより，精子のDNA異常が精索静脈瘤患者の妊

孕力の低下に関与していることが示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年1月8日）
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　38名の不妊男性において，masturbation法（M法）とcondom法（SCD法〉の両方法により精液

を採取し各種パラメーターを比較した．

1）精液量，総精子数，運動率，形態正常精子率，前立腺分泌機能はSCD法が有意に高かった．

2）Hypoosmotic　swelling　test，　acrosin活性測定値，　sperm　penetration　assayの精子機能検査にお

いてもSCD法が有意に良好な結果を示した．

3）精嚢，精巣上体の分泌能の指標には有意差がみられなかったことにより，SCD法で良好な精子所

見が得られたことは，両法における前立腺分泌機能の差異が関与するものと思われた．

4）Masturbationおよび性交の前後に測定した末梢血中のtestosterone（T），　gonadotropin値には有

意差がなく，精漿中T値も両法で差がなかった．

　以上の結果より，前立腺分泌機能および精液所見の差異は末梢血・精漿中のホルモン動態に起因し

ないことが示唆された．また精液検査および不妊症の治療における精液採取法には，SCD法が望まし

いことが明らかになった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　SteriL，37（4），637－642，1992）

緒　　言

　男性不妊症の治療には，今日までさまざまな方法

が試みられているが，治療に抵抗する例が多く，満

足な妊娠率は得られていない．現在，人工授精，配

偶子卵管内移植，体外受精・胚移植等の治療法が応

用され新しい可能性を開きつつあるが，その成績は

精液所見に依存するところが大きい．そのため，こ

のような治療にあたっては，できる限り良好な精液

を採取することが重要となる．精液採取法としては，
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masturbation法（以下M法）が一般的に用いられてい

るが，Zavosば性交時に精液採取用コンドーム（SCD⑭：

seminal　collection　device，　HDC　corporation，

Mountain　View，　CA，　USA）を使用し（以下SCD

法），M法に比較して精子数，運動率，形態正常精子

率が有意に増加することを報告1・2）している．しかし，

両方法による精子の受精能力を比較した報告はなく，

両方法にみられる精液所見の差異の機序も明らかで

はない．

　男性副性器の分泌液は精液の重要な構成成分で，

精子細胞膜機能や精子運動能力に適した環境を形成

しており，副性器の感染症による分泌障害から不妊

症にいたる3にともある．本研究では，masturbation

と性交という異なる性的刺激を介した男性副性器の

分泌能の変化とそれに伴う精子受精能力の変化を比

較することを目的とした．また末梢血と精漿中のホ

ルモン値を測定し，　masturbationと性交における下

垂体一精巣機能を検討し，その機序を考察した．

　なお副性器分泌能の指標ととしては，1）前立腺

機能に精漿中citrate，亜鉛，　cholesterol濃度3），2）

精嚢機能に精漿中の主要な糖質で精子の嫌気性およ

び好気性エネルギー源となるfructose濃度4），射精・

精子運動能・性器の収縮等の生物学的現象に広く関

わるprostaglandin　E（PGE）濃度3），3）精巣上体機

能には精子に対する作用不明のα一glucosidase濃度5）

を用い，4）精子受精能力の指標として精子acrosin

活性測定，hypoosmotic　swelling　test（HOST），

sperm　penetration　assay（SPA）を施行した．

対象と方法

　38名の不妊男性を対象とし，3日間の禁欲期間の

後，masturbationとSCDの両方法で各6回ずつ精

液を採取した。全例に一般精液検査を行ったほか，

M法・SCD法ともに第1回目の採取精液で精子
acrosin活性，　cholesterolを測定，以下第2回目は精

漿中citric　acid，　fructose測定，第3回目は精漿中亜

鉛測定，HOST，第4回目は精漿中PGE測定，第5
回目は精漿中α一glucosidase，　testosterone　（T）測定，

第6回目はSPAを行った．また各症例に，　M法・SCD

法の時の性的満足度を点数により評価させた．精漿

は，300×9で20分間遠心分離して細胞成分と分離

し，上澄を副性器機能の指標となる物質とT測定に

用いた．精子の洗浄および浮遊液作成その他の処理

過程にはBWW溶液を用いた．各症例につき1回，

性交およびmaturbationの開始5分前と終了5分後

採血し，T，　follicle　stimulating　hormone（FSH），

1uteinizing　hormone（LH）をradioimmunoassayで

測定した．

一般精液検査

WHOの精液検査マニュアル6｝に従い，精液量，精子

濃度，総精子数，精子運動率，形態正常精子率を検

査した．pHはガラス電極で測定し，直進運動能は0

から4の4段階で評価した7）．

Citric　acid測定

Pucherらs）の方法によって測定された．以下，本法

で測定されたcitric　acidとその塩類はcitrateと記述

する．

亜鉛濃度測定

精漿を蒸留水で80倍に希釈し，原子吸光分光光度計

（Perkin－Elmer　290）で測定した9）．

Cholesterol濃度測定

Sugkraroekら1°｝のfluorometric　methodによって測

定した．

Fructose濃度測定

Anderdonら11）の酵素法によって測定した．

総PGE濃度測定
Bygdemanらユ2）の方法により測定した．

α一glucosidase濃度測定

Cooperら5）の方法で行った．

精子acrosin活性測定

Zaneveltら13）の方法に準じた．　acrosin活性に影響す

るproteinase　inhibitorを除去するため，　Ficollで遠

心分離して精漿を除去した．精子沈渣は，acrosome

の崩壊を助長する浄化剤，arginine　amidを含む塩基

性緩衝液に懸濁した．3時間の培養後，吸光度の変

化を分光光度計で測定した（410nm）．　acrosin活性

11Uは，1μmolのN一α一benzoy1－DL－arginine－

p－nitroanilideを23℃で1分間に加水分解する酵素

量と定義され，μIU／106spermatozoaの単位で表し

た．

Hypoosmotic　swelling　test（HOST）

Jeyendranら14）の方法で行った．　fructose溶液と

sodium　citrate溶液を等量混合して150　mOsmの低

浸透圧溶液を作成した．精液0．1m1と低浸透圧溶液

1．Omlを37℃で30分培養し，精子膨化率を算出し
た．

Sperm　penetration　assay（SPA）

洗浄精子はヒト血清albumin（Fraction　V，　Sigma

Chemicals　Company，　St．　Louis，　MO，　USA）を含む

BWW溶液でさらに洗浄し，精子浮遊液を作成した．

精子濃度は1×107／m1に調整し，5％CO2inair，

37℃の条件下に18時間培養した．Margaliothら15）の

方法に準じ，ゴールデンハムスターの卵を処理し，

精子浮遊液0．1m1と透明帯除去卵10個を培養した．
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頭部膨化精子もしくは尾部を伴った雄性前核が確認

された場合を侵入と判定し，侵入陽性卵子の比率か

ら侵入率を算出した．

性的満足度の評価

0：満足感なし，1：低い，2：中等度，3：高い，

4：condomを使用した性交の際に得られる最高の満

足度を5段階で評価した．

統計学的処理

各パラメーターにおけるM法とSCD法の結果，およ

びmasturbationと性交前後のホルモン値の変化を統

計学的に比較検討した．正規分布の有無により，Stu－

dent　t－testまたはwilconxon　testを使用し，　SPA，

HOSTの結果にはChi－square　testを用いた．結果

はmean±SDで表し，　P＜O．05を有意と判定した．

結　　果

一般精液検査

精液量，総精子数，運動率，直進運動能，形態正常

精子率はすべて，M法に比較しSCD法において有意

に高い値を示した（表1）．pHはM法において有意

に高かった（表3）．

前立腺分泌機能の指標

Citrate，亜鉛，　cholesterol濃度はM法に比較しSCD

法において有意に高い値を示した（表2）．M法にお

ける平均減少率は，それぞれ23．5％，26．4％，19．7

％だった．

精嚢分泌機能の指標

Fructose，総PGE濃度には，　M法とSCD法に有意

差はみられなかった（表2）．

精巣上体分泌機能の指標

M法とSCD法におけるα一glucosidase濃度には有意

差はなかった（表2）．

精子受精能力検査

精子acrosin活性，　HOSTの精子膨化率，　SPAの精

子侵入率はSCD法において有意に高かった（表3）。

性的満足度

SCD法において有意に高かった（表3）．

Hormone測定値
LH，FSH，Tともにmasturbationと性交の前後の値

に有意差はなかった。精漿中T値はM法とSCD法で

差がなかった（表4）．

考　　察

本研究により，SCD法で一般精液所見のみならず，

表1　M法とSCD法により採取した精液の検査所見（Mean±SD）

採取法
総精子数
　（106）

精液量
　（mD

運動率
　（％）

直進運動
　（0－4＞

形態正常精子率
　　（％）

M　法
SCD法

21．3±5．6＊

48．1±9．3

2．3±0．2＊

3，3±0，2

21．3±4．5＊

32．1±5，1

1．8±0．2＊

2．7±0．2

32．3±4．6＊

41．2±5．1

＊　p〈0．001

表2　M法とSCD法により採取した精液中の副性器分泌能の指標（Mean±SD）

前　　立　　腺 精　　嚢　　腺 精巣上体

採取法 Citrate

（mg／dl）

Zinc　　　　Cholesterol　　Fructose　Prostaglandin　Eα一glucosidase
（mg／dl）　（nmol／107sperm）　（mg／dl）　　　（μg／ml）　（mU／ej　aculate）

M　法
SCD法

296．4±40．2＊　　14。2±1．2＊

387．3±44．2　　　19。3±2．1

6．9±0．5＊　　　215．4±58．3　　　88．5±9．6

8．6±1．1　　　　234．2±65．1　　　94．9±8．3

97．8±9．2

102．9±8．2

＊　p〈0．001

表3　M法とSCD法における精子機能検査と性的満足度（Mean±SD）

採取法 pH
精子膨化率
　（％）

Acrosin活性
（μIU／106cells）

精子侵入率
　（％）

性的満足度
　（0－4）

M　法
SCD法

7，7±0．2＊

7．3±0．2

42．4：ヒ9．2＊

54．3±4．1

18．4±2．5＊

27．3±4．1

11．3±4．6＊

28．4±9．3

1．8±0、2＊

2．9±0、2

＊　p〈0．001
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表4　M法とSCD法前後の血中ホルモン値と精漿中ホルモン値（Mean±SD）

M法 SCD法
前 後 前 後

血中LH（IU／L）

血中FSH（IU／L）

血中T（ng／ml）
精漿中T（ng／ml）

8．4±2．1

6．3±1．9

9．1土0．5

8．7±2．4

6．1±3，1

8．9±0．4

0．76±0．07

8．1±2．6

6．4±1．5

8．8±0．6

8．5±2．9

6．2±2．1

9．0±0．5

0．79±0．08

精漿中亜鉛，citrate，精子cholesterol，精子acrosin

活性が有意に高いことが示された．精漿中亜鉛，

citrate，精子cholesterolが前立腺，　fructose，　PGが

精嚢，α一glucosidaseが精巣上体の分泌機能を反映す

ることより，masturbationに比較し，性交中では前

立腺分泌機能が充進しており，精嚢，精巣上体の分

泌機能には差がないことが示唆された．前立腺分泌

能が低下すると精液のpHがアルカリ化する16にとが

知られており，M法のpHが有意に高かったこともこ

れを支持している．

　精液分画では，主に前立腺液からなる第一分画は

主に精嚢からなる第二分画よりacrosin活性が高

い17）．これには，前立腺液がacrosin活性に良い影響

を与えているか，最初に射精された精子が高いacrosin

活性を有するかの理由が考えられる．前者の説を重

視すると，M法よりSCD法で精子acrosin活性が高

かったことは，SCD法では前立腺液がより多く含有

されていたことが考えられる．Acrosinは精子

acrosomeに関係する蛋白分解酵素で，　acrosome

reactionや透明帯貫通に重要な役割を果たす18｝．

Acrosin活性は体外受精の受精率とよく相関する19）ほ

か，原因不明男性不妊症の一部にacrosin活性の低下

がみられるとの報告2°）もある．

　Acrosin活性は一般精液検査結果と相関しないこ

とが報告21）されており，M法とSCD法の総精子数差

の影響はないと思われる．

　M法において精漿citrate，亜鉛，精子cholesterol

濃度が高度に減少したことは，精子運動率，形態正

常精子率，HOSTの結果が低下していたことに関与

していると思われる．亜鉛は前立腺の抗菌因子であ

り，精液中亜鉛濃度が低下すると精子の安定性を欠

き精子機能が障害される22・23）．また精液中citrate濃

度が減少すると前立腺液の浸透圧平衡が変化し，細

胞膜機能と精子形態に影響する3・24）可能性がある．精

漿中cholesterol／phospholipid比は精子を温度や環

境因子から保護している25）とされている．そのため精

子のcholesterol濃度の変化は至適cholesterol／

phospholipid比の変化を介して，精子生存性や機能

を障害することが想像される．本研究では精子phos－

pholipid濃度を測定していないため，　scD法のcho－

1esterol濃度が高いことの意義を明確にすることはで

きない．両方法における精子のcholesterol，　phos－

pholipid濃度は現在さらに研究中である．いずれに

しても前立腺液は精巣上体精子の運動性に促進作用

を有する26）ことが証明されており，SCD法の精子運

動率が高いことは，前立腺分泌機能に起因すること

が強く示唆された．

　SCD法の精液量が多い理由としては前立腺分泌液

量が増加したことが考えられるが，精漿量の主な成

分は精嚢液といわれている16）．しかし精嚢液はアルカ

リ性で，高濃度のヒト精嚢液は精子運動能に悪影響

を与える26）ことが知られている．そこで精液pHの低

下，精子運動率の増加，精漿中fructose，PG濃度に変

化がないことから，精嚢分泌の顕著な充進は否定的

と思われる．

　SCD法とM法における前立腺分泌機能と総精子数

の差異の原因は不明である．性的満足度の評価に有

意差がみられたことより，射精前の性的刺激のレベ

ルの差はなんらかの関与があるだろう．ホルモンま

たは生化学的因子と神経的刺激は前立腺分泌機能に

影響し，高い性的刺激下で良質の射精液が得られる

と推測される．雄牛では精液採取時に抑制したり，

擬雌台を使用すると50％程度精子数が増加する27）．

さらに乳牛の種牛では，3台の擬雌台を使用し10分

以上抑制すると精子数がほぼ3倍に増加できるとの

報告28）もある．種牛では，この増加には性的刺激後，

oxytocinとprostaglandin　F2αがその役割の一部を

果たす29）といわれている．

　Masturbationと性交の前後に測定した末梢血中

LH，　FSH，　Tの値に変化がなく，M法とSCD法の精

漿中T濃度も差がなかった．これより，性交中の性

的刺激が前立腺分泌機能と一般精液検査に与えた影

響は下垂体一精巣系機能の変化を介さないと思われ

る．Masturbationの前後の血中prolactin値に変化

がない3°）ことが報告されており，prolactinの関与は

否定的であるが今後の検討を要する．
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　　またこの変化が前立腺分泌だけにみられ，精嚢，

精巣上体にみられなかった理由は不明であるが，男

性副性器は様々な性的刺激に対して選択的な感受性

を有しその分泌が変化する可能性が示唆された．

　　HOST，　SPAは精子機能検査で，その結果は一般

精子検査結果と必ずしも相関するものではないこと

が知られている．HOSTは精子細胞膜機能14）を反映

し，細胞膜機能はcapacitation，　acrosome　reaction，

透明帯への接着と貫通に重要な役割を果たす．SPA

は精子の透明帯への貫通能を評価する15）と考えられて

いる．精子数，運動率，形態正常精子率，acrosin活

性，HOST，　SPAはすべて精子受精能力と深い関係

があり，これらのパラメーターがSCD法において有

意に高かったことを考慮すると，精液採取法として

SCD法がすぐれていることは明白である．

　　M法の採取精液が患者の最良の精液でないとする

と，これらを体外受精等の治療に用いるのは適切で

なく，診断の際にも医師に誤った情報を与えること

になる．すなわちM法による検査ではfalse－positive

の診断が増加し，実際には不要の高価かつ繁雑なア

ンドロロジー学的検査を施行したり，男性因子を重

視するあまり女性因子の検索がおろそかにされる可

能性があることを念頭におかなければならない．

　　以上の結果より，男性不妊症の適確な診断および

不妊治療における精液採取法にはSCD法が優れてい

ることが明らかとなり，今後SCD法を使用すること

により現行の治療法の予後が改善されることが期待

された．
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　　Semen　samples　were　collected　via　masturbation

and　at　intercourse　with　a　usage　of　a　seminal　collec－

tion　device　from　each　Qf　38　infertile　men．　Semen

volume，　tOtal　sperm　count，　sperm　motility，　percent－

age　of　morphologically　normal　spermatozoa，　and

markers　of　the　secretory　function　of　prostate　were

significantly　higher　in　samples　collected　at　inter・

course　than　via　masturbation．　In　addition，　the　out－

come　of　some　spermatozoal　function　tests（hypoos・

motic　swelling　test，　acrosin　assay，　and　sperm　pene－

tration　assay）was　significantly　higher　in　samples

collected　at　intercourse　than　via　masturbation．

Differences　in　markers　of　secretory　function　of

seminal　vesicles　and　epididymis　between　samples

collected　at　intercourse　and　via　masturbation　were

not　significant．　The　improvement　in　the　spermat－

ozoal　parameters　in　samples　collected　at　inter－

course　may　be　attributed　to　the　higher　prostatic

secretory　function　during　intercourse　than　during

masturbation．　Differences　in　gonadotropins　or　tes－

tosterone　concentrations　in　peripheral　serum　before

masturbation　or　sexual　intercourse　and　after　it

were　not　significant，　Differences　in　testosterone

levels　in　seminal　plasma　between　samples　collected

at　intercourse　and　via　masturbation　were　not　signif－

icant、　Therefore，　the　differences　in　prostatic　secre・

tory　function　and　semen　parameters　may　not　be

attributed　to　differences　in　hormonal　levels　in

peripheral　blood　or　seminal　plasma．　Semen　collec－

tion　at　intercourse　with　a　usage　of　seminal　collec・

tion　device　seems　to　be　the　way　of　choice　to　collect

semen　sampIes　for　assisted　reproduction　programs．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年2月7日）
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　　Abstract：To　evaluate　the　usefulness　of　a　new　sperm　preparation　technique，　the　Percoll　density

gradient（Percoll）technique，　the　spermatozoa　were　processed　by　the　Percoll　technique　and　the

swim　up　technique　in　an　in　vitro　fertilization　and　embryo　transfer　program（IVF－ET），　The

collected　semen　was　equally　divided　into　two　aliquots　and　each　of　the　two　aliquots　was　inseminat－

ed　to　the　half　of　the　retrieved　oocytes　in　each　cycle．　As　the　result，　the　Percoll　technique　revealed

significantly　higher　motile　sperm　recovery　rate　in　samples　of　both　oligozoospermic　men（n＝4）

and　normospermic　men（n＝25），　and　significantly　higher　fertilization　rate　in　cycles　with　olig－

ozoospermic，　than　the　swim　up　technique．

　　The　higher　fertilization　rate　revealed　by　the　Percoll　technique　in　cycles　with　oligozoospermia

was　supposed　to　be　due　to　the　number　of　motile　spermatozoa　inseminated．　The　authors　concluded

that　the　Percoll　technique　is　a　mathod　superior　to　the　swim　up　technique　for　the　cases　with

oligozoospermia　in　IVF－ET．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　SteriL，37（4），643－647，1992）

Introduction

　　The　swim　up　technlquel）has　been　commonly

employed　for　semen　preparation　in　artificial

insemination　or　in　vitro　fertilization　and　embryo

transfer（IVF－ET）。　However，　it　has　been　difficult

to　obtain　enough　number　of　motile　spermatozoa

in　cases　with　oligozoospermia．　To　resolve　this

problem，　Percoll，　a　medium　composed　of　colloical

smica　particle　coated　with　polyvinylpyrolidone2）

has　been　adopted　for　the　isolation　of　motile

sperm．　Although　the　efficacy　of　this　technique　has

been　reported　by　several　institutes，　the　outcomes

of　this　method　and　the　swim　up　technique　have

been　compared　between　different　treatment

cycles．　In　the　present　study，　to　compare　the　effi－

cacies　of　the　two　methods，　the　retrieved　oocytes

in　each　cycle　were　divided　into　two　groups　and

collected　semen　into　two　equal　aliquots．　One

group　of　oocytes　were　inseminated　with　sperm

prepared　by　discontinuous　two　layer　Percoll　den－

sity　gradient3・4），　and　the　alternate　with　sperm

prepared　by　the　swim　up　technique．

Materials　and　Methods

　Twenty－nine　patient　cycles，　which　underwent

IVF　from　February　to　August　in　1990　were　stud－

ied．　Four　cycles　had　oligozoospermia（sperm
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counts＜20×106／ml），　and　25　had　normal　sperm

counts．（sperm　counts≧20　x　106／mD

　　Follicular　growth　was　stimulated　with　clomi・

phene　citrate　（CC）and　human　menopausal

gonadotropin（hMG）for　g　cycles，　and　with　buser－

elin　and　hMG　for　20　cycles，　Buserelin　was　started

at　the　mid　luteal　phase　of　the　preceding　menstrual

cycle．　HMG　administration　was　initiated　within

seven　days　from　the　onset　of　menstruation．　It　was

administered　intramuscularly　3001U　per　day　for

the　first　2　days，　and　1501U　per　day　for　the　subse－

quent　days，　until　the　mean　diameter　of　the　second

largest　follicle　exceeded　14mm．　The　combination

of　CC　and　hMG　was　administered　as　previously

described5｝．

　　The　cycles　were　monitored　by　transvaginal

ultrasonography　and　a　single　injection　of　human

chorionic　gonadotropin（hCG）was　administered

about　40　hours　after　the　last　administration　of

hMG．　Treatment　with　buserelin　was　discontinued

at　the　time　of　hCG　administration．　Oocytes　were

retrieved　by　transvaginal　ultrasonography　35

hours　after　the　administration　of　hCG．

　　The　retrieved　oocytes　were　cultured　in　Human

Tubal　Fluid　（HTF）supplemented　with　7．5％

patient’s　serum，　which　had　been　inactivated．　All

the　oocytes　were　preincubated　for　6　hours　before

lnsemmatlon．

Semen　Co　llection

　　Semen　specimens　were　collected　by　masturba－

tion　after　at　least　three　days　of　abstinence．　After

liquefaction，　samples　were　assayed　for　volume，

concentration　and　motility，　and　then　separated

into　two　equal　aliquots．　The　aliquots　were　proces－

sed　by　the　Percoll　technique　and　the　swim　up

technique，　respectively．

P眈o〃Gradient　PreParation

　　Two　layer　Percoll　gradient　for　each　semen

sample　was　prepared　in　a　sterilized　conical　tube

（17×120mm）．　The　lower　95％　1ayer　contained

475μlPercoll　with　25μl　buffer（18％NaCl，200

rnmol／14－（2－hydroxyethyl）－1－piperazineethane

sulfonic　acid，　pH　7．4）；the　upper　47．5％　Iayer

contained　237。5μl　Percoll，12．5ml　buffer　and　250μl

HTF．

SPerm　PreParation　by　the　Percoll　technique

　　Completely　liquefied　semen　was　layered　over

each　prewarmed　（37℃）Percoll　gradient　and

centrifuged　at　room　temperature　at　400xg　for　20

minutes．　The　soft　pellet　of　sperm　at　the　bottom　of

the　tube　was　carefully　drawn　off　and　resuspended

in　sml　HTF．　The　mixture　was　centrifuged　at

400xg　for　10　minutes，　The　supernatant　was　discar・

ded，　and　the　pellet　was　resuspended　in　5ml　HTF

and　centrifuged　at　400xg　for　lO　minutes．　The

supernatant　was　again　discarded　and　the　sperm

pellet　was　resuspended　in　O．5ml　HTF．

SPerm　PreParation　by　the　swim　zφtechnique

　　After　liquefaction，　semen　was　diluted　with

three　times　volume　of　HTF　supplemented　with　7．

5％　patient’s　serum　（7．5％　serum　HTF）and

centrifuged　at　400xg　for　10　minutes．　The　super－

natant　was　discarded　and　the　pellet　was　diluted

with　3ml　of　7．5％serum　HTF　and　centrifuged　at

400xg　for　10　minutes．　The　supernatant　was　discar－

ded　and　the　pellet　was　diluted　with　O．5ml　of　7．5％

serum　HTF．　One　ml　7．5％serum　HTF　was　layer－

ed　over　it．　The　sample　was　incubated　at　37℃for

40minutes．0．5ml　of　upper　portion　was　collected

for　insemination．

Inse〃zination

　　In　each　treatment　cycle，　the　retrieved　oocytes

were　equally　divided　into　two　groups．　Insemina－

tion　was　performed　with　the　sperm　prepared　by

the　swim　up　technique　for　one　group，　and　with

those　prepared　by　the　Percoll　technique　for　the

other．

Results

　　In　the　cases　wizh　oligozoospermia，　recovery

rates　of　motile　sperm　were　23．9±8．2（mean±

SD）％and　6．6±3．3％by　the　Percoll　technique　and

the　swim　up　technique，　respectively．　In　cases　with

normospermia，　recovery　rates　of　motile　sperm

were　42．3±29．4％and　9．4±8．3％respectively、　In

the　cases，　the　Percoll　technique　revealed　higher

recovery　rates　of　motile　sperm　than　the　swim　up

technique．（Fig．1）

　　Sperm　motilities　of　oligozoospermic　samples

were　71．3±22．5％and　72．5±22．8％after　prepara一
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　　　　　　　＜20×106〆而2　　　　　　≧20×10e／m慮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（mean±SD）

　　　　　　［コ・wim・p　　　　＊P〈O．05
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊P＜O．01
　　　　　　囮　　　　　　　　　　　Percoll

Fig．1recovery　rates　of　motile　sperm　by　the　Percoll

　　　　　technique　and　the　swim　up　technique　when

　　　　　sperm　counts　were＜20×106／ml　and≧20×

　　　　　106／ml．
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Fig．2sperm　motiIities　after　preparation　by　the　Per－

　　　　　coll　technique　and　the　swim　up　technique　in

　　　　　more　or　Iess　than　20×106／ml　of　sperm　counts．

tion　by　the　Percoll　techinique　and　the　swim　up

technique，　respectively．　Those　in　normospermic

samples　were　87．0±9．9％and　77．7±18．2％，　respec－

tively．　There　was　no　significant　difference
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　Fig．3fertilization　rates　after　preparation　by　the

　　　　　　　Percoll　technique　and　the　swim　up　technique　in

　　　　　　more　or　Iess　than　20×106／ml　of　sperm　couns，

（×lO‘）　　　　　　　　　　　「逃「
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Fig．4numbers　of　motile　sperm　inseminated　per

　　　　　oocyte　after　preparation　by　the　Percoll　tech・

　　　　　nique　and　the　swim　up　technique　in　wore　or

　　　　　less　20×106／ml　of　sperm　count．

between　the　sperm　motilities　by　the　two　methods，

in　either　oligozoospermic　and　normo　zoo　spermic

samples．（Fig．2）

　　Fertilization　rates　of　ollgozoospermic　cases

were　50％and　9．0％by　the　Percoll　technique　and

the　swim　up　technique，　respectively．　Those　of
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Fig．5fertilization　rates　when　less　than　10×104，10　to

　　　　　20×IO420×IO4，20×204　to　30×104　and　more

　　　　　than　30×104　motne　sperm　were　inseminated

　　　　　per　oocyte．

normozoospermic　cases　were　66％　and　60％，

respectively．　The　Percoll　technique　showed　signif－

icantly　higher　fertilization　rate　than　the　swim　up

technique　in　oligozoospermic　cases，　while　no　sig－

nificant　difference　in　fertilization　rate　was　seen

between　the　two　techniques　in　normozoospermic

cases．（Fig．3）

　　The　numbers　of　motile　sperm　used　for　one

oocyte　in　oligozoospermic　cases　were　21．3±23．

5×104and　10，6±1．7×104，　respectively．　Those　in

normo　zoo　spermic　cases　were　46，0±11．0×104

and　44．5±17．1×104，　respectively．　There　was　a

tendency　that　the　number　of　motile　sperm　in－

seminated　to　one　oocyte　was　greater　by　the　Per・

coll　technuque　in　oligozoospermic　cases．（Fig．4）

　　The　relationship　between　the　number　of　motile

sperm　inseminated　to　one　oocyte　and　fertilization

rate　was　studied．　Because　the　number　of　fertilized

oocytes　was　small　in　oligozoospermic　cases，　the

outcomes　by　both　techniques　were　considered

together．　When　the　numbers　of　motile　sperm　for

one　oocyte　were　less　than　10×104，10－20×104，

20－30×104and　more　than　30×104，　fertilization

rates　were　12％，11％，80％and　67％，　respectively．

There　was　a　significantly　higher　fertillzation　rate

in　the　cases　where　more　than　20×104　motile

sperm　were　inseminated，　than　in　the　cases　Iess

than　those．（Fig．5）

Discussion

In　in　vitro　fertilization　and　embryo　transfer

（IVF－ET），　it　is　necessary　to　remove　bacteria　and

debris，　and　select　motile　spermatozoa　from

semen．　Although　the　swim　up　technique1）has　been

commonly　employed　for　this　purpose，　it　has　been

diffecult　to　obtain　enough　number　of　motile　sperm

in　cases　with　oligozoospermia．

　　Percoll，　a　medium　composed　of　colloidal　sillica

particle　coated　with　polyvinylpyrolidone2）has

been　adopted　for　the　isolation　of　motile　sperm．

Centrifugation　in　Percoll　gradients　has　been

proven　to　be　an　effective　method　for　both　separa－

tion　of　spermatozoa　of　hlgher　motility　and　viabi1－

ity　and　for　increasing　the　capability　of　penetrat－

ing　zona　free　hamster　eggs6・ア）．　Although　Leventh－

al　et　al．8）were　unable　to　show　any　improvement

in　the　abnormal　penetration　scores　of　ten　subfer－

tile　patients，　this　method　has　also　been　reported　to

be　a　useful　technique　for　intrauterine　insemina．

tion　in　some　cases　of　male　subfertility9）．　However，

many　of　continuous　and　discontinuous　Percoll

gradient　techniques　require　special　equipment　and

is　labor　intensive　and　time　consuming．　We　used　a

simple　discontinuous　two　layer　Percoll　density

gradient3・4）for　semen　preparation　for　the　couples

who　underwent　IVF－ET　and　evaluated　its　effi一

cacy．

　　Although　Hyne　et　al．lo）reported　successful　in

vitro　fertilization　after　sperm　preparation　with

Percoll，　this　technique　seemed　not　to　increase

semen　parameters　in　oligozooasthenospermic

individuals　as　effectively　as　in　normal　subjects．

Alld　no　report　has　made　the　comparison　of　the

outcomes　of　the　Percoll　technique　and　the　swim

up　technique　within　the　same　treatment　cycle．　In

the　present　study，　we　divided　the　retrieved

oocytes　and　the　collected　semen　into　two　groups

or　aliquotes　in　each　treatment　cycle，　and　compar・

ed　their　efficacies　with　each　other．　As　the　result，

the　Percoll　technique　showed　motile　sperm　recov－

ery　rates　of　23．9±8．2％for　oligozoospermic　cases

and　42．3±29．4％for　normozoospermic　cases，　both

of　which　were　significantly　greater　than　those　of

6．6±3．3％and　9．4±8．3％by　the　swim　up　tech－

nique．　Consequently，　in　the　cases　with　oligo　Zoo

spermia，　the　Percoll　technique　yielded　21．3±23．

5％×IO4　motile　sperm　for　one　oocyte，　while　the

swim　up　technique　10．6±11，7×104（the　difference
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was　not　statistically　significant）．　Also　the　Percoll

technique　showed　a　significantly　greater　fertiliza・

tion　rate　than　the　swim　up　technique　for　olig・

ozoospermic　cases。（50％vs．9％）

　　When　more　than　20×10‘　of　motiIe　sperm　were

inseminated　to　one　oocyte，　fertilization　rate　was

greater　than　when　less　than　20×1040f　motile

sperm　were　inseminated．

　　In　conclusion，　the　Percoll　technique　showed　a

significantly　greater　fertilization　rate　in　the　cases

with　oligozoospermia．　This　seemed　to　be　attribut－

ed　to　the　difference　of　the　number　of　motile　sperm

inseminated　to　one　oocyte．　It　was　also　supPosed　to

be　desirble　to　inseminate　more　than　20×104

motile　sperm　to　each　oocyte．　And　we　concluded

that　the　Percoll　technique　is　a　supeior　method　to

the　swim　up　technique　for　the　sperm　preparation

in　cases　with　oligozoospermia　in　IVF－ET．
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IVF－ETにおける精液処理法の検討

　　swim　up法とPercol1法の比較

岡山大学医学部産科婦人科学教室

多賀茂樹　吉田信隆　長谷川　淳

平野由紀夫　片山隆章　名越一介

新谷恵司　清水健治工藤尚文

　IVF－ETにおける精液処理に，　Percoll法（P法）を

swim　up法（S法）と並行して行い，その結果を比較

検討した．29周期にIVF－ETを行い，各周期に採取し

た卵を，半数ずつ分けて，それぞれS法，P法によっ

て処理した精子を用いて媒精を行い，運動精子回収率，

回収精子運動率，受精率について比較検討した．その

結果，精子数2000万／m1未満（A群）の4周期では
運動精子回収率はP法23．9±8．24％，S法6．6±3．3

％，精子数2000万／ml以上（B群）の25周期ではそ
れぞれ42．3±29．4％，9．4±8．3％でともにP法が有意

に高かった．回収精子運動率はA，B群とも2法で差

はなかった．受精率はA群でP法50％，S法9％とP
法で有意に高かったがB群では差はなかった．受精率

の差は卵1個当りに用いた運動精子数の差によると思

われ，精子数2000万／ml未満の症例にはPercoll法
を用いるべきであると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付：1992年3月2日）
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妊娠末期におけるモルモットの血液性状の変化

Hematologocal　Changes　in　Late－pregnant　Guinea　Pigs

日本農産工業株式会社中央研究所筑波試験場

　　　　木　村　　　透

　　　　Tohru　KIMURA

Research　Center，　Tsukuba　Branch，　Nihon　Nosan

　　Kogyo　Co．　Ltd．，　Ibaraki　300－33，　Japan

　妊娠がモルモットの血液性状に与える影響を知るために，2つの異なる飼料で飼養した妊娠末期の

Hartley系モルモットについて，血液および血液凝固系検査を行った．なお，正常な非妊娠モルモット

を各対照動物とした．

　妊娠末期のモルモットでは，白血球数は著明に増加し，逆に赤血球数，ヘモグロビン濃度および赤

血球容積の赤血球系パラメータは顕著に低下していた．平均赤血球恒数にはほとんど変化は見られな

かったが，赤血球分布幅はやや広がる傾向にあった．血小板数にも差は認められなかった．低たんぱ

く質，低エネルギーおよび高繊維含量の飼料を給与したモルモットは，赤血球系パラメータがやや低

く，妊娠末期でも低値を示した．

　モルモットの白血球粒度分布曲線は，ヒトと類似した明瞭な二峰性分布をとることがわかった．非

妊娠状態では，小型白血球数と大型白血球数の比は1：1であるが，妊娠末期には1：2となること

が判明した．小型白血球数は，非妊娠時も妊娠時も常に一定値を保つが，大型白血球数は妊娠末期に

は2倍以上に増加することが明らかとなった．妊娠末期の白血球著増は，大型白血球の一方的な増多

に原因していた．

　血液凝固系検査については，妊娠モルモットは，活性化部分トロンボプラスチン時間の延長とフィ

ブリノーゲン量の著しい減少（半減）を呈した．プロトロンビン時間には，変化は認められなかった．

妊娠末期では，フィプリノーゲンおよび内因系凝固因子が激しく消費されことが示唆された．

　血液中アンモニア濃度に変化はほとんど見られなかった．血清鉄は顕著な低下を示したが，平均赤

血球恒数に影響を及ぼすほどではなかった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　Fertil．　Steril．，37（4），648－657，1992）

緒　　言

　モルモットは，分娩1～2週間前にいわゆる“妊

娠中毒症”を見ることが多く1），繁殖上重大な問題と

なっている．罹患動物に特異的症状はなく，ほとん

ど突然死亡する．また，集団で飼育管理している場

合，異常に気づくことは容易ではない．そこで，著

者は，妊娠後半に“妊娠中毒症”を呈するモルモッ

トの病態を知る手がかりとして，妊娠末期のモルモ

ットを試験対象として選び，その生理的変化を調べ
た．

　産科領域での疾患では，血栓形成がその病態に深

く関係することが数多く論じられている．モルモッ

トの血液凝固系については，従来よりいくつかヒト

や他の動物とは異なることが指摘されている2’”4）．し

かし，妊娠モルモットにおける血液性状の変化に関

しては，詳しい報告を見ない，今回，著者は，蛋白

質，エネルギー量および粗繊維レベルの異なる2種

類の飼料で飼養したモルモットに対して血液検査を

行い，正常な非妊娠モルモットと比較検討した．あ

わせて，血液凝固系検査を実施したので，その結果

を報告する．
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表1　供試動物群

検査 試験群 給与飼料 動物数

血液検査

血液凝固系検査

血液中アンモニア

濃度の検査

血清鉄の検査

1．妊娠末期モルモット

II．非妊娠モルモット（1群の対照群）

nl．妊娠末期モルモット

IV．非妊娠モルモット（III群の対照群）

妊娠末期モルモット

非妊娠モルモット

妊娠末期モルモット

非妊娠モルモット

妊娠末期モルモット

非妊娠モルモット

A
A
B
B
B
B

A
A
B
B

10

13

16

14

6

6

7

7

8

8

表2　給与飼料の一般成分値

成分 飼料A 飼料B
水分（％）

粗たんぱく質（％）

粗脂肪（％）

粗繊維（％）

粗灰分（％）

TDN（％）

10．0

22．0

3．9

13．0

9．0

59．3

10．0

16．7

3．4

18．3

11．4

51．0

材料および方法

1．供試動物および給与飼料（表1，2）

　供試モルモットおよび給与飼料は，表1に示した．

動物は，当試験場内で自家繁殖したHartley系成熟

モルモットである．

　飼料A（ラボRG－RO，日本農産工業㈱）は，モル

モット用の標準的な飼料である．飼料B（ラボ7S

Gスタンダード，日本農産工業㈱）は，飼料Aより

も粗たんぱく質で約6％，TDNで約8％ほど低く設

計した実験動物用飼料である．一方，粗繊維につい

ては，飼料Bは約5％以上高めである．すなわち，

飼料Bは飼料Aに比べ，低たんぱく，低エネルギー

および高繊維含有の飼料である．

2．飼育方法

　温度が25±1℃，湿度が50～60％に制御された環

境下で，供試モルモットをステンレスケージにて飼

育した．各試験群は，生時から成熟するまで定めら

れたAまたはBの飼料を自由摂取とし，飲水も水道

水を自由とした．

3，血液検査

　1～IV群のモルモットについて，心臓より2m1採

血し，30分以内に検査に供した．抗凝固剤には，EDTA

－2K塩を用いた．血液検査には，自動血液計数装置

F－800（東亜医用電子㈱製）を用いた．

　赤血球系パラメータとしては，赤血球数（RBC），

ヘモグロビン濃度（Hb），赤血球容積（PCV），平均

赤血球容積（MCV），平均赤血球ヘモグロビン

（MCH），平均赤血球ヘモグロビン濃度（MCHC）お

よび赤血球分布幅（RDW）を測定した．白血球パラ

メータとしては，白血球数（WBC），小型白血球比

率（W－SCR），小型白血球数（W－SCC），大型白血

球比率（W－－LCR）および大型白血球数（W－LCC）

を測定した．血小板系パラメータとしては，血小板

数（PLT），血小板分布幅（PDW）および平均血小

板容積（MPV＞を3つを求めた．

4．血液凝固系検査

　モルモットの心臓より，ディスポーザブルの21G

注射針付シリンジで，血液を4．5　m1採取し，3．8％

クエン酸ナトリウム液0．5mlとよく混和した．速や

かに，3，000rpmで10分間遠心し，血漿を分離して，

血液凝固系の検査に用いた．

1）プロトロンビン時間（PT＞

　37℃保温下で，組織トロンボプラスチン・カルシ

ウム試薬トロンボプラスチンC（デイドー国際試薬

㈱製，東京）を被検血漿に加え，血液凝固自動測定

装置AMELUNG　KC　IA（Baxter㈱製）を用いて

PTを求めた．

2）活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）

　37℃保温下で，APTT試薬アクチン（デイドー国

際試薬㈱製，東京）を被検血漿に加え，次いで0．025

M塩化カルシウム溶液を添加し，上記の血液凝固自

動測定装置により，APTTを測定した．

3＞フィブリノーゲン量（Fib量）

　フィプリノーゲン測定用キット（デイドー国際試

薬㈱製，東京）と血液凝固自動測定装置を用いて，

血漿中のFib量を求めた．

5．血液中アンモニア濃度の測定

　心臓より採血後，アミチェックメータ（中外製薬
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㈱製）で測定した．

6．血清鉄の測定

　心臓より採血後，速やかに3，000　rpmで10分間遠

心し血清を分離して，RaBA－SUPER（中外製薬㈱製）

により血清鉄を定量した．

7．統計処理方法

　血液検査，血液凝固系検査，血液中アンモニア濃

度および血清鉄の測定成績については，　Studentある

いはWelchのt検定により，統計処理を行った．

　血液検査では，1群とII群，　III群とIV群をおのお

の比較した．他の3つの検査成績については，妊娠

モルモットと非妊娠モルモットを比較検討した．

成　　績

1．血液検査成績（表3，図1および2）

1）赤血球系パラメータ

（1）RBC

　I群のRBCは390～490×IO4／μ1で，　II群の
485　一一　590×IO4／μ1よりも約100万／μ1ほど低下し

ていた．III群のRBCは360～475×IO4／μ1で，　IV群

のRBC値425　・一　505×IO4／μ1に比べ，低値を示し

た．飼料A，Bを給与したいずれのモルモットも，

妊娠群のRBCは，対照群に比較して，著しく減少し

ていた．（P＜O．OOI）

　また，飼料Bを与えた動物では，妊娠群も非妊娠

　　　　　　　　　　　　　表3
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群もどちらもやや低いRBC値を呈していた．

②Hb濃度
　1群とII群のHb濃度は，それぞれ11．0・－15．Og／

dl，14．0・－17．Og／dlの範囲にあり，1群はII群より

も2．Og／dlほど低い成績であった．　III群とIV群もお

のおの10．5～14．Og／dl，12．5・－14．5g／dlの間にあ

り，同じくIII群のHb値はIV群に比べ約1．Og／dl低

値であった．いずれの飼料を給与したモルモットも

妊娠群は非妊娠群に対し，有意にHb濃度が減少して

いた（P〈0．001）．また，飼料Bを給与したモルモ

ットは，妊娠の有無にかかわらず，Hb量は低い成績

を示していた．

（3）PCV

　II群のPCVが42．5　一・　50％であったのに反して，

1群は33．5～45．0％と低い成績であった』1群とIV

群のPCVは，それ．それ32．5～43．O，39．O　一・　45．5％

であり，III群はIV群よりも低値を示した．　A，　Bい

ずれの飼料を与えた場合でも，妊娠群は各対照群に

比して約5％ほどPCVが低下していた（P＜0．001）．

　飼料Bを給与した動物は，飼料Aを給餌したもの

よりもやや低めの値を示した．

（4）MCV

　I群のMCVは85．0～93．5flと，　II群の成績

81．5～90．0　flよりも多少高い傾向にあった（P＜

0．025）．III群とIV群間にはほとんど差は見られなか

モルモットの血液検査成績（平均値土標準偏差）

Parameter 1群 II群 HI群 w群

RBC（×104／μ尼）

Hb（g／d£）

PCV（％）

MCV（f　2）

MCH（P9）

MCHC（％）

RDW－SD（f尼）

WBC（×102／Pt　e）

W－SCR（％）

W－LCR（％）

W－SCC（×102／μ2）

W－LCC（×102／μ£）

P］LT（×104／μ2）

PDW（f　e）

MPV（f　e）

体重（9）

　　　　　5．5

　　　　　0．8

　　　　　0．6

1198．8±145．3

453　　±　 29　　＊＊＊＊

13．0±　　1。1＊＊＊＊

40．3±　　3．2＊＊＊零

88．7±　　2．6＊＊

28，6±　　0，9

32．2±　　0．5卓串＊＊

41．9±　　3．5＊＊ホ

109　　±　20　　＊寧＊＊

33，0±　　 8．2＊＊串＊

67．0±　　8．2＊＊＊＊

35　±　8

74　　　　　帥料

46．8±

　7．7±

　7．8±

530

15．0±

45．6±

86，1±

28．3±

32。9±

37．9±

61　±

50．7±

±25
0．7

22
2，1

0．5

0．4

1．9

7

11。2

49．3±　 11。2

31　±

30　±

49．2±

7．4±

7．6±

8

8

7．0

0．5

0．4

1034．1土113．5

424　　±　30　　＃＃＃＃　　479　　±　28

12．4±　　0．8＃＃＃＃　　13．7±　　0．5

38．6±　　2．4＃＃＃＃　　42．7±　　1．8

91．1±　　2．5　　　　　　89．3±　　4．0

29．1±　 0．5　　　　　28．7±　　1．2

32．0±　　0．7　　　　　　32．1±　　0．5

44．2±　　3．5＃　　　　41．2±　　4．5

98　　±　21　　＃＃＃＃　　61　　±　11

36．6±　　6．1＃＃＃＃　　　56．3±　　8．7

63．5±　　6．1＃＃＃＃　　　43．7±　　8．7

35　　±　　6　　　　　　　　34　　±　　7

63　　±　 18　　＃＃＃＃　　　27　　±　　9

45，9±　　8．1　　　　　47．4±　11．1

　8．1±二　〇．6＃　　　　　7．4±　　1．0

　8．0±　　1．5　　　　　　7．6±　 0，8

1191．0±二111．8 893．8±　70．7

・…　：II群との間に統計的に有意差あり（p＜0．001）

…　；II群との間に統計的に有意差あり（p＜0．005）

・・　；II群との間に統計的に有意差あり（p〈O．025）

・　；II群との間に統計的に有意差あり（p＜0．05）

＃＃＃＃；VI群との間に統計的に有意差あり（p〈0，001）

＃　；N群との間に統計的に有意差あり（p＜0．05）
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WBC
RBC
Hb
PCV
MCV
MCH
MCHC
PLT

％

108×102／μ「

473×104／μ1

13．29／d2

41．2％

87．1fl

27．9P9

32．O％

46．3×104／μ1

WBC

W－SCR　31．5％
W－LCR　68．5％
W－SCC　34×102／μl
W－LCC　74×102／μl

　　RBC
　％

L十，’

EI、

240

RDW－SD　37．6fl

％

PLT
r・隔

200

il

：1

・t

PDW　9．Ofl
MPV　8．6fl

1群

図1

40

fl

刊

fl

木村

WBC
RBC
Hb
PCV
MCV
MCH
MCHC
PLT

％

62×102／μ1

550×104／μ1

15．5g／d1
47．0％

85．5fl

28．2P9

33．0％

53．2×104／μ1

WBC

（651）91

ll

W－SCR　51．6％
W－LCR　48．4％
W－SCC　32×102／μl

W－LCC　30×102／μl

　　RBC
　％

240

RDW－SD　36．6fl

％

PLT

200

：1

PDW　6．9fI
MPV　7．3fl

1群とII群の白血球，赤血球および血小板粒度分布図

った．

（5）MCH

　I～IV群ともMCHに差はなかった．

（6）MCHC

　I～IV群ともMCHCに差はなかった．

（7）RDW

　対照群の赤血球粒度分布曲線は正規分布をとり，

妊娠モルモットも同様な分布図を描いた．飼料Aを

給与したモルモットでは，対照群は35．0　一・　42．0　flで

あったのに対し，妊娠固体は37．5～48．5flと有意に

幅広い分布様式を呈していた（P＜0．005）．飼料B

を給与した動物でも，III群は平均値でIV群よりもや

II群

40

fl

fl

fl

や増大していた（P＜0．05）．

2）白血球系パラメータ

（1）WBC

　I群のWBCは80～140×102／μ1で，　II群は

45～75×102／μ1であった．III群のWBCは
70　一一　135×102／μ1で，IV群は40　・一　75×102／μ1の範

囲であった．A，　B両飼料を与えたいずれのモルモ

ットでも，妊娠群のWBCは，対照群に比べ著明に

高く，統計的に有意差を認めた（P〈0．001）．

（2）W－SCR

　モルモットにおける白血球の粒度分布曲線は，小

型白血球と大型白血球からなる明瞭な二峰性分布像
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WBC
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31．2％

42．1×104／μ1

妊娠末期モルモットの血液性状

iI
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W－SCR　36．4％
W－LSR　63．6％
W－SCC　36×102／Ptl
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　RBC
％

240

RDW－SD　44．1f1

％

PLT

200

il

：1

．『

PDW　8．3fl
MPV　8．4fl

を示した．

111群

図2

40

刊

fl

刊
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PCV
MCV
MCH
MCHC
PLT

％

64×102／μ1

534×104／μ1
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45．0％

84．3ft

27．OP9

32．0％

35．6×104／μ1

WBC
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ll ／

W－SCR　53．1％
W－LCR　46．9％
W－SCC　34×102／μI
W－LCC　30×102／μl

　　RBC
　％

240

RDW－SD　39．2f1

％

PLT

200

：1

lll

PDW　7．9fl
MPV　7．8fl

III群とIV群の白血球，赤血球および血小板粒度分布図

　1群の小型白血球の割合は，15．O－－47．0％であり，

II群の成績38．O　一一　76．0％に比べ減少していた．同様

に，　III群とIV群の測定成績もおのおの25．0～46．0％，

40．0～71．0％であり，III群の小型白血球の百分比は

低下していた．両妊娠群は，各対照群よりも統計的

に有意差を見るほど小型白血球の占める割合は著明

に減少していた（P＜0．001）．

（3）W－LCR

　I群とII群の大型白血球の割合は，53．O　一一　85．O％，

24．0～62，0％であった．III群とIV群のW－LCRは

54．0～75．O，29．0～60．0％であった．　A，　Bいずれ

N群

40

fI

fl

fI

の飼料を与えても，妊娠モルモットの大型白血球の

占める割合は，非妊娠固体に比して明らかに増高し

ており，有意差を認めた（P〈0．001）．W－SCRもW

－ LCRも飼料間における差異はほとんど見られなかっ

た．

（4＞W－SCC

　I～IV群のW－SCCは，それぞれ21　一・　47×102／

μ1，24～49×IOz／μ1，23　・一　45×102／μ1，および

20－49×102／μ1であり，すべて20　一一　50×IO2／μ1の

範囲内であった．妊娠によって，小型白血球数は実

数的にはまったく減少せず，一定のままであった．

（5）W－LCC
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表4　血液凝固検査成績（平均値±標準偏差）

試験群 PT（秒） APTT（秒） Fib量（㎎／dの 胎子数（匹） 体量（9）

妊娠モルモット

非妊娠モルモット

　25．4

±2．6

　27．0

±0．6

　23．8

±1．3寧＊＊＊

　20．1

±0．6

116．5

±42．6＊＊＊＊

218．8

±18．2

　4．3

±1．2

　0

1237．6

±68．0

917、2

±93．9

・…　；正常雌モルモットに対して統計的に有意差あり（q〈0．001）

表5　血中のアンモニア濃度（平均値±標準偏差）

試験群 アンモニア濃度（N一μg／de） 胎子数（匹） 体重（9）

妊娠末期モルモット

非妊娠モルモット

268±38

267±26

4．3±0．8

　0

1228，2：ヒ43．6

953．8±38．9

表6　血清鉄（平均値±標準偏差）

試験群 血清鉄（μ9／d2） 体重（9）

妊娠末期モルモット

非妊娠モルモット

238．70±12．85＊＊＊＊

299．24土27．65

1252．1±136．9

938．9±73．7

・・…　正常雌モルモットとの間に統計的に有意差あり（p＜0．001＞

　妊娠モルモットの1群とIII群は，それぞれ52　・一　118×

102／μ1，40　一一　95×102／μ1であり，各対照群の成績

（II君羊16～44×102／μ1，　IV君羊15　一一　44×102／μ1）よ

り著明に増加していた．妊娠群の大型白血球数の平

均値は，実数で約40×102／μ1ほど増加し，非妊娠

群の2倍以上に達し，有意なる差を示した（P＜
0．001）．

　また，大型と小型白血球数の比は，正常なメスで

はほぼ1：1であり，同数もしくは小型白血球が大

型白血球を若干上回る程度であった．しかし，妊娠

時では，大型白血球数が増加し，大型と小型白血球

数の比は2：1にまで推移した．

3）血小板系パラメータ

（1）PLT

　I－一　IVgeのPLTは変動幅が大きく，各群間に目立

った違いは認められなかった．

（2）PDW

　血小板の粒度分布曲線に，乱れはほとんど認めら

れなかった．飼料Bを与えた場合では，妊娠群は
35．2　一一　50　．5　flとIV群よりもやや高い成績であった

（P＜0．05）．

（3）MPV

　I～IV群ともMPVは，6．5　一一　10．O　flの範囲にあり，

妊娠や飼料の違いによる影響は見られなかった．

2．血液凝固系検査成績（表4）

（1）PT

　非妊娠モルモットのPTは，25．5～27．5秒であっ

た．一方，妊娠モルモットは22．5・－30．0秒とやや測

定範囲は広がるもののほぼ同様な結果であった．

（2）APTT

　非妊娠モルモットでは，APTTは19，0～21．0秒の

間であったが，妊娠モルモットでは平均値で約4秒

ほど延長し，22．O　一・　25．5秒の範囲であった．統計的

にも妊娠モルモットは非妊娠モルモットに比べ，APTT

は有意に延長していた（P＜O．OOI）．

（3）Fib量

　Fib量については，非妊娠モルモットは1go～240

㎎／dlであったが，妊娠固体では激減し，1／2ほど

に低下していた．妊娠モルモットのFib量と対照群

との間には明らかに有意差を認めた（P＜0．001）．

（4）解剖所見

　すべてのモルモットにおいて，心臓，肺，胃，腸

管，脾臓，膵臓，腎臓および副腎に異常は認めれら

れなかった．妊娠モルモットについては，子宮・胎

盤に分布する子宮動脈などの血管は顕著に拡張して

いた．1固体のみであるが，子宮および胎盤に出血

が見られた．しかし，腎後大動脈や腸骨動脈などの

血管系に変化はなく，また肝臓にも脂肪変性などの

変状は肉眼的には認められなかった．胎子はすべて

正常であり，その数はほぼ4匹（範囲3～6匹）と

過不足はなかった．

3．血液中アンモニア濃度の測定成績（表5）

　妊娠モルモットと非妊娠モルモットの血液中NH3
濃度は，おのおの220　・一　320　N一μg／dl，230　・一　310　N一

μg／dlであり，差は見られなかった．しかし，妊娠の

有無にかかわらず，試験モルモットのNH3濃度は，
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かなり高い水準にあった．

4．血清鉄の測定成績（表6）

　妊娠モルモットの血清鉄は220　・一　260　pg／dlであっ

た．正常メスモルモットの成績は270～370μg／dlで

あり，妊娠群の血清鉄はかなり減少傾向を示してい

た（P＜0．001）．

考　　察

　モルモットのRBCの正常範囲（平均値）について

は，Sisk2）は4．36×106／mm3，　Jainら6）は，4．67×106

／μ1と，成熟雌の成績を述べている．著者らが測定

した2つの対照群のRBC値もこの範囲に含まれてい

た．妊娠時には，ヒトやイヌなどの動物8』1°）では，RBC

が減少することが知られている．今回のモルモット

における試験でも同様の傾向が認められた．

　モルモットのHb濃度の正常値については，　Sisk2）

は，11．5　一一　15．2g／dl，　Jainら6）は11．8g／dl（平均値）

としており，著者らの非妊娠モルモットのII，　IV群

の成績，特にII群は高めのHb濃度を示し，飼料の影

響に基づくものと思われた．モルモットの赤血球に

おける2，3－diphosphoglycerateのレベルはかな

り高いことが知られている2）．このため，モルモット

のヘモグロビンに対する酸素親和力は高い．今回の

両妊娠群は，著しいHb値減少を呈していたが，この

程度の変化では，モルモットの酸素運搬能は障害を

受けないことが推察された．

　PCVの正常値としては，　Sisk2）の成書では

37．O～48．0％および37±O．9（SE）％，　Jainら6）の

記述では39．8％（平均値）とされている．対照群の

成績は，これらの文献とほぼ一致した．両妊娠群の

PCVは，　RBCとHb濃度と同様に減少傾向を示した．

ヒトの場合，正常妊娠では母体の血液量は増加し，

その増加量は末期には1，500　一一　2，000mlにも達する．

RBCは約20％，Hb濃度は約10％ほど増高するが，

血漿量の増加率が最も高いため，全体として多血に

もかかわらず，妊娠水血症となり，妊娠貧血を起こ

すことが多い11）．今回得られた妊娠モルモットにおけ

るRBC，　Hb濃度およびPCVの著しい減少も，検査

成績からは見かけ上貧血状態に見えるが，実際には

血球成分の増加を血漿量の増量が上回った臨床像と

解する方が適切と考えられた．3つの赤血球系パラ

メータの低下は，低たんぱく質．低エネルギー，高

繊維飼料で飼育した群において，非妊娠時も妊娠時

も強く現れることがわかった．

　モルモットのMCVについては，正常値として，

Sisk2｝は70．3～85．0μm3，　Jainら6）は85．4±4．5flと

報告値を述べている．著者らのII，　IV群における測

定値も若干高めではあったが，ほぼ一致していた．

MCHについては，成書中には29．7±0．80　pgと記載

されており6｝，今回の2つの対照群における成績もほ

ぼ一致した．MCVもMCHも，モルモットは他の実

験動物に比べて高いことが，再確認された．モルモ

ットのMCHCとしては，　Sisk2）は平均値30．5％，Jain

ら6）は29．5～31，6％と記している．これらの記載値

と今回の測定成績はほぼ同じ結果であった．Allard

ら13）は，妊娠末期のイヌでRBC，　Hb濃度およびPCV

が有意に減少するが，MCV，　MCHおよびMCHCは

ほとんど変化を来さなかったと述べている．著者ら

のモルモットの成績もまったく同様であり，Allard

が考察しているように，妊娠中におけるRBC，　Hb濃

度およびPCVの関係は一定のまま保たれており，そ

の結果3つの平均赤血球恒数は変動を見ないものと

思われた。また，この関係に飼料の組成は大きな影

響を及ぼさないこともわかった．

　モルモットの赤血球の直径は，他の動物よりも変

動幅が広いことが知られている2）．今回得られた赤血

球粒度分布曲線もヒト14）やイヌ12）と同様な正規分布図

を描いた．妊娠時には，若干ではあるが赤血球分布

幅は広がる傾向に向かうこともわかった．RDWの計

測は，平均値であるMCVのみでは得られない個々

の細胞レベルにおける容積の変化を知る上で有用な

測定項目と思われた．

　モルモットにおけるWBCの正常値に関しては多

くの報告があり，その成績も様々である．Sisk2）は，

正常範囲を4．09　一一　10．6×103／M3とまとめているが，

逸脱する例も散見される5）．Jainら6）は，エーテル麻

酔下でのモルモットのWBC平均値を7，558／μ1（末

梢血）および5，763／μ1（心臓採血）と記載してお

り，著者らのIIおよびIV群におけるWBCは最も一

般的な報告値であり，正常な固体と解された．妊娠

中のWBCの上昇は，ヒトや動物でよく知られてい

る7・8）．今回の試験成績でも，両妊娠群はWBCの著

しい変化を示し，40～50×102／μ1ほど増高していた．

モルモットは，他の動物よりも妊娠時の影響を強く

受け，その結果骨髄での白血球の産生も高まり，生

体の適応をさせていることが推察された．また，飼

料中の成分やエネルギーの違いは，平常時も妊娠時

もモルモットにあまり影響を及ぼさないことがわか

った．

　モルモットの白血球粒度分布曲線については，今

までのところ報告はないが，今回の4群の測定成績

からモルモットはヒト15）と類似した小型および大型白

血球から構成される明瞭な二峰性分布図を呈するこ

とがわかった．さらに，妊娠末期では小型白血球か
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ら大型白血球へ細胞集団が遷移する像も明らかに認

められた．II群とIV群の成績から，非妊娠状態では

メスモルモットの小型および大型白血球数は，1：

1もしくは若干大型白血球数が多く占められている

ことがわかった．妊娠末期のモルモットでは，この

割合は大きく変わり，小型および大型白血球数は，

ほぼ1：2の比をとることが判明した．小型白血球

数は非妊娠時も妊娠時も常に一定値を保つが，大型

白血球数は妊娠末期には2倍以上に絶対的な増加を

し，そのため小型白血球比率は相対的低下を来する

ことになると解釈された．また，妊娠末期の総白血

球著増は，大型白血球の一方的な増加によることも

明らかとなった．

　ヒトでは，小型および大型白血球はそれぞれリン

パ球と穎粒球によって構成されている15）．著者らが得

た小型および大型白血球の比率と，血液塗抹像で観

察された白血球百分比におけるリンパ球と穎粒球の

比率は概ね一致し，ヒトと同様な結論が得られた．

モルモットの場合でも，この白血球数の変化は，妊

娠末期における免疫学的および感染防御の役割を担

っているものと推測された．

　モルモットの血小板については，正常値として，

Jainら6）は，489，000±109，000～628，000±152，000

／μ1，Sisk2）は3．4×　105　一一　10　．0×105／mm3（平均値

650，000／mm3）と述べている．著者らが算定したPLT

は，ほぼこれらの正常値の下限領域に属していた．

妊娠や摂取飼料は，血小板系パラメータに変化を与

えないことがわかった．

　血液凝固系検査では，非妊娠動物である対照群の

PTとAPTTはそれぞれ27．0±0．6秒，20．1±O．6

秒と，PTがAPTTを約7秒ほど上回っていた．モ
ルモットの血液凝固系検査に関する報告は少ないが，

木村ら16）は，PT（28．7±1．7秒），　APTT（18．4±

1．7秒）と述べており，PTはAPTTよりも10秒ほ

ど延長している．PTと部分トロンボプラスチン時

間（PTT）でも，　Sisk2）はPTが44±2（40　一一　49）

秒，PTTが25，2±1．5（23．5～28．0）秒とし，Kaspar・

eitら3）はPTが17．6±3．7秒，　PTTが16．8±2．3秒

としている．PTとAPTTまたはPTTの関係は，

モルモットでは常にPTが長く，ヒトならびに他の

動物（イヌ，ネコ，ウマ，ラット，マウス）17）とは逆

転していることがわかった．妊娠モルモットでは，

PTにほとんど変化はなかったが，　APTTは影響を

受けて約4秒ほど延長していた．

　ヒトでは，妊娠時に各血液凝固因子量が増加する

ことが知られている．真木18｝は，妊娠末期の婦人につ

いて測定した試験で，フィブリノーゲン，プロトロ
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ンビン，第V，VII，　Vlll，　IX，　X，　X　IおよびXII因

子が増加していたことを述べている．鈴木19）も妊娠後

半期では第XIII因子を除くすべての血液凝固因子が

著明に増加することを記している．妊婦の血液は凝

固能充進状態にあり，線維素溶解（線溶）現象は抑

制気味で，血小板粘着能は充進しており，血栓生成

傾向にあるとされ，妊娠はSchwartzman　phenome・

nonやdisseminated　intravascular　coagulation

｛DIC）の準備状態にあると考えられている18）．モルモ

ットは，もともと血液凝固系がヒトに比べ充進して

おり3），また血液凝固因子の量についても，第II，　V

因子は少なく，特に第VII因子は微量であり2｝，逆に第

XII，　XIII因子は過剰なほど有する2・3）という特徴が

ある．加えて，モルモットの妊娠期間は他の実験用

子動物に比してかなり長く，また，産子もほとんど

成熟した姿で生まれてくる．このような素因を持つ

ため，モルモットはヒトや他の動物よりも妊娠時の

生理的変化を強く受け，胎子・胎盤系の形成に各血

液凝固因子が多量に消費され，その結果Fib量低下，

APTT延長を来したものと推察された．従って，妊

娠モルモットはヒトよりも一層DICの準備状態が進

んだ段階，すなわち慢性DICに近い状態にあると思

われる．もし，血流量が増大し拡張した子宮動脈に

何らかの原因によって強烈なspasmusが加わったな

らば，妊娠モルモットの血液凝固系は破綻を来し，

子宮・胎盤に大出血を起こすことが予想される．同

時に，胎子への酸素や栄養素の供給も途絶え，母子

ともども極めて危険な状況に曝されることが考えら

れる．今回用いた程度の栄養レベルの差異では，妊

娠時の血液凝固系変化を調節することは難しいのか

もしれない．

　今回のメスモルモットの血清鉄は，ヒトの約2倍

以上の高い水準であることがわかった．モルモット

においても，妊娠末期に血清鉄の顕著な低下が見ら

れた．ヒトでは妊娠中，正常男子の3倍量の鉄摂取

が必要である7），モルモットについても，鉄摂取量と

貯蔵鉄の動員および喪失量から成る鉄収支関係は重

要な問題であると思われた．

　高たんぱく質飼料である飼料Aを給与した群で血

液中アンモニア濃度を測定したが，妊娠時の影響は

まったく認められなかった．しかし，モルモットの

血液中アンモニア濃度は高く，ヒト（75　N一μg／dl）21｝

に比して約3～4倍の水準であることがわかった．

従って，何らかの原因により，肝臓でのNH3の処理

が少しでも円滑に行われない場合，窒素の最終代謝

産物であるNH3は急速に上昇し，動作緩慢，運動失

調，痙攣および昏睡などの臨床症状を呈すると思わ
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れる．恐らく，モルモットの“妊娠中毒症”で見ら

れるこれらの諸症状には，血中のアンモニア濃度の

上昇が一因としてかかわっているものと考えられた．

飼料中のたんぱく質含量は血液中NH，に影響を与え

る可能性があり，今後調べなければならない要因の

ひとつと思われた．

　稿を終わるにあたり，ご指導を賜りました東京農

業大学生物産業学部石島芳郎教授に深甚なる謝意を

表します．
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Hematologocal　changes　in　late－
　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　pregnant　gulnea　plgs

Tohru　Kimura

Research　Center，　Tsukuba　Branch，　Nihon　Nosan

　　　　Kogyo　Co．　Ltd．，　Ibaraki　300－33，　Japan

　Late－pregnant　guinea　pigs　were　examined　for

charlges　in　hematological　constituents　and　blood

coagulation　systems．　Normal　non－pregnant　guinea

pigs　were　used　as　controls．　The　animals　examined

were　Hartley　strains　which　were　fed　2　kind　of　diets

containing　different　protein，　fiber　and　energy

levels．　The　purpose　of　this　paper　is　to　describe　the

influence　of　pregnancy　on　hematological　values　in

gulnea　plgs．

　In　the　late－pregnant　guinea　pigs，　white　blood　cell

remarkably　increased，　and　the　erythrocytic　param－

eters（red　blood　cell，　hemoglobin　concentratiorl　and

packed　cell　voIume）markedly　decreased．　There

were　no　significant　differences　in　mean　corpuscular

values　and　platelet　between　late－pregnant　and　non

－pregnant　guinea　pigs．　Red　blood　cell　distribution

width　in　late－pregnant　guinea　plgs　tended　to

increase　in　comparison　to　that　in　non－pregnant

ones．　The　guinea　pigs　fed　low－protein，　Iow－energy

and　high－fiber　diets　had　slighty　lower　erythrocytic

profiles　than　those　of　guinea　pigs　fed　high－protein，

high－energy　and　low－fiber　diets．　Similar　results

were　obtained　in　late－pregnant　guinea　pigs．

　The　white　blood　cell　distribution　curves　in　guinea

pigs　illustrated　obvious　2　peaks　similar　to　those　in

man．　The　one　peak　indicated　white　blood　cell－

small　cell　counts（W－SCC）and　the　other　did　white

blood　cell－large　cell　counts（W－LCC）．　In　non－preg－

nancy　W－SCC／W－LCC　ratio　was　1：1，　white　in　late

－ pregnancy　the　ratio　was　1：2．　No　changes　in　W－

SCC　were　observed　both　in　non－pregnancy　and　late

－pregnancy．　On　the　other　hand，　W－LCC　in　late－

pregnancy　increased　more　than　twice　as　many　as　in

non－ pregnancy．　The　remarkable　increase　of　white

blood　cell　in　late－pregnancy　resulted　from　the
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changes　in　W－LCC．

　　Blood　coagulation　tests　in　Iate－pregnant　guinea

pigs　revealed　　the　prolonged　　activated　　partial

thromboplastin　time　and　the　marked　decline　in

fibrinogen．　There　were　no　changes　in　prothrombin

time．　These　findings　suggested　that　fibrinogen　and

intrinsic　coagulation　factQrs　should　be　severely

consumed　in　late－pregnancy．

　　No　changes　in　blo（）d　ammonia　concentrations

were　found　between　the　2　stages．　Serum　iron　values

remarkably　decreased，　however　the　changes　had　no

effects　on　mean　corpuscular　values．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受f・1’：1992年1月21日）

‘，
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ニホンザル，ゴールデンハムスター，ウサギ，

マウス卵巣のラット子宮腔への異種間移植

Heteroplastic　Graft　of　Japanese　monkey，　Golden　Hamster，　Rabbit　and

　　　　　　　　　　Mouse　Ovary　into　Rat　Uterine　Cavity

　　山口大学農学部獣医学科家畜解剖学教室

利部　 聰　 萬場光一A
Satosi　KAGABU　　　Kouichi　MAMBA

Department　of　Veterinary　Anatomy，　Faculty　of　Agriculture，

　　　Yamaguchi　University．　Yamaguchi　753，　Japan

　偽妊娠ラット子宮腔に異種動物の卵巣を移植して生着を確かめた．ニホンザル，ゴールデンハムス

ター，ウサギ，マウス卵巣を偽妊娠5日目ラット子宮腔に移植し，5日後に観察しすべての動物種に

非閉鎖卵胞を認めた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Jpn．　J．　FertiL　SteriL，37（4），658－660，1992）

緒　　言

　着床胚は母体に対して非自己である．非自己移植

片である胚は分娩されるまで母体の免疫機構から免

れるので妊娠動物の子宮腔は，天然のしかも理想的

な培養器であるといえる．このような妊娠動物子宮

腔の性質を利用して，培養細胞・皮膚の移植が試み

られ成功している1・2）．

　我々は，ラット卵巣を妊娠・偽妊娠ラット子宮に

同質移植して生着をみとめているが3），本報告では，

種の異なる動物の卵巣の子宮腔での生存の可能性を

調べた．

材料および方法

　動物：ドナーとしてニホンザル，ゴールデンハム

スター，日本白色種家兎，ICR系マウスを用いた。

レシピエントとしては精管結紮雄と交配させた偽妊

娠5日目（交配日＝0日）のウイスター今道系ラッ

トを用いた．

　移植ニニホンザルはケタミンで，その他の動物は，

ペントバルビターで麻酔後卵巣を摘出し，ただちに

レシピエントの子宮角中央部反問膜側に小孔を開け

卵巣を挿入し移植した3）．

　観察：移植5日後に観察した．移植卯巣を子宮角

とともに摘出し，常法によりパラフィン連続切片と

してヘマトキシリン・エオジン染色をした．非閉鎖

卵胞の存在したものを生着移植卵巣とした．なお，

非閉鎖卵胞の判定はBraw＆Tsafririの基準4）にし

たがった．すなわち，穎粒層細胞に核濃縮が認めら

れないことと分裂増殖像が認められること，および

卵母細胞の核膜が崩壊していないことをもって非閉

鎖卵胞とした．

結　　果

　表1に生着割合および脱落膜腫反応の有無，図1

に各種動物卵巣の生着像を示した．異種間移植実験

に用いたすべての動物種の卵巣が生着した．生着例

では2～3層以上の穎粒層細胞を有した比較的大型

の非閉鎖卵胞と1層の小型非閉鎖卵胞とが認められ

た．移植卵巣と子宮の境界は明瞭でなくなり，白血

球がごくわずかながらも認められるものの移植卵巣

は子宮内膜に埋没していてこの点からも生着卵巣と

認められた．一方，非生着例では，移植卵巣のヘマ

トキシリン染色性が子宮内膜壁に比べて著しく低い

典型的な壊死像が観察された．加えて，子宮腔には

好中球を主体とした白血球が多数認められた．さら
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図1　各種動物卵巣のラット子宮腔への移植後の生着

　　　ニホンザル（1a，1b），ゴールデンハムスター

　　　（2a，2b），ウサギ（3a，3b），マウス（4）

　　　の生着例．筋層内側の子宮内膜に子宮腺が観察さ

　　　れる．さらに子宮腔に移植した卵巣には，2～3

　　　層の頴粒層細胞をもった比較的大型の非閉鎖卵胞

　　　と1層の小型非閉鎖卵胞とが認められる．移植卵

　　　巣と子宮の境界は明瞭でなくなり，白血球の反応

利部　他 （659）99

はごくわずかながら認められるものの移植卵巣は

子宮内膜に埋没しており生着卵巣とみなされた．

ウサギ卵巣の非生着例（3C）では移植卵巣のヘ

マトキシリン染色性が低く典型的な壊死像が観察

される．くわえて子宮腔には，好中球を主体にし

た白血球（▼）が多数認められる．（a，bは，同

一切片の低倍率と高倍率．bはaの矢印の非閉鎖

卵胞を中心に拡大したもの）
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表1　異種動物卵巣のラット子宮膣内移植後の生着と脱落膜腫形成

二・ホンザルゴールデンハムスター　ウサギ　・ マウス

生着卵胞保有ラット／移植ラット

生着卵胞保有ラット／脱落膜腫形成ラット

6／10

0／4

5／10

0／5

5／10

1／4

8／10

0／2

に卵母細胞の核膜は崩壊し穎粒層細胞はことごとく

核濃縮が認められた．

　非閉鎖卵胞の有無を指標とした生着率は全ての動

物種で50％を越えたが，種による差異は認められな

かった．さらにレシピエント側に脱落膜腫が形成さ

れたものでは生着卵胞保有ラットがほとんど認めら

れなかった．

考　　察

　着床胚は卵子と精子からなる雑種細胞であるので

胚は母体にとって自己移植片にはなりえないので着

床胚が子宮腔内で何らかの機構で免疫反応から逃れ

ているということでもある．このような性質を有す

る子宮腔に皮膚・培養細胞を移植し生着したとの報

告がなされている1）．卵巣には膨大な数の卵細胞が存

在しており5），発生工学の研究材料を提供する宝庫で

あるので家畜繁殖分野での応用を目的とした卵巣移

植も行われ，妊娠あるいは偽妊娠ラットの子宮腔に

同系統・別固体ラット卵巣が生着することが確認さ

れている3）．本実験では「科」の異なるマウス，ハム

スターを始め，より遠い関係にある「口」の異なる

ニホンザルやウサギの卵巣がラットの子宮腔に生着

したことを認めた，

　脱落膜腫形成に伴い移植卵巣は殆ど生着しなかっ

た．Beer2）は2系統のラット間で相互に皮膚の子宮腔

内移植を行った実験で，妊娠子宮に移植されしかも

脱落膜が形成されたばあいに限って宿主の感作が起

こらないと述べており，本報告と全く違った結果と

なっている．さらにBeer2）は，脱落膜は非自己であ

る着床胚への母体からの免疫反応に対して障壁とな

るであろうと推察している。加えてMcLaren7）は胎

児と母体組織との不適合性が大きいほど脱落膜の発

達がよいとしている点も本報告の結果とは相いれな

いものである．この相違点は今後さらに検討して行

かねばならない．

　移植片と脱落膜腫との関連性については異なった

結果が出たものの，偽妊娠ラット子宮腔に移植され

た異種動物卵巣が生着した．今後子宮腔内保存卵巣

由来の卵母細胞が発生工学の研究材料に使用できる

か否かを検討しなければならない．
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6）Hirshfield，　A．　N．　and　Midgley，　A．　R．　Jr．；Mor・

　phometric　analysis　ef　follicular　development　in

　the　rat，　BioL　Reprod．，19：597，1978

7）McLaren，　A．：Antigenic　disparity：does　it　affect

　placental　Size，　implantation　or　population

　genetics，“Immunobiology　of　Trophoblast”，
　Edwards，　R．　G．，　Howe，　C．　W．　S．　and　Johnson，

　M．H．（edit），255，　Cambridge，　Univ．　Press，　Cam－

　bridg　1975

　　　HeteroPlastic　graft　of

Japanese　monkey，　golden　hamster，

　　rabbit　and　mouse　ovary　into

　　　　　rat　uterine　cavity

Satosi　Kagabu　and　Kouichi　Mamba

Department　of　Veterinary　Anatomy，　Faculty　of

　　Agriculture，　Yamaguchi　University，

　　　　　Yamaguchi　753，　Japan

　We　have　studied　the　viability　of　japanese　mon－

key，　golden　hamster，　rabbit　and　mouse　ovary　after

heteroplastic　graft　into　the　uterine　cavity　of　rat．　In

pseudopregnant　recipient　rat，　after　5　days　mated

with　vasectomized　male，　there　was　no　histological

evidence　of　rejection　at　the　sites　of　transplantation．

　　　　　　　　　　　（受付：1992年1月13日）



　　　　　第37回

日本不妊学会学術講演会

　　　プログラム・講演抄録集

会　期　　平成4年11月6日（金），7日（土）

会場　京王プラザホテル

会長　　荒井　　清

　　　　沖永荘一
　　　　（帝京大学医学部産科婦人科学教室）
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第37回　日本不妊学会

総会・学術講演会開催にあたって

　第37回日本不妊学会総会ならびに学術講演会のお世話をさせて頂くことは，

小生ならびに帝京大学医学部産科婦人科学教室にとり誠に光栄に存じます．会

場は交通の便を考えて新宿の京王プラザホテルとし，すべての会議をここで行

うことにいたしました．

　4題の特別講演，二つのシンポジウムはいずれも本学会の会員の方々に御推

薦頂いた，それぞれの分野におけるエキスパートであり，最新の高度なお話を

伺えるものと信じております．最近の不妊学会といえば，IVFあるいは受精

着床がメインテーマであることは周知の事実でありますが，医学はどんどん細

分化し各自が他の専門分野に触れるチャンスがますます少なくなりつつありま

す．今日あえてこれら以外のテーマを選ばせて戴いた理由がここにあります．

　当初，一般演題の発表にポスターセッションも行う予定でありましたが応募

数が少ないため，すべての演題を口頭発表とさせていただきました．御関係の

先生方には御理解下さいますようお願い申し上げます．

　幸い，会員の皆様の御支援により283題もの演題をお寄せ戴きましたので8

会場で発表していただくことになりました．会場数が多いため何かと御不便を

おかけするとは思いますが，活発な御討論をお願い申し上げる次第であります．

　本学会が一入でも多くの会員の方々に参加していただき，真に実りの多い成

果を挙げられることを心より願っております．

帝京大学医学部産科婦人科学教室

　　　　　　　荒　井　　　清
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日　程概　要

学術講演会

　　会　期

　　会　場

平成4年11月6日（金），7日（土）

京王プラザホテル

〒160新宿区西新宿2－2－1　TELO3（3344）0111
第1会場（5階　コンコードホールBC）………………・…・……・総会，特別講演

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム，一般講演

第II会場（5階　コンコードホールA）…………・・……・……評議員会，一般講演

第III会場（4階　花A）……………・・…・……・……・……・……・…………・・一・般講演

第IV会場（4階　花B）………………・…………・…・…・…・………・………一般講演

第V会場（4階　花C）・・………・……・…・・……………・………………一・一一般講演

第VI会場（4階　宴）………………・・………………・・…………・……・……一般講演

第VII会場（4階　雅）………………・…・………・………………………・・…・一般講演

第VIII会場（47階　あけぼの）　……………………・………・……・・………・一一般講演

機器・医療品展示（47階　あおそら・あかね）

ホスピタリティールーム（47階あさひ・ひかり）

交見室（4階　かえで）

総　　　会

　　日　時：平成4年11月6日（金）13時05分から13時25分
　　会場：京王プラザホテル（5階）コンコードホールBC（第1会場）

評議員会
　　日時：平成4年11月6日（金）12時10分から13時
　　会　場：京王プラザホテル（5階）コンコードホールA（第II会場）

幹　事

　　日

　　会

会

時：平成4年11月5日　（木）15時から16時
場：京王プラザホテル（43階）ムーンライト

理　事

　　［

　　会

会

時’平成4年ll月5日　（木）16時15分から17時45分
場　京モプラザホテル（43階）ムーンライト

総懇親会
　　日　時：平成4年11月6日（金）18時30分から20時30分

　　会場：京王プラザホテル（4階）花

臨時理事会

　　日時二平成4年11月7日（上）12時から13時
　　会場：京王プラザホテル（44階）ハーモニー
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交通のご案内
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会場案内図

　　　　　　　　京王プラザホテル

　　　　　　　　　〒160　東京都新宿区西新宿2－2－1

第1会場（5階　コンコードホールBC）　一　　…一一・……　…・…一…・一総会、特別講演

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム、一般講演

第皿会場（5階　コンコードホールA）　一・　　・…一……・…一一…　…・・…評議員会、一般講演

第皿会場（4階　花A）　一…　　一一一…一・・一……・……・・一一一一一　…・…－t・……　・一　　一般講演

第IV会場（4階　花B）一一・　・………　…一……一一…………・一…一・…一…　　……一般講演

第V会場（4階　花C）　一・・……　・　　　一・………一一……　一一tttt・一一　・一般講演

第VI会場（4階　宴）　・　　一　　・　一一・……一・…・…・一一一…・…tttt『一　一一一　・一般講演

第覇会場（4階　雅）　一……一一一…一一一………・……・一…一…………・…一・……一…　　…一…一般講演

第粗会場（47階　あけぼの）　・……一一…t・一一…一……一・・…・一一一一・一……………　一・一…一一般講演

機器・医療品展示（47階あおそら・あかね）

交見室　　（4階かえで）

ホスピタリティールーム（47階あさひ・ひかり）

5F

47F

4F

ii∴、麟膨v



●本館47F　“案内

　・欝。　・擁；t：

繊騒鐵
　　　　　’　
　　　　　　

灘灘　図

　4階・5階直通エレベーター

●本館5Fご案内

懸騨織灘欝

e

口

蝶

麟

　　　：’

顯轟搬難懸

　　（665）　105
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学会参加者へのお知らせ

受付・参加費

　　　参加者は学会参加費として8，00⑪円を4階参加費受付でお納め下さい．受付は両日とも

　　午前8時30分より行なっております．領収書兼用の名札を参加費と引き替えにお渡ししま

　　すので，各自所属・氏名をご記入のうえ，左胸におつけ下さい．

　　　会期中，名札のない方の入場はお断りしますので，入場の際は必ず着用願います．

プログラム・予稿集

　　　プログラムは講演抄録集を兼ねていますので，当日必ずご持参下さい．

　　受付で実費でお分けしますが，部数に限りがあります．

お忘れの場合は

呼び出し

　　　原則として行ないませんが，緊急の場合には会場受付の総合案内（4階）

　　下さい．

まで申し出て

総懇親会のご案内

日

会

会

時：平成4年11月6日
場：京王プラザホテル

　　4階　花

費：8，000円

（金）18時30分から20時30分まで
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一般講演者へのお知らせ

1．口頭発表

　　1）発表時間は7分です．1分前に青ランプで予告し，発表時間の終了は赤ランプでお知

　　　　らせします．発表時間は厳守して下さい．

　　2）スライドの送りは口頭で，明確に指示して下さい．

　　3）次演者は，所定の席にご着席下さい．

　　4）質疑応答について

　　　討論は座長の指示に従って下さい．討論は各群の講演終了後にまとめて行なうことが

　　　　ありますので，演者の方は座長の指示があるまで最前列でお待ち下さい．

　　　一般演題の討論は，座長の許可を受けてから所属，氏名を明らかにした上で発言して

　　　下さい．発言は討論用のマイクを使用し，演者の回答が終わるまでマイクの傍でお待

　　　　ち下さい．

　　　質疑応答の時間は，1演題につき3分を予定しております．時間が足りない時は，交

　　　見室にてお願いします．

　　5）スライド

　　　　スライドは35mm判，標準マウント（50　mm×50　mm）に入れ，各自でスライド受付にて

　　　　スライドホルダーに挿入して下さい．スライドプロジェクターは1台で一般演題のス

　　　　ライド枚数は10枚以内とします．

　　　スライドの後戻し映写はいたしません．

　　　　スライドは講演時間の1時間前までに各会場のスライド受付にご提出下さい．

　　　スライドは各群の終了後，速やかに受領書と引き替えにお受け取り下さい．

2．都合により示説発表は，行いません．一般講演はすべて口頭発表となりました．



i

学会進行予定表

シンポジウム

ー 般演題
P
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第1日

日 程　表
（11月6日・金）

第1会場
（コンコードBC）

第II会場
（コンコードA）

第III会場

　（花A）

第IV会場
（花B）

第V会場
（花C）

第VI会場
　（宴）

第VII会場

　（稚）

第VOI会場

（あけぼの）

開　会

9：00～9：30

1．　1～3
1VF－ET（1）

座長：佐藤和雄

9：00～9：50
11．　　1～5

LH－RH・性
腺刺激ホルモン（D

座長：中村幸雄

9：00～9：5⑪

m．　1～5
精子・排精（1）

座長：北尾学

9：00～9：40

1V．　1～4
桁一f・排精（V）

座長：中田瑛浩

9：00～9：50

V．　1～5
卵巣性ホルモン（D

座長：永田行博

9：00～9：50

VI．　1～5
　手術（1）

座長：7k田一郎

9：00～9：40

VIL　　1～4
感染症（1）

座長：折笠精一

9：00～9：50
VI皿．　1～5

子宮内膜症（1）

座長：武田佳彦

9：30～10：00

1．　4～6
1VF－ET（II＞

座長：田中温

9：40～10：ユO

IV．　5～7
精子・排精（Vi）

座長：長田尚夫

9：40～IO：10

Vli．　5～7
感染症（II）

座長：吉田英機

9：50～10：40

11．　　6～／0

LH・RH・性
腺刺激ホルモンqI）

座長：岡村均

9：50司0：30

11L　6～9
精∫・・排精（II）

座長：桑原慶紀

9：50－10：20

V．　6～8
項礫性ホルモン（ID

座長：伊吹令人

9：50～10：40

VL　6～10
　手術（II）

座長：浜田宏

9．50～10：40
VIII．　6～10－f一宮内膜症（ID

座長：武谷雄二

10：00～10：40

1．　7～10
1VF－ET（IID
座長：石川睦男

10：10～10：40

1V．　8～10
精子・排精（VII）

座長：岡田清己

10：10～10：50

VII．　8～11
インターセックス

　　駄異常｛D

座長：桑原惣隆

10：20ヨ1：10

V．　9～13
卵巣姓ホルモン（IID

座長：水日弘司

　8：55

　9：00

10：⑪0

11：00

12：00

13：00

ユ0：30～11：20

11L　10～14
精子・排精（III）

座長：町田豊平

10：40dl：10
　1．　11～13
1VF・ET（IV）

座長：藤本征一郎

10：40～11：30

1V．　11～15
卵管・子宮（D

座長：藤井明和

10：40～11：30

VI．　11～15
　手術（m）
座長：西島11三博

10：40～11：10
Vlll．　1ユ～13

子宮内膜症qlD
座長：玉舎輝彦

ll：10～11：40

1．　14～16
1VF－ET（V）
座長：佐藤孝道

ll：10～ユ1：50

V．　14～17
卵巣・性ホルモン（1、り

座長：矢嶋聰

11：10～11：40

W且1．　14～16

子宮内膜症（IV）

座長：杉本ll多

11：20～11：50

11L　15～17
精子・排精αV）

座長：大濱紘三

11：30ヨ2：00
VI．　16～18
　手術（IV）

座長：寺島芳輝

12：10～13：00

　評議員会

13：05～13：25
　　　総会

13：30～14：00

特別講演1
座長：玉田太朗

　　　　若林克己

14：00～14：30

特別講演2
座長：高木繁夫

　　　　村井一郎

14：00

14：30

18：00

14：30～18：00
シンポジウム1

座長：加藤順三

　　　　島崎淳

　1汰田稔
　2．平出修司

　3．井上聡
　4．佐藤文三

　5．古谷雄三

　6．名和田新

ユ8：30～20：30　懇親会（4F花）
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9：

10：

11：

12

13

14

15

18

第2日

日 程　表
（11月7日・土）

第1会場
（コンコードBC）

第II会場
（コンコードA）

第III会場

（花A）

剃V会場
（花B）

第V会場
（花C）

第VI会場
　（宴）

第VII会場
　　（雅）

第Vlll会場

（あけぼの）

9二〇〇～9：30

1．　17－19
1VF．ET（VI）

座長：苛川直樹

9：00～9：40
11．　11－14
受精・着床（D

座長：田中憲一

9二〇〇～9：30

11L　18－20
精巣姓ホルモン（D

座長：守殿貞夫

9：00～9：40
1V．　16～19
精子・排精（Vm

座長：梅田隆

9：00～9：40
V．　18－21

　　免疫（1）

座長：Tl藤尚文

9：00～9：40
VI．　19－22

診断・検査（1）

座長：荻田幸雄．

9：00～9：50

VIL　12－16
妊娠・流産（D
座長：矢内原巧

9：00～9：50
V皿．　17～21

卵子・排卵（D

座長：石田一夫

9：30～10：10

1．　20～23
1VF・ET（ViD
座長：矢追良1E

9：30～10：10

111．21－24
精巣・性ホルモン田〕

座長：小礒謙吉

9：40－10：30

11．　15～19
受精・着・床（II）

座長：広1柾彦

9：40～10：10

1V．　20～22
精子・排精（IX）

座長：岡田耕市

9：40－10：2〔〕

V．　22～25
　免疫（II）

座長：八神喜昭

9：40～10：30

VL　23～27
診断・検査（ID

座長：荒木勤

9：50～10：40

VII．　17－21

妊娠・流産（ID

座長：剛｛泓二

9：50～10：40

V田．　22－26
卵子・排項ll（ID

座長：麻生武志
10：llト11：00

　1．　24～28
1VF－ET（田1）

座長：大野虎之進

10：1【）～ll：00

111．　25～29

精巣・性ホルモンqID

座長：岩動孝一郎

10：10－11：00

1V．　23～27
精子・排精（X）

座長：穂坂正彦

10：20～11：00

V．　26－29
免疫（III）

座長：山中英寿

10：30～11：10

11．　20～23
受精・着床（llI）

座長：森崇英

lO：30－11：10
VI．　28～3ユ

診断・検査qll）

座長：清水哲也

10：40～ll：20

VIL　22～25
妊娠・流産（IID

座長：木下勝之

10：4〔〕～11：30

VIll．　27－31

卵子・排卵（Im

座長：百瀬和夫

0⑪

00

00

．oo

：00

：00

ll：00ヨ1：30
111．　30～32

精巣牲ホルモン（IV）

座長：熊本悦明

ll：00－11：50

1V．　28～32
精∫・排精（XI）

座．長：佐藤章

ll：10～11：50

VI．　32－35
診断・検査（IV）

座長：畑俊夫

11：10～11：50

11．　24～27
受精・着床（IV）

座長：友田　豊

ll：30－12：00

111．　33～35

牒牲ホルモンIV）

座長：大島博幸

11：20～12：00

VII．　26～29

妊娠・流産（IV）

座長：平川舜

11二30～12：10

Vll1．　32～35

　　統計（D
座長：伊藤晴夫

12：5〔〕～13：30

11．　28～31
受精一・着床（v）

座長：石島芳郎

13：00－13：50

11L　36～40
精巣牲ホルモン（VI）

座長：宮川征男

13：00～13：30

1V．　33～35
家畜繁殖（1）

座長：内海恭三

13：00～／3：30

V．　30～32
プロラクチン（1）

座長：相良祐輔

13：00～13：30

VI．　36～38
診断・検査（V）

座長：椹木　勇

13：00～13：30

VII．　30～32

間脳・ド垂体（1〕

座長：青野敏博

13：00～13：30

V皿．　36～38
　　統計（II）

座長：豊出長康

13：30～14：00

11。　32～34
受精・着・床（VI）

座長：冨永敏朗

13：30～14：00

V．　33～35
プロラクチン（ID

座長：高山雅臣

13：30～14：00

vm．　39～41
　　統計（III）

座長：熊坂高弘

14：00～14：30

特別講演3
座長：入谷Il月

　　　　森純一

14：30～15：00

特別講演4
座長：臼井将文

　　　　中堀豊

二〇〇

：00

15：00－18：00

シンポジウム2

座長：片山喬
　　　　毛利秀雄

　　1．中山広樹

　　2，鬼武一夫

　　3．羽地達次

　　4．中村lll久

　　5．布施秀樹

閉　会
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特別講演　1
　　　　　　　　　　　　　11月6日

「下垂体ホルモンの新しい測定法」

（金）13：30～14：00

　　　若林　克己　教授（群馬大学内分泌研究所附属

　　　　　　　　　　　　　　ホルモン測定センター）

座長　玉田　太朗　教授（自治医科大学産婦人科）

特別講演　2
　　　　　　　　　　　　　11月6日（金＞14：00～14：30

「プロラクチン分泌機構と性機能」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村井　一郎　助教授（日本大学医学部生化学）

　　　　　　　　　　　　　　　　座長　高木　繁夫　教授（日本大学医学部産婦人科）

特別講演　3
　　　　　　　　　　　　　11月7日

「性腺の機能異常とストレス」

（土）　14：00～14　　30

　　　森　　純一　教授（大阪府立大学農学部獣医学科）

座長　入谷　　明　教授（近畿大学農学部農学科）

「染色体異常と男性不妊」

特別講演　4
11月7日（土）14：30～1500

　　　中堀　　豊　助教授（東京大学医学部人類遺伝学）

座長　臼井　将文　教授（東邦大学泌尿器科）
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　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム1

　　　　　　　　　　　　　　11月6日（金）14：30　・一　18：00

「性ステロイドホルモンの作用機構」

　　　　　　　　　　　座長　加藤　順三　教授（山梨医科大学産婦人科）

　　　　　　　　　　　　　　島崎　　淳　教授（千葉大学医学部泌尿器科）

　1．ステロイドホルモン受容体の存在様式

　　　　　　　　　　　　　　　　　太田　　稔　教授　　（岩手医科大学歯学部口腔生化学）

　2．性ステロイドホルモン受容体遺伝子発現

　　　　　　　　　　　　　　　　　平田　修司　助手　　（山梨医科大学産婦人科）

　3．ヒトゲノムのEstrogen　Responsive　Element

　　　　　　　　　　　　　　　　　井上　　聡　助手　　（東京大学医学部老年病学）

　4．核内レセプターの相互作用

　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　文三　助教授（大阪大学医学部第三内科）

　5．アンドロゲン受容体と依存性

　　　　　　　　　　　　　　　　　古谷　雄三　助手　　（千葉大学医学部泌尿器科）

　6．ステロイドホルモン不応症

　　　　　　　　　　　　　　　　　名和田新教授（九州大学医学部第三内科）
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　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム2

　　　　　　　　　　　　　11月7日（土）15：00　・一　18：00

「精子形成の調節」

　　　　　　　　　　　座長　片山　　喬　教授（富山医科薬科大学泌尿器科）

　　　　　　　　　　　　　毛利　秀雄　教授（放送大学副学長）

1．分子レベルでの生殖細胞の解析

　　　　　　　　　　　　　　　　　中山　広樹　助教授（京都大学医学部分子病診療学）

2．培養系における精子形成

　　　　　　　　　　　　　　　　鬼武　一夫　教授（山形大学理学部生物学）

3．精子形成とホルモン・成長因子

　　　　　　　　　　　　　　　　羽地　達次　助手　　（千葉大学医学部解剖学）

4．精子形成とカルシュウム結合蛋白

　　　　　　　　　　　　　　　　　中村　正久　助教授（帝京大学医学部産婦人科）

5．造精障害不妊症治療の問題点

　　　　　　　　　　　　　　　　　布施　秀樹　助教授（富山医科薬科大学泌尿器科〉
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　　　　　　　　　　　　　　　一　般　演　題

　　　　　　　　　　　　　　第1会場（コンコードBC）

第1日　11月6日（金）

　IVF－ET（1）

　［演題1－1～3］（9：00－－9：30）　座長　佐藤　和雄（日本大・産婦）

　IVF－ET（II）

　［演題1－4～6］（9：30　一一　10：00）　座長　田中　　温（セントマザー産婦人科医院）

　IVF－ET（III）

　［演題1－7－i　10］（10：00～10：40）　座長　石川　睦男（旭川医大・産婦）

　IVF－ET（IV）

　［演題1－11～13］（10：40～11：10）　座長　藤本征一郎（北海道大・産婦）

　IVF－ET（V）

　［演題1－14～16］（11：10～11：40）　座長　佐藤　孝道（虎の門病院・産婦）

第2日　11月7日（土）

　IVF－ET（VI）

　［演題1－17～19］（9：00～9：30）　座長　寺川　直樹（鳥取大・産婦）

　IVF－ET（VII）

　［演題1－20～23］（9：30　・一　10：10）　座長　矢追　良正（濁協医大・産婦）

　IVF－ET（Vm）

　［演題1－24　一一　28］（10：10～11：00）　座長　大野虎之進（倉本記念病院・産婦）

　　　　　　　　　　　　　　第II会場（コンコードA）

第1日　11月6日（金）

　LH－RH・性腺刺激ホルモン（1＞

　［演題II－1～5］（9：00～9：50）　座長　中村　幸雄（杏林大・産婦）

　LH－RH・性腺刺激ホルモン（II）

　［演題II－6～10］（9：SO　一一　10：40）　座長　岡村　　均（熊本大・産婦）



第2日　11月7日（土）

　受精・着床（1＞

　［演題II－11～14］（9：00－－9：40）　座長　田中　憲一（新潟大・産婦〉，

　受精・着床（II）

　［演題II－15～19］（9：40　一一　10：30）　座長　広井　正彦（山形大・産婦）

　受精・着床（III）

　［演題II－20～23］（10：30　一一　11：10）　座長　森　　崇英（京都大・産婦）

　受精・着床（IV）

　［演題II　－24　・一　27］（11：10～11：50）　座長　友田　　豊（名古屋大・産婦）

　受精・着床（V）
　［演題II－28　一一　31］（12：50　一一　13：30）　座長　石島　芳郎（東京農大・生物生産〉

　受精・着床（VI）

　［演題II　一　32　一一　34］（13：30　一一　14：00）　座長　富永　敏朗（福井医大・産婦）

　　　　　　　　　　　　　　第III会場（花A）

第1日　11月6日（金）

　精子・排精（1）

　［演題III－1・一一．．5］（9：00　一一9：50）　座長北尾　学（島根医大・産婦〉

　精子・排精（II）

　［演題III－6～9］（9：50～10：30）　座長　桑原　慶紀〈順天堂大・産婦）

　精子・排精（III）

　［演題III－10～14］（10：30　一一　11：20）　座長　町田　豊平（慈恵医大・泌尿）

　精子・排精（IV）

　　［演題III－15　一一　17〕（11：2e　・一　11：50）　座長　大濱　紘三（広島大・産婦〉

第2日　11月7日（土）

　精巣・性ホルモン（1）

　　［演題III－18～20］（9：00～9：30）　座長　守殿　貞夫（神戸大・泌尿）

　精巣・性ホルモン（II）

　　［演題III－21　一一　24］（9：30　一一　10：10）　座長　小磯　謙吉（筑波大・泌尿）
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　精巣・性ホルモン（III）

　　［演題III－25　・一　29］（10：10～11：00）　座長　岩動孝一郎（大阪医大・泌尿）

　精巣・性ホルモン（IV）

　　［演題III－30～32］（11：00～11：30）　座長　熊本　悦明（札幌医大・泌尿）

　精巣・性ホルモン（V）

　　［演題III－33～35］（11：30～12：00）　座長　大島　博幸（東京医歯大・泌尿）

　精巣・性ホルモン（VI）

　　［演題III－36～40］（13：00　・一　13：50）　座長　宮川　征男（鳥取大・泌尿）

　　　　　　　　　　　　　　第IV会場（花B）

第1日　11月6日（金）

　精子・排精（V）

　〔演題IV－1～4］（9：00・－9：40）　座長　中田　瑛浩（山形大・泌尿）

　精子・排精（VI）

　［演題IV－5～7］（9：40～10：10）　座長　長田　尚夫（聖マリアンナ医大・泌尿）

　＊青了二・t非半青　（VID

　［演題IV－8～10］（10：IO　一一　IO：40）　座長　岡田　清己（日本大・泌尿）

　卵管・子宮（1）

　［演題IV－11～15］（10：40～11：30）　座長　藤井　明和（東海大・産婦）

第2日　11月7日（土）

　精子・排精（VIII）

　［演題IV－16　一一　19］（9：00－－9：40）　座長　梅田　　隆（帝京大・泌尿）

　精子・排精（IX）

　［演題IV　一　20　一一　22］（9：40～10：10）　座長　岡田　耕市（埼玉医大・泌尿）

　精子・排精（X）

　［演題IV－23～27］（10：10～11：00）　座長　穂坂　正彦（横浜市大・泌尿）

　精子・排精（XI）

　［演題IV－28～32］（11：00　一一　11：50）　座長　佐藤　　章（福島県立医大・産婦）

　家畜繁ダ直　（1）

　［演題IV－33～35］（13：00～13：30）　座長　内海　恭三（京都大・畜産）



　　　　　　　　　　　　　　第V会場（花C）

第1日　11月6日（金）

　卯巣・性ホルモン（1）

　　［演題V－1～5］（9：00～9：50）　座長　永田　行博（鹿児島大・産婦）

　卵巣・性ホル毛ン（ID

　　［演題V－6－－8］（9：50～10：20）　座長伊吹令人（群馬大・産婦）

　卵巣・性ホルモン（III）

　　［演題V－9－－13］（10：20～11：10）　座長　水口　弘司（横浜市大・産婦）

　卵巣・性ホルモン（IV）

　　［演題V－14～17］（11：10～11：50）　座長　矢嶋　　聰（東北大・産婦）

第2日　11月7日（土）

　免疫（1）

　［演題V－18～21］（9：00～9：40）　座長　工藤　尚文（岡山大・産婦）

　免疫（II）

　［演kR　V　－22　一一　25］（9：40～10：20）　座長　八神　喜昭（名古屋市大・産婦）

　免疫（III）

　［演題V－26～29〕（10：20～11：00）　座長　山中　英寿（群馬大・泌尿）

　プロラクチン（1）

　［演題V－30～32］（13：00～13：30）　座長　相良　祐輔（高知医大・産婦）

　プロラクチン（II）

　［演題V－33　・一　35］（ユ3：30　一一　14：00）　座長　高山　雅臣（東京医大・産婦）

　　　　　　　　　　　　　　第VI会場（宴）

第1日　11月6日（金）

　手術（1）

　［演題VI－1～5］（9：00－－9：50）　座長　永田　一郎（防衛医大・産婦）

　手術（II）

　［演題VI－6～10］（9：50～10：40）　座長　浜田　　宏（聖マリアンナ医大・産婦）
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　手術（III）

　［演題VI－11　一一　15］（10二40　・一　11：30）　座長　西島　正博（北里大・産婦）

　手術（IV）

　［演題VI－16～18］（11：30～12：00）　座長　寺島　芳輝（慈恵医大・産婦）

第2日　11月7日（土）

　診断・検査（1）

　［演題VI－19～22］（9：00～9：40）　座長　荻田　幸雄（大阪市大・産婦）

　診断・検査（II）

　［演題VI－23　一一　27］（9：40　・一　10：30）　座長　荒木　　勤（日本医大・産婦）

　診断・検査（III）

　［演題VI－28　一一　31］（10：30　一一　11二10）　座長　清水　哲也（旭川医大・産婦）

　診断・検査（IV）

　［演題VI－32～35］（11：10～11：50）　座長　畑　　俊夫（埼玉医大・産婦〉

　診断・検査（V）

　［演題VI－36　・一　38］（13：00－－13：30）　座長　椹木　　勇（関西医大・産婦）

　　　　　　　　　　　　　　第Vll会場（雅）

第1日　11月6日（金）

　感染症（1＞

　［演題VII－1～4］（9：00－－9：40）　座長　折笠　精一（東北大・泌尿）

　感染症（II）

　［演題VII－5～7］（9：40～10：10）　座長　吉田　英機i（昭和大・泌尿）

　インターセックス・先天異常（1）

　［演題VII－8－一　11］（10：10～10：50）　座長　桑原　惣隆（金沢医大・産婦）

第2日　11月7日（土）

　妊娠・流産（1）

　［演題VII　一　12　一一　16］（9：00～9：50）　座長　矢内原　巧（昭和大・産婦）

　妊娠・流産（ID
　　［演題VII－17～21］（9：50～10：40）　座長　岡田　弘二（京都府立医大・産婦）



　妊娠・流産（III）

　［演題Vll－22～25］（10：40～11：20）　座長　木下　勝之（埼玉医大・産婦）

　妊娠・流産（IV）

　［演題VII－26～29］（11：20～12：00）　座長　平川　　舜（東邦大・産婦）

　間脳・下垂体（1）

　［演題VII－30～32］（13：00　一・　13：30）　座長　青野　敏博（徳島大・産婦）

　　　　　　　　　　　　　第Vm会場（あけぼの）

第1日　11月6日（金）

　子宮内膜症（1＞

　［演題VIII－1～5］　（9二〇〇一一9：50）

　子宮内膜症（II）

　［演題VIII－　6　－10］（9：50～10：40）

　子宮内膜症（III）

　［演題Vm－11～13］（10：40～11：10）

　子宮内膜症（IV）

　［演題Vill－14～16］　（11：10～11：40）

第2日　11月7日（土）

　卵子・排卯（1）

　［演題WI－17～21］　（9：00～9：50）

　卵子・排卵（II＞

　［演題VII1－22　一一　26］（9：50～10：40）

　卵子・排卵（III）

　［演題VI［1－27～31］（10：40　’一　11：30）

　統計（1）

　［演題VIII－32　・一　35］　（11：30～12：10）

　統計（II）

　［演題VM－36－－38］　（13：00　一一　13：30＞

　統計（III）

　［演題Vm－39～41］　（13：30　一一　14：00）

座長　武田

座長　武谷

座長　玉舎

座長　杉本

座長　石田

座長　麻生

座長　百瀬

座長　伊藤

座長　豊田

座長　熊坂

佳彦（東京女子医大・産婦）

雄二（東京大・産婦）

輝彦（岐阜大・産婦）

　修（大阪医大・産婦）

一夫（新潟大・畜産）

武志（東京医歯大・産婦）

和夫（東邦大・産婦）

晴夫（帝京大・泌尿）

長康（三重大・産婦）

高弘（濁協医大・産婦）
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般　演 題

第1日　11月6日（金）

第1会場（コンコードBC）

　　　　　　　　　　　　　IVFLET（1）：

［演題1－1～3］（9：00～9：30）　座長　佐藤 和雄（日本大・産婦）

1－1．IVF症例における未受精卵の染色体分析

　　　　　　　　　　　旭川医科大学産婦人科教室　　○西野　共子，高岡　康男，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉手　健一，千石　一雄，

　　　　　　　　　　　　　　　　　同生物学教室　　　立野　裕幸，上口勇次郎，

1－2．体外受精胚移植反復症例に対する，移植胚のQualityからの検討

名古屋大学医学部分院産婦人科

名古屋大学医学部産婦人科

1－3．体外受精胚移植後の顕微鏡学的胞状奇胎の一例

　　　　　　　鹿児島大学医学部附属病院産婦人科

［演題1－4～6］　（9：30～10：00）

内潟　芳之

石川　睦男

美甘　和哉

○近藤　育代，塚原慎一郎，福垣

　山ロ　ー雄，稲垣　資郎，中村

　菅沼　信彦

　北川　武司，廣岡　　孝，古井

　花井　一夫，浅田　義正，友田

○中村佐知子，砂原　昭一，沖

　森　　明人，山元　慎一，福元

　竹内　一浩，堂地　　勉，永田

洋行

潔史

憲司

　豊

利通

清吾

行博

IVF－ET（II）：

　座長　田中　温（セントマザー産婦人科医院）

1－4．ウシ卵胞卵子の体外成熟時におけるhCG濃度のその後の体外受精，培養に対する影響

　　　　　　　　　　　京都大学農学部畜産学教室　　○加藤　博巳，細井　美彦，内海　恭三

　　　　　　　　　　　近畿大学農学部畜産学教室　　　入谷　　明

1－5．体外受精における膣内培養法の有用性

　　　　　　　　　　　　　　　田村産婦人科医院　　○田村　秀子，田村　昭次

　　　　　　　　京都府立医科大学産婦人科学教室　　　大野　洋介，岡田　弘二

1－6．IVF－ETにおける培養液中エンドトキシンの許容値一妊娠群と非妊娠群における比較検討一

　　　　　　　　　福岡大学医学部産婦人科学教室　　○詠田　由美，吉満　陽孝，池田　景子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牧野　康男，白川　光一
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　　　　　　　　　　　　　　IVF－ET（III）

［演題1－7～10］（10：00～10：40）　座長　石川 睦男（旭川医大・産婦）

1－7．精子抽出物のハムスターテスト促進効果

　　　　　　　　　　　　　　　　大阪大学薬学部　　○伊川　正人，岡部　　　勝，慮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　慶一

　　　　　　　　　　　　大阪大学医学部産婦人科　　　大橋　一友，佐治　文隆

1－8．無血清アルブミン培養液中でのハムスター精子のcapacitation誘起の検討

　　　　　　　　日本大学農獣医学部動物細胞学教室

1－9．精子異常形態分類による体外受精成績の検討

　　　　　　　　　　　　　慶慮義塾大学産婦人科

杏林大学産婦人科

○佐藤　嘉兵，斉藤　優子

○大澤

　北村

　末岡

　神野

淑子，

誠司，

　浩，

正雄

1－10．ヒト精子中のMn－SOD濃度とその受精率，分割率の検討

　　　　　　　　　　　　　旭川医科大学産婦人科　　○西脇　邦彦，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内潟　芳之，

　　　　　　　　　　　　　　　IVF－ET（IV）：

［演題1－11～13］（10：40～11：10）　座長　藤本

1－11．体外受精・胚移植法の簡便化の試み

　　　　　　　　　岡山大学医学部産婦人科学教室

1－12．高い妊娠率の体外受精

　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦入科学教室

小林　俊文，杉村　和男

赤星　晃一，岩田　壮吉

野澤　志朗

玉手　健一，高岡　康男

千石　一雄，石川　睦男

征一郎（北海道大・産婦）

○新谷

　片山

　吉田

○神野

　塩川

　苅部

恵司，長谷川　淳，

隆章，野間　　純，

信隆，工藤　尚文

正雄，

滋達，

正隆，

錦織　恭子

清水　健治

生方　良延，吉村　泰典

南野　智徳，安藤　　索

山田　春彦，中村　幸雄

1－13．IVF－ET単胎妊娠，多胎妊娠における初期流産形態の検討

　　　　　　　　　　　　東海大学医学部産婦人科　　○本田　育子，小林

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　隆弘，藤井

　　　　　　　　　　　　　　　IVF－ET（V）：

［演題1－14～16］（11：10～11：40）　座長　佐藤

善宗，井上　正人

明和

孝道（虎の門病院・産婦）

星

1－14．過去4年間のIVF－ET及びGIFTの成績と多胎妊娠の背景因子について

濁協医科大学産婦人科 ○星合

　渡部

　熊坂

　明，正岡

秀哉，坂本

高弘

　薫，石川　和明

尚徳，北澤　正文

1－15．体外受精は何回まで試みるべきか？

　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科　　○佐藤　孝道，児島　孝久，高橋　敬一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東梅　久子，奥野　　隆
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1－16．当院におけるIVF－ETの成績

　　　　　　　　　　　　　愛知医科大学産婦人科 ○塚田　英文，浅井　光興，正橋　鉄夫

　前田　佳子，山田　英史，大橋　正宏

　保條　説彦，三枝　園子，内田　　聡

　岡本　俊充，鈴木　正利，野口　昌良

　中西　正美

第II会場（コンコードA）

　　　　　　　　LH－RH・性腺刺激ホルモン（1）：

［演題II－1～5］（9：00～9：50）　座長　中村　幸雄（杏林大・産婦）

II－1．高LH血症性視床下部障害患者の内分泌学的特徴とbromocriptineの効果

　　　　　　　　　　　　　　　賛育会病院産婦人科　　○合阪　幸三，金田　幸枝，都築　浩雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥谷　葉子，野島美知夫，三橋　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國保健太郎，吉田　浩介

　　　　　　　　　　　　　帝京大学医学部産婦人科　　　森　　宏之

II　－2．多嚢胞性卵巣症候群に対する排卵誘発時の血中ホルモン動態の解析

　　　　　　　　　　　　鳥取大学医学部産科婦人科　　○片桐千恵子，吉田　壮一，高尾　成久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池成　孝昭，岩部　富夫，関島　秋男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸田　稔子，原田　　省，見尾　保幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺川　直樹

II－3．排卵障害に対する卵巣multiple　punch　resectionの適応

　　　　　　　　　岡山大学医学部産科婦人科学教室　　○富山　俊彦，野間　　純，長谷川　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　錦織　恭子，平野由紀夫，多賀　茂樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片山　隆章，新谷　恵司，清水　健治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　信隆，工藤　尚文

II－4．　PCO不妊患者にbuserelinを長期併用してhMG－hCG療法を行った時の内分泌学的検討と妊

　　　　娠成立，OHSS発生について

　　　　　　　　　　　　　　掲協医科大学越谷病院　○大蔵健義，生山　博，林　雅敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榎本　英夫，瀬川　裕史，矢追　良正

II－5．　Buserelinによる内因性LHサージの誘発一PCOに対するOHSS防止効果一

　　　　　　　　鹿児島大学医学部産科婦人科学教室　　○森　　明人，砂原　昭一，中村佐知子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖　　利通，山元　慎一，福元　清吾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹内　一浩，堂地　　勉，永田　行博

　　　　　　　　　LH－RH・性腺刺激ホルモン（II）：

［演題II－6～10］（9：50～10：40）　座長　岡村　　均（熊本大・産婦）

II－6．　hMG－hCG療法における投与法と予後の検討

　　　　　　　　　　　筑波大学臨床医学系産婦人科　　○岡根　夏美，岡本　　一，西田　正人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼杵　　想，久保　武士
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II－7．排卵誘発症例における卵巣内血流動態の経日的変化の検討

　　　　　　　　　　　　昭和大学産科婦人科学教室　　○鈴木　　真，熊沢　哲哉，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　　裕，矢内原　巧

II－8．重症卵巣過剰刺激症候群に対する低用量ドーパミン療法の試み

　　　　　　　　　　　　　　聖隷浜松病院産婦人科　　○西村　　満，中山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大谷　嘉明，岡田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青木　　智

II－9．卵巣過乗IJ刺激症候群に対する低用量ドーパミン療法の有用性

　　　　　　　　　熊本大学医学部産科婦人科学教室　　○河野　哲郎，松浦　講平，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本田　律生，岡村　　均

II－10．反復卵巣内出血による急性腹症に経膣的卵巣穿刺が有用であった一例

　　　　　　　　　広島大学医学部産科婦人科学教室　　○新甲　　靖，上田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大濱　紘三

大東　茂樹

理，西垣　　新

久，鳥居　裕一

田中　信幸

克憲，熊谷　正俊

第III会場（花A）

　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（1）

［演題III－1～5］（9：00～9：50）　座長　北尾 学（島根医大・産婦）

III－1．　AIHおよびIVF－ETにおける精子濃縮法一パーコール・クッション法の有用性の検討

　　　　　　　　　　福岡大学医学部産婦人科学教室　　○櫻井　景紀，詠田　由美，池田　景子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉満　陽孝，白川　光一

III－2．撹挫密度勾配法およびその変法による精子濃縮効果についての検討

　　　　　　　　　東京大学医学部産科婦人科学教室　　○藤原　敏博，林　　直樹，梁　　善光

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩津　英美，成　　鑑非，大須賀　穣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定月みゆき，島内　昌人，酒井　英明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋守　恵子，岡田文美子，佐藤佐由里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堤　　　治，三橋　直樹，武谷　雄二

III－3．男性不妊に対する精子swim　up洗浄濃縮法を用いたAIH妊娠症例の検討

　　　　　　　　　　　　　高邦会高木病院産婦人科　　○中村加代子

　　　　　　　　　　　　　　佐賀医科大学産婦人科　　　野見山真理，杉森　　　甫

　　　　　　　　　　　　　　　上五島病院産婦人科　　　宗　　完子

III－4．ヒト精子の妊孕能の評価におけるhypoosmotic　swelling　testの有用性に関する研究一swim

　　　　up洗浄濃縮法による変化一

　　　　　　　島根医科大学医学部産科婦人科学教室　　○内田　昭弘，高橋健太郎，迫田　良一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田さおり，吉野和男，北尾学

III－5．αMEM－HEPESを使用したSwim　up法によるAIHの成績
　　　　　　　　　　金沢医科大学産科婦人科学教室　　○丹野　治郎，国部　久也，土用下麻美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上田由生子，吉田　勝彦，井浦　俊彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑原　惣隆

　　　　　　　　　　　　　　国立高田病院産婦人科　　　旭　　敏秋
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　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（II）：

［演題III－6～9］（9：50～10：30）　座長　桑原 慶紀（順天堂大・産婦）

III－6．　PG　EIを使用したハイテクAIHの検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小塙病院　　○小塙　　清

　　　　　　　　　　　　　　　　　　市川総合病院　　　兼子　　智

　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合太田病院　　　山口　禎章

III－7．　Clomiphene／LH　surge法とClomiphene／HCG法によるAIHの比較

　　　　　　　　　　　　　秋田赤十字病院産婦人科　　○長谷川　功，藤盛　亮寿

III－8．　Clomiphene　citrateによるcontrolled　ovarian　stimulationとPercoll　preparationを併用し

　　　　た配偶者間人工授精臨床成績の検討

　　　　　　　　　　　　　　　順天堂大学産婦人科　　○岩佐　　剛，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本　　努，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高田　道夫

III－9．二層Percoll－AIHの卵胞刺激法及び運動精子濃度別分析

　　　　倉敷成人病センター南くらしき病院産婦人科　　○本山　洋明

　　　　　　　　　　　　　　　　　同医科学研究所　　　藤井　好孝

　　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（III）：

［演題III－10～14］（10：30～11：20）　座長　町田

豊成　由佳，佐藤　隆之

福田　　勝，竹内　久彌

豊平（慈恵医大・泌尿）

III－10．男性因子症例の体外受精胚移植における精子処理法の検討

　　　　　　　　　名古屋市立大学医学部産科婦人科　　○鈴木　規敬，鈴木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貝田　清隆，生田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八神　喜昭

III－11．乏精子症AIH妊娠61例の分析による妊娠成立条件の検討

　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部産婦人科　　○鈴木　隆弘，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上　正人，

III－12．　AIH治療法の限界（当科におけるAIH治療症例の検討）

　　　　　　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科　　○飯野　好明，石原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　正博，高木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木下　勝之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同泌尿器科　　　吉田謙一郎

III－13．凍結保存精子による人丁受精にて妊娠に成功した射精障害の2例

　　　　　　　　東京歯科大学市川総合病院泌尿器科　　○大橋　正和，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E＝T　　　　　　　　ta　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田　　　　　　ラ己
　　　　　　　　東京歯科大学市川総合病院産婦人科　　　兼子　　智，

III－14．妊娠成立時精子濃度10×106／ml以下であった6症例について

　　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学泌尿器科　　○皆川　信彦，岩本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢島　通孝，原口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河野正二郎，胡田

真史，岡田　英幹

克夫，花田　征治

小林　善宗，本田　育子

藤井　明和

　理，田谷　順子

章美，須野　敏章

石川　博通，中川　　健

郡山　　智，小田　高久

晃明，星野　孝夫

千春，馬場　克幸

　通，長田　尚夫
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　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（IV）：

［演題III－15～17］（11：20～11：50）　座長　大濱 紘三（広島大・産婦）

III－15．ハムスターテストの精f侵入率とAcrosome　Reaction発現率の関連

　　　　　　　　　広島大学医学部産科婦人科学教室　　○熊谷　正俊，一ヒ田　克憲，新甲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中　雅昭，大濱　紘三

III－16．新しい精子機能検査法：アクロビーズテストの臨床応用

　　　　　　　　　　　　　大阪大学医学部産婦人科　　○大橋　一友，筒井　建紀，富山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐治　文隆，谷澤　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扶桑薬品　　　中澤　照喜，岸　雄一郎

III－17．ヒト精子の性状とacrosome　reactionの変化に関する検討

　　　　　　　島根医科大学医学部産科婦人科学教室　　○高橋健太郎，迫田　良…，山崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡田さおり，吉野　和男，北尾

靖

達大

裕行

　学

第IV会場（花B）

　　　　　　　　　　　　　精子・排精（V）：

［演題IV－－1～4］（9：00～9：40）　座長　中田 瑛浩（山形大・泌尿）

IV－－1．　Zりlla　lree　hamster　egg　sperm　penetration　test（ZSPT）におけるfalse　negativeの分析

　　　　　　　　　　　　　東海人学医学部産婦人科　　○井上　正人，小林　善宗，本田　育f一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　Il条弘，藤井　明和

IV－2．マウス体外受精系を用いたヒト精漿の精r一受精能獲得阻害作用に関する研究

　　　　　　　　　　　　　　滋賀医科大学泌尿器科　　○石田　　章，友占　唯夫

　　　　　　　　　　　　　　関西電力病院泌尿器科　　　真田　俊吾

IV－3．体外受精における精tの受精能予測の為の精子先体パラメーターの比較

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田大学産婦入科　　○清水　　靖，Murat　Tasdemir

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松井　俊彦，福田　　淳，児玉　英也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関根　和子，Isik　Tasdemir

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樋口　誠一

IV－4．不妊症患者のべネトラックによる精子貫通能テスト

　　　　　　　　　　金沢医科大学産科婦人科学教室　　○福間　秀昭，丹野　治郎，羽根　淳治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井浦　俊彦，高林　晴夫，桑原　惣隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（VI）：

　［演題IV－5～7］（9：40～10：10）　座長　長田　尚夫（聖マリアンナ医大・泌尿）

IV－5．ヒト精f受精能獲得過程へのprotein　phosphatase　inhibitorの影響

　　　　　　　　　　　慶慮義塾大学医学部産婦人科　　○占屋　　悟，鈴木　秋悦，野澤　志朗

　　　　　　　　　　　　　　新座志木中央総合病院　　　遠藤　芳広

　　　　　　　　　　　　　　　　　三菱油化BCL　　　大隅　一興

　　　　　　　　　　　　　　　　　森永乳業生化研　　　大庭三紀子
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IV－6．精子尾部の微細構造異常の精子機能へ及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　秋田大学産婦人科　　○松井　俊彦，児玉　英也，福田　　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武田　志保，関根　和子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Murat　Tasdemir，　Isik　Tasdemir

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水　　　靖，樋口　　誠一・

IV－7．　Immotile　spermatozoaに関する研究

　　　　　　　　　　神戸大学医学部泌尿器科学教室

末光病院

○岡田

　田中

　守殿

　大家

　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（VII）：

［演題IV－8～10］（10：10～10：40）　座長　岡田

　弘，

宏和，

貞夫

角義

神崎　正徳，林　　晃史

藤澤　正人，松本　　修

清巳（日本大・泌尿）

IV－8．ヒト精子長期冷所保存におけるCaffeine，　Pentoxifyllineの効果

　　　　　　　　　　　横浜市立大学医学部泌尿器科　　○菅野ひとみ，関口　由紀，田中　克之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤　和男，木下　裕三，岩崎　　晧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　穂坂　正彦

IV－9．　Acrosome　reaction　induced　testによるPentoxifyllineのcapacitation促進効果の分析

秋田大学産婦人科

IV－10．体外受精におけるpentoxifyllineの有効性

　　　　　　　　　　　　　　　秋田大学産婦人科

IV－11．

OMurat　Tasdemir，児玉　英也

　福田　　淳，松井　俊彦，関根　和子

　Isik　Tasdemir，清水　　靖

　樋口　誠一

○武田　志保，小川

　福田　　淳，松井

　Murat　Tasdemir，

清水　　靖，樋口

　　　　　　　　　　　　　　卵管・子宮（1）’

［演題IV－11～15］（10：40～11：30）　座長　藤井

当科における卵管性不妊の治療成績

　　　帝京大学医学部附属市原病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　　同臨床研究部

正樹，児玉　英也

俊彦，関根　和子

Isik　Tasdemir

誠一

明和（東海大・産婦）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇五味淵秀人，金子　義晴，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田　昭彦

IV－12．マイクロサージェリーによる卵管形成術374例の予後と今後の課題について

　　　　　　日大医学部産婦人科（駿河台日大病院）　　○長田　尚夫，山田　祐十，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮川　典子，斎藤綾子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　角田　郁夫，本田　利江，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　孝雄，佐藤　和雄

貝原　　学

鳥山　太志

平出　善康

藤井トム清
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IV－13．子宮外妊娠における保存手術およびMTX注入法について

　　　　　　　　　　　　　長崎大学医学部産婦人科　　○藤下　　晃，松脇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山下　　洋，鮫島

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石丸　忠之，山邊

　　　　　　　　　　　　　　健康保険諌早総合病院　　　中野　龍夫，加瀬

IV－14．　IVF－ET不適応例および不成功例における透視下卵管再疎通術の試み

　　　　　　　　　京都府立医科大学産婦人科学教室　　○大野　洋介，藤本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　一範，山元

IV－15．子宮内視鏡下卯管内人工授精（HIT）法の成績と妊娠成功例の検討

　　　　　　　　慶慮義塾大学医学部産婦人科学教室　　○赤星　晃一，杉村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大澤　淑子，北村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野澤　志朗

隆博，小濱　正彦

哲郎，増崎　英明

　徹

泰昭

泰子，川嶋　満子

貴雄，岡田　弘二

和男，岩田　壮吉

誠司，小林　俊文

第V会場（花C）

　　　　　　　　　　　　卵巣・性ホルモン（1）：

［演題V－1～5］（9：00～9：50）　座長　永田　行博（鹿児島大・産婦）

V－1．早発閉経に移行した症例の内分泌学的特徴

　　　　　　　　　　　大阪医科大学産婦人科学教室

V－2．当教室におけるPOF8例の検討
　　　　　　　　　　　　順天堂大学医学部産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　越谷市立病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　国際親善病院産婦人科

V－3．GnRHaを用いて排卵誘発可能であったPOF，

　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学産婦人科

○奥田喜代司，佐伯　理男，後山　尚久

　岡崎　　審，井本　広済，植木　　実

　杉本　　修

0武内　裕之，岡部　親宜，町田

　福田　　　勝，高田　道夫

　山本　　勉

　伊藤　　哲

PCO各一症例について
○木村　博昭，布山　隆史，

　稲葉　憲之，高見澤裕吉

正弘

田中　　圭

V－4．早発閉経・Turner症侯群患者におけるホルモン補充療法の骨密度および末梢血Tリンパ球サ

　　　　ブセットにおよぼす影響

新潟大学医学部産婦人科学教室

V－5．ターナー症候群における骨塩量

　　　　　　　　　　　　　大阪大学医学部産婦人科

○倉林　　工，安田　雅弘，藤巻　　尚

　Ll」本　泰明，織田　和哉，吉沢　浩志

　田中　憲一

○雨宮京夏，甲村弘子，安達浩
　神田　裕樹，西崎　孝道，廣田　憲二

　三宅　　侃，谷澤　　修
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　　　　　　　　　　　卵巣・性ホルモン（II）

［演題V－6～8］（9：50～10：20）　座長　伊吹 令人（群馬大・産婦）

V－6．片側卵巣摘出後の代償性排卵はインヒビンにより抑制される

　　　　　　　　群馬大学医学部産科婦人科学教室　　○一ヒ井　正樹，長谷川喜久，新川　唯彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊吹　令人

V－7．ウシ卯胞液中のアクチビン（AVN＞とアクチビン結合蛋臼質（AVNBP）の精製

　　　　　　　　　群馬大学医学部産科婦人科学教室　　○長谷川喜久，伊吹　令人

V－8．ラット卵巣穎粒膜細胞のFSHレセプターに対するActivinの作用について

　　　　　　　　　　　　群馬大学医学部産婦人科　　○中村　　学，峯岸　　敬，中村　和入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐茂雄，長谷川喜久，伊吹　令人

　　　　　　　　　　　　卵巣・性ホルモン（III）°

［演題V－9～13］（10：20～11：10）　座長　水口 弘司（横浜市大・産婦）

V－9．Growth　hormone投与・におけるrat卵巣の反応について

群馬大学産科婦人科学教室

　　　　　　　　　　　　　群馬大学内分泌研究所

V－10．成長ホルモン（GH）の卵巣直接作用

　　　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科

　　　　　　　　　　　　　東京女子医大産婦人科

V－11．Bromocriptineの卵巣直接作用

　　　　　　　　　久留米大学医学部産婦人科学講座

○小澤　聖史，長谷川喜久，水沼　英樹

　伊吹　令人

　小澤　一史

○安藤　　索，南野

　吉村　泰典，中村

　岩ド　光利，安達

智徳，小山　典宏

幸雄

知子，武田　佳彦

○友成　廉平，平井ひろみ，友成　美鈴

　東島　利紀，池田　稚紀，奈良崎妙子

　堀　　大蔵，薬師寺道明

V－12．ヒトLH／hCGレセプターのサブタイプの構造とその機能

群馬大学医学部産婦人科

V－13．ヒト卵巣oxytocin遺伝子発現に関する研究

　　　　　　　　　　　防衛医科大学校産科婦人科

〇五十嵐茂雄，峯岸　　敬，中村　和人

　中村　　学，伊吹　令人

〇三井千栄子，

　石川　尚顕，

　永田　一郎

　　　　　　　　　　　　卵巣・性ホルモン．（IV）：

［演題V－－14～17］（11：10～11：50）　座長　矢嶋

V－14．体重減少性無月経症例の内分泌学的検討

　　　　　　　　東北大学産婦人科・日母宮城県支部

占谷　健一，牧村　紀子

今泉　英司，関　　克義

聰（東北大・産婦）

○田村みどり，渡辺　　正，

　舩山由有∫一，千田　定則，

　村一L　　節，萬代　泰男，

　深谷　孝夫，矢嶋　　聰

寺田

陳

戸沢

幸弘

偉業

秀夫
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V－15．体重減少性無月経患者に対するブセレリン＋クロミフェン併用療法の試み

　　　　　　　　　　　　山口大学医学部産科婦人科　　○中村　康彦，石松　正也，手山　知行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉岡　尚美，加藤　　紘

V－16．徐放性GnRHアナローグ（リュープロレリン）投与による血中ホルモンの変動

　　　　　　　　　　　　　濁協医科大学産婦人科　　O北澤　正文，正岡　　薫，加藤　廣英

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊坂　高弘

V－17．子宮筋腫に対するLuteinizing　hormone－releasing　hormone　agonist（LHRHa）治療の適応

　　　　に関する研究

　　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科学教室　　○生方　良延，神野　正雄，安藤　　索

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南野　智徳，吉村　泰典，中村　幸雄

第VI会場（宴）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手術（1）：

　　　［演題VI－1～5］（9：00～9：50）　座長　永田　一郎（防衛医大・産婦）

VI－1．無症候性子宮外妊娠における腹腔鏡下治療

　　　　　　　　　東邦大学佐倉病院産婦人科学教室　　○大高　　究，宮城美香子，堀　　正行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳堀　　厚，松島　弘充，伊藤　元博

VI－2．不妊症における腹腔鏡・子宮鏡下選択的卵管内カテーテル挿入術後の予後の検討

琉球大学医学部産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　那覇市立病院産婦人科

VI－3．当科における腹腔鏡検査症例の検討

　　　　　　　　　　　　　　山梨医科大学産婦人科

VI－4． 腹腔鏡下手術の経験について

　　　　　近畿大学医学部産科婦人科学教室

○中里和正，高宮城直子，正本仁
新川　唯彦，稲福

東　　政弘，金澤

伊是名博之

　薫，佐久本哲郎

浩二

○永井聖一郎，小川　恵吾，笠井　　剛

　木下　俊彦，加藤　順三

○新屋敷　康，永井　　堅，高瀬規久也

　笠野　有里，猿渡　善治，三橋　洋治

　星合　　昊，野田起一郎

VI－5．術後早期second　look　laparoscopyの有用性

　　　　　　　　　　大阪医科大学産科婦人科学教室　　○奥田　弘賢，奥田喜代司，宮崎　和典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐伯　理男，植木　　實，杉本　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手術（II）

　［演題VI－6～10］（9：50～10：40）　座長

VI－6．新しいIHカテーテルを使用した卵管開通術

　　　　　　　　　　濁協医科大学越谷病院産婦人科

同放射線科

浜田　宏（聖マリアンナ医大・産婦）

○林

　大蔵

　岩崎

雅敏，渡部　秀樹，瀬川　裕史

健義，矢追　良正

尚彌
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VI－7．当科におけるマイクロサージェリーによる卵管形成術の成績に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科　　○奥野　　隆，東梅　久子，高橋　敬一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮川　智幸，児島　孝久，伊豆田誠人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　孝道

VI－8．不妊外来で認められた副角を有する単角子宮5症例の検討

富山県中央病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同病理

VI－9．中隔子宮形成術後不妊例の検討

　　　　　　　　　　　筑波大学臨床医学系産婦人科

VI－10． 当科における子宮筋腫核出術施行例について

　　　　　　　　　　　　北里大学産婦人科

大和市立病院産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　手術（III）

［演題VI－11～15］（10：40～11：30）

○小嶋　康夫，

　佐竹紳一郎，

　中野　　隆，

　三輪　淳夫

大田

金井

舘野

○西田　正人，岡本

　久保　武士

○川内

　中居

　劔持

　悟，大口　昭英

浩明，舟本　　寛

政也

，岡根　夏美

博人，石川　雅一，飯野　譲二

光生

　稔

座長　西島　正博（北里大・産婦）

VI－11．多嚢胞性卵巣に対する内視鏡ドレーザー治療とその臨床的効果

VI－12．

VI－13．

VI－14．

VI－15．

東北大学産婦人科

子宮内膜症に対するレーザー治療の経験

　　　　　　　　　大阪大学医学部産婦人科

○舩山由有子，

　田村みどり，

　村上　　節，

　深谷　孝夫，

○上浦

　金井

　木村

渡辺　　正，

陳　　偉業，

萬代　泰男，

矢嶋　　聰

祥司，谷口　　武，

利仁，橋本　一昌，

俊夫，佐治　文隆，

子宮外妊娠に対するKTPレーザーを用いた卵管保存手術

　　　　　　　　　大阪大学医学部産婦人科　　○谷口　　武，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金井　利仁，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　俊夫，

挙児希望例における子宮外妊娠の各種保存療法の成績

大阪医科大学産科婦人科学教室

組織接着剤の噴霧による術後腹膜癒着防tll効果

　　　　　　　大阪医科大学産婦人科学教室

○前田

　宮崎

　杉本

○岡崎

　前田

　井本

上浦　祥司，

橋本　一昌，

佐治　文隆，

寺田　幸弘

千田　定則

戸澤　秀夫

下屋浩一郎

筒井　建紀

谷澤　　修

下屋浩一郎

筒井　建紀

谷澤　　修

隆義，坪倉　省吾，佐伯　理男

和典，奥田喜代司，植木　　實

　修

　審，佐伯　理男，

隆義，金子　卓嗣，

広済，杉本　　修

奥田喜代司

奥田　弘賢
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手術（IV）：

　　［演題VI－16～18］（11：30～12：00）　座長　寺島　芳輝（慈恵医大・産婦）

VI－16．精路閉塞症の治療：再手術症例の検討

　　　　　　　　　　　　　　関西医科大学泌尿器科　　○松田　公志，六車　光英，小松　洋輔

　　　　　　　　　　　　　　　　京都大学泌尿器科　　　堀井　泰樹，小倉　啓司，吉田　　修

VI－17．　Microsurgical　epididymal　sperm　aspiration法による妊娠成立例の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　京都大学泌尿器科　　○小倉　啓司，中村　健一，吉田　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同産婦人科　　　森　　崇英

　　　　　　　　　　　　　　関西医科大学泌尿器科　　　松田　公志

　　　　　　　　　　　　　　　　北野病院泌尿器科　　　堀井　泰樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　醍醐渡辺病院　　　江見　信之，渡辺　栄三

VI－18．不妊とcervical　intraepithelial　neoplasia（CIN）

　　　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学産婦人科　　○許山　浩司，楠原　浩二，川勝　雅秀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　落合　和彦，松本　和紀，寺島　芳輝

第VII会場（雅）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　感染症（1）：

　　　　［演題VII－1～4］（9：00～9：40）　座長　折笠　精一（東北大・泌尿）

VII－1．不妊症患者における血清抗Chlamydia　trachomatis抗体の陽性率一新しい測定法であるヒタ

　　　　ザイムを用いて一

　　　　　　　　　　　　　　　　札幌医大産婦人科　　○福江ひろみ，山本　　弘，井h　雄子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金谷　美加，水沼　正弘，藤井　美穂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　昭一，工藤　隆一

VII－2．不妊症患者におけるクラミジア感染症についての検討

　　　　　　　　　　島根医科大学医学部産科婦人科　　○栗岡　裕子，高橋健太郎，吉野　和男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　迫田良一，北尾学
　　　　　　　　　　　　　　平田市立病院産婦人科　　　山本　和彦

VII－3．血清抗クラミジア抗体陽性例における腹腔鏡所見の検討

　　　　　　　東邦大学医学部第1産科婦人科学教室　　○矢野　義明，森田　峰人，安部　裕司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼井　　彰，雀部　　豊，池永　秀幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保　春海，百瀬　和夫

VII－4．　CA－125が高値であったChlamydia　trachomatis（ChT）による骨盤腹膜炎（PID）の5例

　　　　　　　　　　　　　　　　向仁会　永井病院　　○角田千恵子，永井　　宏
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　　　　　　　　　　　　　　感染症（II）

［演題VII－5～7］（9：40～10：10）　座長　吉田 英機（昭和大・泌尿）

VII－5．クラミジア頚管炎に対するトスフロキサシンの有効性の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科　　○高橋　敬一，伊豆田誠人，奥野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東梅　久子，児島　孝久，佐藤

VII－6．機能性不妊症のカップルでのUreaplasma感染治療の意義

　　　　　　　　　　　JA相模原協同病院産婦人科　　○佐藤　芳昭，三宅　崇雄，松信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　望月　愛郎，大澤　章吾

VII－7．膿精液症に対する抗菌剤の有効性に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学泌尿器科　　○蓮田　精之，前原　郁夫，中角

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平松　正義，高橋　　勝，折笠

隆

孝道

晶

尚誉

精一

　　　　　　　　　　インターセックス・先天異常（1）：

［演題VII－8～11］（10：10～10：50）　座長　桑原　惣隆（金沢医大・産婦）

VII－8．

VH－9．

　　　　　東京医科歯科大学医”｝fr部産科婦人科学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　同小児科学教室

VII－10．妊娠したTurner症候群の2症例

　　　　　　　　　　　慶慮義塾大学医学部産婦入科

当科におけるクラインフェルター症侯群の臨床的検討

　　　　　　　　　　藤沢市民病院泌尿器科　　○新升　　学，長本　章裕，齋藤　和男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増田光伸，広川信
　　　　　　　　　　　　朝倉泌尿器科医院　　　朝倉　茂夫

Turner症侯群にみられた原発性無月経の’14s　fk謝におよぼす影響について

日本鋼管病院産婦人科

○金f　　均，

　関野　高弘

○小関みずほ，

　青木　大輔，

　永井　　孝

小山　嵩夫，麻生　武志

田村　昭蔵，藤田　則子

野澤　志朗

W－ll．続発性無月経を呈したpituitary　microadenoma随伴性Turner症侯群

　　　　　　　　　　　　　　長崎大学産婦人科教室　　○小濱　正彦，布施　正樹，石丸　忠之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山邊　　徹

第VIII会場（あけぼの）

　　　　　　　　　　　　　　　子宮内膜症（1）：

［演題VIII－1～5］（9：00～9：50）　座長　武田

VIII－1．

VIII－2．

佳彦（東京女子医大・産婦）

子宮内膜症に対するダナゾール縢内投’ノ療法（第3報〉

　　　　　　　　　　日本医科大学産婦入科　　○可世木久幸，荒木　　勤

ダナゾール経縢投与における内分泌動態と，その内膜症治療法としての可能性

　　　　　　　　　　大阪府蹉病院産婦入科　　○水谷　隆洋，中室　嘉郎

　　　　　　　　　大阪大学医学部産婦人科　　　倉智　博久

　　　　　　　　　　　　　　　同病理病態　　　寺田　信行
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VIII－3．卵巣チョコレート嚢胞内ダナゾール注入療法

　　　　　　　　　　　　東京女子医科大学産婦人科

　　　　　　　　　　　　　同母子総合医療センター

VIII－4．ブセレリンによるチョコレート嚢胞の縮小効果

　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科

○安達　知f，

　L藤　美樹，

　武田　佳彦

　岩ド　光利

三室　卓久，中山　摂子

小林万利f，網野　幸子

○児島　孝久，奥野　　隆，東梅　久子

　高橋　敬一，伊豆田誠人，佐藤　孝道

VIII－5．子宮内膜症におけるダナゾール長期投与の有効性についての検討

　　　　　　　　　　　　　　　　近畿大学産婦人科　　○猿渡　善治，堀井　高久，笠野　有里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永井　　堅，星合　　昊，野田起一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　子宮内膜症（II）：

　　　［演題VIII－6～10］（9：50～10：40）　座長　武谷　雄二（東京大・産婦）

VIII－6．培養ヒト子宮内膜間質細胞のDNA合成能に及ぼすdanazolの影響

　　　　　　　　　東京医科歯科大学産婦人科学教室　　○田口　　誠，久保田俊郎，坂本　秀一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水　康史，麻生　武志

VIII－7．　Ademonyosis例の酢酸Buserelinによる子宮内膜の変化と閉経後子宮内膜変化との電顕的比

　　　　較検討

　　　　　　　　　　　　　　国立大蔵病院産婦人科　　○倉島　富代，田中　忠夫，伊藤　治映

VIII　－8．ラット実験的子宮内膜症モデルにおける薬剤投与iおよび卵巣摘出の効果の検討

　　　　　　　　慶慮義塾大学医学部産婦人科学教室　　○松林　秀彦，牧野　恒久，岩崎　賢一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸山　哲夫，野澤　志朗

Vm－9．下垂体の子宮内への挿入およびPRLの腹腔内投り一による子宮内膜症実験モデルの作製の試み

　　　　　　　　　　　　北海道大学医学部産婦人科 ○室城　辰一，桜田　芳弘，林　　IE路

　工藤　正尊，及川　　衛，田中　俊誠

　藤本征一郎

VIIト10．子宮内膜症における非異型的腹膜病変の検討

　　　　　　　　　　　長崎大学医学部産婦人科教室　　○中村　恒一，石丸　忠之，藤下　　晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鮫島　哲郎，増崎　英明，山邊　　徹

　　　　　　　　　　　　　　　　　子宮内膜症（III）：

　　　［演題VIII－11～13］（10：40～11：10）　座長　玉舎　輝彦（岐阜大・産婦）

VIII－11．子宮内膜間質，上皮細胞培養系におけるCA－125の産生動態

　　　　　　　　　　　　藤田保健衛生大学産婦人科　　○吉田麻里子，澤出　富夫，白木　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青木　豊和，服部　公博，田嶋　貴子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1可上　　征治

VIII　一　12．子宮内膜症腹水単核細胞における各種サイトカインmRNAの発現

　　　　　　　　　　　　　岐阜大学医学部産婦人科　　○澤入　美穂，伊藤　直樹，花林　隆裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　　秀弘，玉舎　輝彦
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Vfil－13。外性子宮内膜症におけるIL－6産生に関する検討

　　　　　　　　　　　　防衛医科大学校産科婦人科　　○今泉　英司，石川　尚顕，平田　純子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牧村　紀子，関　　克義，菊池　義公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永田　一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　子宮内膜症（IV）：

　　［演題VIII－14～16］（11：10～11：40）　座長　杉本　　修（大阪医大・産婦）

Vlll－14．　Fat　Saturation法によるチョコレート嚢胞検出能の改善

　　　　　　　島根医科大学医学部産科婦人科学教室　　○岡田さおり，高橋健太郎，吉野　和男

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北尾　　学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同放射線部　　　杉村　和郎

㎜一15．正常子宮内膜及び子宮内膜症組織におけるSex　Hormone　Binding　Globulin（SHBG）の分

　　　　泌能の検討

　　　　　　　　　　岐阜大学医学部産婦人科学教室　　○操　　　良，和田　圭介，伊藤　俊哉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　直樹，森　　秀弘，玉舎　輝彦

V皿一16．ハプトグロビン（Hp）の軽症子宮内膜症に対する診断マーカーとしての有用性

　　　　　　　　　　　　北海道大学医学部産婦人科　　○桜田　芳弘，林　　正路，工藤　正尊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　俊誠，藤本征一郎
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第2日　11月7日（土）

第1会場（コンコードBC）

　　　　　　　　　　　　　　IVF－ET（VI）：

［演題1－17～19］（9：00～9：30）　座長　寺川

1－17．液状保存精子による体外受精胚移植の成績

　　　　　　　　　　　群馬大学産科婦人科学教室 ○関

　竹内

　時沢

　伊吹

直樹（鳥取大・産婦）

守利，

　巧，

俊也，

令人

土屋　清志，伊藤　理廣

伊藤　郁朗，篠崎　博光

中村　秀夫，狩野　　智

1－18．Computer－Aided　Inseminationに関する研究

　　　　　　　　　　永遠幸マタニティクリニック　　○高塚　亮三，藤波　隆一，辻　　敏徳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道倉　康仁，加藤　　修

1－19．新しいカテーテルを用いたHIT法と卵管内胚移植の試み

　　　　　　　慶慮義塾大学医学部産婦人科学教室　　○北村　誠司，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩田　壮吉，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野澤　志朗

　　　　　　　　　　　　　　　IVF－ET（VII）

［演題1－－20～23］（9：30～10：10）　座長　矢追

杉村　和男，赤星　晃一

大澤　淑子，小林　俊文

良正（凋協医大・産婦）

1－20．着床初期のPRORENIN，　RENIN，　PLASMA　RENIN　ACTIVITYによる，体外受精胚移

　　　植における移植後早期の妊娠，多胎妊娠判定の有用性

群馬大学産科婦人科学教室

1－21．体外受精における妊娠の早期判定に関する検討

　　　　　　　　　　名占屋大学医学部分院産婦人科

名占屋大学医学部産婦人科

○中村

　伊藤

　篠崎

　伊吹

○中村

　山口

　菅沼

　北川

　花井

秀夫，

理廣，

博光，

令人

関　　守利，土屋　清志

竹内　　巧，伊藤　郁朗

時沢　俊也，狩野　　智

潔史，塚原慎一郎，福垣　洋行

一雄，稲垣　資郎，近藤　育代

信彦

武司，廣岡　　孝，占井　憲司

一夫，浅田　義正，友田　　豊

1－22．凍結保存胚による体外受精一胚移植の検討

　　　　　　　　　　済生会神奈川県病院産婦人科　　○吉村　慎一，小西　康博，斉藤　美和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　淳一，中野真佐男
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1－23．DMSOを用いた胚凍結保存法の臨床
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荻窪病院　　○久慈　直昭，境田　通泰，宮崎　豊彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片II1恵利子，杉LII　武，飯田　悦郎

　　　　　　　　　　　　慶磨大学医学部産婦人科　　　　名取　道也，小林　俊文

　　　　　　　　　　　　　　　　　IVFLET（VIII）：

　［演題1－24～28］（10：10～11：00）　座長　大野　虎之進（倉本記念病院・産婦）

1－24．ホルモン基礎値と体外受精・胚移植の予後との関連に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院産婦人科　　○東梅　久子，奥野　　隆，高橋　敬一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児島　孝久，佐藤　孝道

1－25．卵巣刺激周期における卵胞期血中Progesterone値とembryo　qualityとの関連、性

　　　　　　　　　　　鳥取大学医学部産科婦人科　　○吉田　壮一，高尾　成久，片桐千恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池成　孝昭，関島　秋男，岩部　富夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大野原良昌，戸田　稔子，原田　　省

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見尾　保幸，寺川　直樹

1－26．GnRHa－HMG－HCG法を用いた体外受精一胚移植におけるE2初期一上昇群の治療成績について

　　　　　　　　　　　　　　　徳島大学産婦人科　　○小林　津月，村山　眞治，石川ひろ美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山野　fl多司，青野　敏博

1－27．体外受精における潜在的卵胞発育不良症例に対する成長ホルモンの重要性

　　　　　　　　　杏林大学医学部産婦人科学教室　　○神野　止雄，吉村　泰典，生方　良延

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩川　滋達，南野　智徳，安藤　　索

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苅部　正隆，中村　幸雄

1－28．ハムスター卵子の加齢とその受精能との関係について

　　　　　　　　H本大学農獣医学部動物細胞学教室　　○斉藤　優子，佐藤　嘉兵

　　　　　　　　　　　　　　第II会場（コンコードA）

　　　　　　　　　　　　　　　　　受精・着床（1）：

　　　　［演題II－11～14］（9：00～9：40）　座長　田中　憲一（新潟大・産婦）

II－11．精巣上体尾部精子回収法の有用性についての検討

　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　　○鷹野　和哉，田中　　温，永吉　　基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩見　秀明，1・日中威づみ，竹本　洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高崎　博幸

II－12．重症男性不妊症におけるPZD（透明帯開孔術）およびSZI（囲卵胞内精子注入）の臨床

　　　　成績

　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　　○永占　　基，田中　　温，塩見　秀明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中威づみ，竹本　洋一，鷹野　和哉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i昏jlll奇　　博幸

II－13．重症男性不妊症における卵細胞質内精r・注人（OI）の臨床成績

　　　　　　　　　　　　セントマザー産婦人科医院　　○田中　　温，永占　　基，塩見　秀明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中威づみ，竹本　洋一，鷹野　和哉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高崎　博幸
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II－14．透明帯切除術（Partial　Zona　Desection）の臨床応用

II－15．

II－16。

セントマザー産婦人科医院 ○塩見　秀明，田中　　温，永吉　　基

　田中威づみ，竹本　洋一，鷹野　和哉

　高崎　博幸

　　　　　　　　　　　　　　受精・着床（II）：

［演題II－15～19］（9：40～10：30）　座長　広井

顕微受精法による男性不妊の治療

　　　　　　　　　Century　City　Hospital

　　　　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科

　　　　　　　　明治大学農学部生殖工学研

当院における顕微受精の試み

　　　　　　　　　相模原協同病院産婦人科

II－17．当科における顕微受精の試み

　　　　　　　　　　大阪医科大学産科婦人科学教室

II－18．顕微授精における透明帯の意義

　　　　　　　　　山形大学医学部産科婦人科学教室

○小林

　佐賀

　尾川

正彦（山形大・産婦）

…
彦，D．　L．　HilL　C．　M．　Rothman

正彦

昭三

○望月　愛郎，松信　　晶，三宅　崇雄

　佐藤　芳昭，大沢　章吾

○鈴木

　太田

　山ド

○斉藤

　斉藤

　鈴木

佳彦，宮崎　和典，杉山

　栄、、奥田　弘賢金子

英俊，高原　得栄，杉本

英和，平山

隆和，田中

占也，広井

修成

卓嗣

　修

寿雄，小池　数与

栄一，野原　　理

正彦

II　一　19．マウス卵朔用卵腔内精f一注入法における注入精r一数と受精率に関する検討

　　　　　　　　　　　　　山形大学医学部産婦人科　　○平山　寿雄，斉藤　英和，川越慎之助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広井　正彦

　　　　　　　　　　　　　　受精・着床（III）

［演題II－20～23］（10：30～11：10）　座長　森 崇英（京都大・産婦）

II　－20．ヒト卵丘細胞間マトリックスに対するモノクローナル抗体の作成とその性状分析

　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学産婦人科　　○長谷川昭子，井上みゆき，香山　浩二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　礒島　晋三

II－21．　SOD，　Thioredoxinによるマウス2－cell　block解除の機序一細胞周期制御機構からの解析一

　　　　　　　　京都大学医学部婦人科学産科学教室

　　　　　　　　　同基礎生物学研究所生殖研究部門

II－22．マウス胚ミトコンドリアの集合について

　　　　　　　　京都大学医学部婦人科学産科学教室

○夏山　　知，野田　洋一，森　　崇英

　山一ド　正兼，長濱　嘉孝

○都倉　　隆，野田　洋一，後藤　康夫

　森　　崇英

II－23．子宮内膜内移植後のマウス胚発育

　　　　　　　　京都大学医学部婦人科学産科学教室　　○後藤　康夫，野田　洋一，都倉　　隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　　崇英
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　　　　　　　　　　　　　　　　　受精・着床（IV）：

　　［演題II－24～27］（11：10～11：50）　座長　友田　　豊（名古屋大・産婦）

II　－24．家兎子宮内へのLipiodol－UF注入が受精および着床におよぼす影響について

　　　　　　　　日本大学農獣医学部獣医生理学教室　　○鮫島　弘美，成相　孝一，金山　喜一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠藤　　克，佐久間勇次

II－25．ラット子宮内膜の再生と巨大ライソゾームとの関係

　　　　　　　　　　　日本医科大学産婦人科学教室　　〇五十嵐俊夫，可世木久幸，荒木　　勤

　　　　　　　日本医科大学中央電子顕微鏡研究施設　　　佐藤　　茂，相原　　薫

II－26．着床過程におけるカルシウムおよびラミニンの役割

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福井医科大学　　○根上　　晃，佐々木博正，富永　敏朗

II－27．マウス子宮内膜の胚受容能発現機序の検討

　　　　　　　　京都大学医学部婦人科学産科学教室　　○塩谷　雅英，野田　洋一，成本　勝彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬岡　　陽，井田　憲司，森　　崇英

　　　　　　　　　　　　　　　　　受精・着床（V）：

　［演題II－28～31］（12：50～13：30）　座長　石島　芳郎（東京農大・生物生産）

II－28．ヒト絨毛細胞とマウス胚の共培養系におけるハッチング促進機序の解明に関する検討

　　　　　　　　　　　　　　　浜の町病院産婦人科　　○森下　哲哉，中村　兀一一一・

　　　　　　　　九州大学医学部婦人科学産科学教室　　　横山　幹文，野崎　雅裕，佐野　正敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中野　仁雄

II－29．至適共培養条件に関する検討

　　　　　　　　　鹿児島大学医学部産婦人科学教室 ○山元　慎一，竹内　一浩，

　森　　明人，沖　　利通，

　砂原　昭一，堂地　　勉，

福元　清吾

中村佐知子

永田　行博

II－30．マウスにおける腹腔マクロファージの胚発育に及ぼす影響

　　　　　　　　　熊本大学医学部産科婦人科学教室　　○本田　律生，松浦　講平，福松　之敦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楊　　桂云，岡村　　均

II－31．マウス2細胞期胚と家兎卵管上皮細胞の共培・養に関する研究

　　　　　　　　　東北大学医学部産科婦人科学教室　　○千田　定則，舩山由有子，寺田　幸弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　　正，田村みどり，陳　　偉業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上　　節，萬代　泰男，戸澤　秀夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深谷　孝夫，矢嶋　　聰

　　　　　　　　　　　　　　　　　受精・着床（VI）：

　　［演題II－32～34］（13：30～14：00）　座長　富永　敏朗（福井医大・産婦）

II－32．無血清培地における妊娠期脱落膜細胞のプロスタグランディン産生について

　　　　　　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科　　○石原　　理，飯野　好明，松岡　菊美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田谷　順子，木下　勝之



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（699）　139

11－33．ヒト妊娠初期脱落膜におけるエンドセリンー1（ET－1）およびET受容体の発現

　　　　　　　　　　　　東京医科歯科大学産婦人科　　○久保田俊郎，鎌田　周作，田口　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂本　秀一，清水　康史，己斐　秀樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麻生　武志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同第二内科　　　今井　泰平，平田結喜緒，丸茂　文昭

II－34．　Trophoblastic　tissueよりのインヒビン産生の臨床的考察

　　　　　　　　　　　　　　　モナッシュ大解剖学　　〇八日市谷隆

　　　　　　　　　　　　　　　　　第III会場（花A）

　　　　　　　　　　　　　　　　精巣・性ホルモン（1）：

　　　［演題III－18～20］（9：00～9：30）　座長　守殿　貞夫（神戸大・泌尿）

III－18．幼若ラットにおける左側腎静脈の部分的閉鎖（実験的精索静脈瘤）が思春期の精巣に及ぼす

　　　　影響

　　　　　　　　　　　筑波大学臨床医学系泌尿器科　　○武島　　仁，真鍋　文雄，赤座　英之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小磯　謙吉

III　一　19．実験的片側性精索捻転の対側精巣障害一Flow　Cytometryによる定量的解析一

山口大学医学部泌尿器科学教室

III－20．精索静脈瘤に対する人工塞栓術

三信会原病院泌尿器科

　　　　　同放射線科

九州大学病院放射線科

　○鎌田

　　石津
’

　　内藤

清治，臼瀧　　敬，植野　卓也

和彦，馬場　良和，瀧原　博史

克輔

○小松　　潔，山口　秋人，原　　三信

　占川　達也

　蓮尾　金博

　　　　　　　　　　　　　　　　精巣・性ホルモン（II）：

　　　［演題III－21～24］（9：30～10：10）　座長　小磯　謙吉（筑波大・泌尿）

III　－21．超音波カラードップラー法の精索静脈瘤診断に対する有用性

　　　　　　　　　　山口大学医学部泌尿器科学教室　　○白瀧　　敬，鎌田　清治，植野　卓也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石津　和彦，馬場　良和，瀧原　博史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内藤　克輔

III－22．精索静脈瘤における内分泌学的検討；手術効果とLH－RH　test

神戸大学泌尿器科

　　　　　　　　　　　淀川キリスト教病院泌尿器科

III－23．精索静脈瘤術前術後のLH－RHテスト

　　　　　　　　　　　　　千葉大学医学部泌尿器科

深谷赤十字病院泌尿器科

○林

　奥田

　松本

　今西

○市川

　島崎

　角谷

晃史，神崎　正徳，田中　宏和

喜啓，藤澤　正人，岡田　　弘

　修，守殿　貞夫

　治

智彦，北川　憲一，始関　吉生

　淳，高原　正信

秀典
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III－24．精索静脈瘤の腹腔鏡下手術による治療経験

　　　　　　　　　昭和大学医学部泌尿器科学教室 ○渡辺　政信，船橋健二郎，

　石旧　　條，吉田　英機

渡辺賀寿雄

　　　　　　　　　　　　　　　精巣・性ホルモン（III）：

　　［演題III－25～29］（10：10～11：00）　座長　岩動　孝一郎（大阪医大・泌尿）

III－25．停留精巣における精巣の病理組織学的検討一特に年齢と停留精巣部位との関係について一

濁協医科大学越谷病院小児外科

III－26．加齢に伴う造精機能の変化についての検討

　　　　　　　　　　　　　札幌医科大学泌尿器科

三樹会病院

○大橋　　忍，長島　金二，土屋　博之

　小笠原忠彦

○新田

　南部

　熊本

　丹田

俊一，赤樫圭吾，立木仁
明民，伊藤　直樹，丸田　　浩

悦明

　均

III－27．　In　vitro　Sertoli細胞機能のFSH，　testosteroneおよびestrogenによる分泌調節

　　　　　　　　　　　　　札幌医科大学泌尿器科　　0立木　　仁，赤樫　圭吾，新田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南部　明民，伊藤　直樹，丸田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本　悦明

III－28．シクロスポリン，アザチオプリン，ミゾリビンのラット造精機能へ及ぼす影響

　　　　　　富山医科薬科大学医学部泌尿器科学教室　　○岩崎　雅志，布施　秀樹，片山

III－29．　Gossypolの造精機能におよぼす影響

枚方il了民病院泌尿器科

大阪医科大学泌尿器科

○砺波

　高崎

　清水

　　　　　　　　　　　　　精巣・性ホルモン（IV）

［演題III－30～32］（11：00～11：30）　座長　熊本

俊一

浩

喬

博一

　登，’1弓卜　　景，ヒ野　信之

　篤，岩本　勇作，岩動孝一郎

悦明（札幌医大・泌尿）

III－30，精子減少症患者における血中FSH，　LH，　Testosterone値とその治療成績について

　　　　　　　　　　　　　　　　　同済医科大学　　OJ．　M．　Teng，　W．　J．　Xia

　　　　　　　　　　　日本大学医学部産婦人科教室　　　佐藤　和雄，高木　繁夫

III－31．特発性男子不妊症に対するMecobalamine多量投与の有効性

　　　　　　　　　　　　　　　　慈恵医大柏病院　　○小寺　重行，御厨　裕治，金子　　立二

III－32．乏精子症に対するclomiphen　citrateの治療効果と内分泌環境の検討一特にestradiolの意義

　　　　について一

　　　　　　　　　　　　　札幌医科大学泌尿器科　　○伊藤　直樹，“ll木　　仁s南部　明民

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新田　　俊一，赤樫　　老吾，　丸田　　　浩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本　悦明
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　　　　　　　　　　　　　　　精巣・性ホルモン（V）：

　　［演題III－33～35］（11：30～12：00）　座長　大島　博幸（東京医歯大・泌尿）

III－33．補中益気湯の精子運動機能に対する効果の検討一精子機能検査法（Penetrak　test，　HOS　test，

　　　　CASA）を用いて一

　　　　　　　　　　　　　宝塚市立病院産婦人科　　○柴原　浩章，塩谷　朋弘，伊熊健一郎

III－34．男性不妊症に対する補111益気湯の効果

　　　　　　　　　　　済生会下関総合病院産婦人科　　○高崎　彰久，蔵本　武志，平塚　圭祐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森岡　　均

III－35．特発性男性不妊症における柴苓湯および十全大補湯の効果

　　　　　　　　　　　燭協医科大学泌尿器科学教室　　○金子　克美，荒片　哲也，鈴木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高崎　悦司

　　　　　　　　　　　　　　　精巣・性ホルモン（VI）：

　　　［演題III－－36～40］（13：00～13：50）　座長　宮川　征男（鳥取大・泌尿）

III　一　36．男性不妊検査におけるMR　I検索法の有効性

　　　　　　　　慶慮義塾大学医学部産婦人科学教室　　0末岡　　浩，小林　俊文，名取

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森定　　優，野澤　志朗

m－37．男性不妊症患者の精巣生検組織stamp法による細胞診の検討

長崎大学泌尿器科

　　　　　　　　　　　　　　　桜町病院泌尿器科

III－38．無精子症患者の内分泌学的および組織学的検討

　　　　　　　　　　　　　　　　山形大学泌尿器科

徹

道也

○江口　　二．朗，野f昊浩一郎，井川　　　掌

　西村　直樹，金武　　洋，斎藤　　泰

　広瀬　　建

○笹川五十次，安達　裕一，石郷岡　学

　中田　瑛浩

III－39。洗浄濃縮および凍結保存の精r一運動能，受精能にあたえる影響

聖マリアンナ医科大学産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同泌尿器科

III－40．精巣肥満細胞増多症の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　西尾市民病院泌尿器科

　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学泌尿器科

○近藤　俊彦，石塚　文平，渡辺　研一

　大野　祐子，堀越　裕史，栗林　　靖

　斉藤寿一郎，房間　茂由，石田　徳人

　浜田　　宏

　胡田　　通，岩本　晃明

○長井　辰哉，榊原　敏文

　三嶋　　敦，三宅　弘治

　　　　　　　　　　　　　　　　第IV会場（花B）

　　　　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（VIII）：

　　　［演題IV－16～19］（9：00～9：40）　座長　梅田

IV－16．卵胞液添加による精子細胞内Free－Ca濃度の変化

　　　　　　　　　　　　　　　徳島大学産婦人科　　○南

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林

隆（帝京大・泌尿）

　晋，村山　眞治，石川ひろ美

津月，山野　修司，青野　敏博
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IV－17．精子の運動に与えるカルシウムイオンとサイクリックAMPの役割

　　　　　　　　　　帝京大学医学部泌尿器科学教室　　○石田　克美，友政　　宏，矢崎　恒忠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梅田　　隆

IV－18．　Caffeine，　Angiotensin　II，c－AMPの精子運動能に対する影響一Cell　soft　systemによる解析

　　　　（凍結保存との関連について）

　　　　　　　　　　　香川医科大学泌尿器科学教室　　○杉元　幹史，乾　　政志，桑田　善弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　空本　慎慈，安元　章浩，竹中　生昌

IV－19．薬物添加の精子運動への影響

　　　　　　　　　　　　　千葉大学泌尿器科学教室　　○始関　吉生，北川　憲一，市川　智彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高原　正信，島崎　　淳

　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（IX）嗣

［演題IV－20～22］（9：40～10：10）　座長　岡田 耕市（埼玉医大・泌尿）

IV－20．ヒト卵胞液添加の精子機能に与える影響について

　　　　　　　　　聖マリアンナ医大産婦人科学教室　　○栗林　　靖，石塚　文平，石田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　房間　茂由，斉藤寿一郎，堀越

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大野　祐子，近藤　俊彦，浜田

IV－21．新しい先体反応誘起法（密封ガラス管内インキュベーション法）の開発とその検討

セントマザー産婦人科医院

IV－22．顕微受精に使用する生存先体精子獲得について

　　　　　　　　　　　　河内総合病院不妊センター

関西医科大学産科学婦人科学教室

○田中威づみ，

　塩見　秀明，

　高崎　博幸

○森本

　牧野

　小山

　堀越

　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（X）：

［演題IV－23～27］（10：10～11：00）　座長　穂坂

義晴，

　滋，

竜一，

順彦，

徳人

裕史

　宏

田中　　温，永吉　　基

竹本　洋一，鷹野　和哉

山崎　雅友，桑名　博士

長尾　幸一，宮田　広敏

當仲　正丈，森本　武晴

椹木　　勇

正彦（横浜市大・泌尿）

IV－23．ブタ卵管上皮培養細胞がヒト精子運動能に及ぼす影響

IV－24．

鹿児島大学医学部付属病院産婦人科

ヒト精液液化機構に関する研究

　　　　　帝京大学医学部泌尿器科学教室

明治薬科大学第一生化学教室

○沖

　福元

　砂原

○押尾

　遠山

　梅田

　松田

利通，

清吾，

昭一，

森　　明人，山元　慎一

竹内　一浩，中村佐知子

堂地　　勉，永田　行博

　茂，友政　　宏，四倉　正巳

裕一，山本　敦洋，矢崎　恒忠

　隆

兆史，秋浜　澄行

IV－25．　Sperm　survival　testに及ぼす精漿の影響についての検討

　　　　　　　　　　　　　長崎大学産科婦人科教室　　○布施　正樹，石丸　忠之，山邊　　徹
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IV－26．コンドーム中における精子直進運動率の変化

　　　　　　　　　　　　　群馬大学産婦人科学教室

IV－27．　Heat－shock　proteinsのヒト精子における発現

　　　　　　　　　　　　　　　秋田大学産婦人科

○宇津木利雄，中島　敬和，伊吹　令人

○福田　　淳，Isik　Tasdemir

　児玉　英也，松井　俊彦

　Murat　Tasdemir，関根　和子

　清水　　靖，樋口　誠一

　　　　　　　　　　　　　　　　精子・排精（XI）：

［演題IV－28～32］（11：00～11：50）　座長　佐藤 章（福島県立医大・産婦）

IV－28．ヒト体外受精における抗精子抗体検出の重要性（酵素抗体法による抗精子抗体検出の考察）

　　　　　　　　　　　　　　　杏林大学産婦人科　　○南野　智徳，神野　正雄，生方　良延

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　春彦，吉村　泰典，中村　幸雄

IV－29．女性不妊患者血清中の精子不動化抗体と反応する精子の抗原の解析

秋田大学産婦人科

IV－30．膿精子症における精漿中のInterleukin　8（IL－8）

　　　　　　　　　　　　　大阪大学医学部産婦人科

IV－31．精子の糖質（フコイジン）結合蛋臼の分析

　　　　　　　　　　　　　　　秋田大学産婦人科

OIsik　Tasdemir，福田　　　1早

　児玉　英也，関根　和子，松井　俊彦

　Murat　Tasdemir，清水　　靖

　樋口　誠一

○下屋浩一郎，筒井

　谷口　　武，根木

　岡田　恭芳，大橋

　佐治　文隆，谷澤

建紀，富山

玲子，脇本

一友，松崎

　修

達大

昭憲

　昇

○児玉　英也，福田　　淳，松井　俊彦

　関根　和子，Isik　Tasdemir

　Murat　Tasdemir，樋口　誠一

IV－32．精子核クロマチン解析に対するAcridine　Orange染色の有用性

　　　　　　　　　　福島県立医科大学産婦人科教室　　○片寄　治男，柳田　　薫，星

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　　章

　　　　　　　　　　　　　　家畜繁殖（1）．

［演題IV－33～35］（13：00～13：30）　座長　内海 恭三（京都大・畜産）

IV－33．ウシ体外受精用培地へのGPM（Gamete　Preparation　Medium）の導入

　　　　　　　　　　　　　　　福井県畜産試験場　　○前田　淳一，小林　修一

　　　　　　　　　　　　　　　　　福井医科大学　　　根上　　晃，富永　敏朗

IV－34．ウシIVF由来胚の凍結保存一trehalose添加の胚凍結に対する効果一

　　　　　　　　　　　　　　　福井県畜産試験場　　○小林　修一，前田　淳一

　　　　　　　　　　　　　　　　　福井医科大学　　　根上　　晃，富永　敏朗

IV－35．　GnRH類縁物質の徐放剤による犬の繁殖機能の調節

　　　　　　大阪府立大学農学部獣医臨床繁殖学教室　　○権田　昌弘，稲葉　俊夫，森

　　　　　　　滋賀医科大学医学部附属動物実験施設　　　鳥居　隆三

和彦

純一
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第V会場（花C）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　免疫（1）：

　　　　［演題V－18～21］（9：00～9：40）　座長　工藤　尚文（岡山大・産婦）

V－18．難治性不妊症例における自己免疫因子の検討

　　　　　　　　　　名古屋大学医学部分院産婦人科　　0福垣　洋行，塚原慎一郎，山ロ　ー雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲垣　資郎，中村　潔史，近藤　育代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅沼　信彦

　　　　　　　　　　　名占屋大学医学部産婦人科　　　北川　武司，廣岡　　孝，古井　憲司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花井　一夫，浅田　義正，友田　　豊

V－19．抗リン脂質抗体陽性反復流産患者における抗GM3抗体の存在

　　　　　　　　　名古屋市立大学産科婦人科学教室　　○尾崎　康彦，青木　耕治，青山　朋美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平尾有希恵，八神　喜昭

V－20．正常経産婦及び習慣流産婦人単核球におけるリンホカイン分泌能一ヒト絨毛細胞の増殖に及

　　　　ぼす効果

　　　　　　　　　　　　　　　札幌医大産婦人科　　○金谷　美加，福江ひろみ，水沼　iE弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井　美穂，山本　　弘，田rti昭一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一工藤　隆一

V－21．免疫治療後，体外受精一胚移植にて妊娠分娩した反復流産患－者の1例

　　　　　　　　　　済生会神奈川県病院産婦人科　　○小林　浮…，吉村　慎一，斉藤　美和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小西　康博，中野真佐男

　　　　　　　　　　　　　　　　免疫（II）

［演題V－22～25］（9：40～10：20）　座長 八神　喜昭（名古屋市大・産婦）

V－22．フローサイトメーターによる妊婦血清中の抗胎児リンパ球抗体に関する検討

　　　　　　　　慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室　　○岩崎　賢一，牧野　恒久，松林　秀彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小沢　伸晃，梅内　正勝，野澤　志朗

V－23．新生仔胸腺摘出（NTx）マウスの自己免疫性卵巣炎（NTx卵巣炎）におけるeffector細胞

　　　　とsuppressor細胞の解析

　　　　　　　　　　　　九州大学医学部泌尿器科　　○坂本　泰樹，熊澤　浮一

　Dept．　of　lmmunol．，　St．　Jude’s　Hospital＆Res．　Ctr．　　Hedy　Smith

　　　　　　Dept．　of　Pathology，　Univ．　of　Virginia　　　Kenneth　S．　K．　Tung

　　　　　　　　　　　　　　　日本生物科学研究所　　　笠井　健吉

V－24．IUDの避妊機序に関する免疫組織化学による検討

　　　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学産婦人科○秋山芳晃，松本和紀，後藤誠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川嶋　JiE成，川勝　雅秀，許山　浩司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　直生，楠原　浩二，寺島　芳輝

V－25，妊娠初期絨毛における補体制御因fの分布

　　　　　　　　　　　　岡山大学産科婦入科学教室　　○錦織　恭f－，長谷川　淳，片山　隆章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新谷　恵司，野間　　純，清水　健治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工藤　尚文
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　　　　　　　　　　　　　　　免疫（III）：

［演題V－26～29］（10：20～11：00）　座長　山中 英寿（群馬大・泌尿）

V－26．精子不動化抗体の精巣上体精子に対する反応性について

　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学産婦人科　○亀田　絹，小森慎二，辻　芳之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香山　浩二，礒島　晋三

　　　　　　　　　　　　　　　神戸大学泌尿器科　　　松本　　修，守殿　卓夫

V－27．精子不動化および受精阻害モノクローナル抗体くMAb　IGI2）が認識する精子膜蛋白抗原の

　　　　解析とその遺伝子クローニング

　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学産婦入科　　○小森　慎二，阪田　和子，亀田　　絹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辻芳之，香山浩二，礒島晋三
　　　　　　　　　　　　　近畿中央病院産婦人科　　　田路　秀明

V－28．Immunomodulatorとしてのヒト精漿中Fcレセプター

　　　　　　　　　　　徳島大学医学部産科婦人科　　○前田　信彦，平野　浩紀，前川　正彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大頭　敏文，鎌田　正晴，青野　敏博

V－29．抗核抗体と不妊症

　　　　　　　　　岡山大学医学部産科婦人科学教室　　○片山　隆章，浅桐　和男，長谷川　淳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　錦織　恭子，新谷　恵司，野間　　純

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水　健治，工藤　尚文

　　　　　　　　　　　　　　プロラクチン（1）：

［演題V－30～32］（13：00～13：30）　座長　相良 祐輔（高知医大・産婦）

V－30．MelatoninのProlactin分泌機構に関する検討

　　　　　　　　　　高知医科大学産科婦人科学教室　　0岡谷　裕二，相良　祐輔

V－31．高プロクラチン血症婦人における排卵障害の機序の検討

　　　　　　　　　　　徳島大学医学部産科婦人科　　○松崎　利也，米田　直人，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横山　裕司，斎藤誠一郎，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安井敏之，東敬次郎，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青野　敏博

V－32．黄体期中におけるPRL測定の臨床的意義について

　　　　　　　　　　　北海道大学医学部産婦人科　　○林　　正路，桜田　芳弘，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤本征一郎

　　　　　　　　　　　　　　プロラクチン（II）：

［演題V－33～35］（13：30～14：00）　座長　高山

桑原　　章
を黍月i　苛文ミ台

苛原　　稔

田中　俊誠

雅臣（東京医大・産婦）

V－33．高TSH値を伴った高PRL血症の一妊娠例
　　　　　　　　　　　　　　tl1梨医科大学産婦入科　　○小川　恵吾，永井聖一郎，笠井　　剛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木下　俊彦，加藤　順三
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V－34．高プロラクチン血症におけるプロモクリプチンの投与法と血中濃度（夜間採血）の検討

　　　　　　　　　　昭和大学藤が丘病院産婦人科　　○清水　　篤，船津　雅幸，楢林　充子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田口　　敦，田村　和司，宮川善二郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　武彦，野嶽　幸正

V－35．Bromocriptine（0．625mg）肛門坐薬の原発月経困難症への治療効果

　　　　　　　　　　　　国立名古屋病院産婦人科　　○戸谷　良造，三輪　　是，鈴置　洋三

　　　　　　　　　　　　　　　　　第VI会場（宴）

　　　　　　　　　　　　　　診断・検査（1）：

［演題VI－19～22］（9：00～9：40）　座長　荻田 幸雄（大阪市大・産婦）

VI－19．不妊症婦人　特に無排卵周期症患者の骨密度測定（DEXA法）の意義について

　　　　　　西恵会西川婦人科内科クリニック婦人科　　○中村　亨史，伊藤　文俊，岡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗林　裕之，西川　　潔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同放射線科　　　下山　勝巳

VI－20．妊娠周期ならびに非妊娠周期における子宮動脈血流動態の変化の検討

　　　　　　　人阪市立大学医学部産科婦人科学教室　　○藤野　祐司，伊藤　文俊，松岡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小嶋　哲矢，荻田　幸雄

　　　　　　　　　　　　　　住吉市民病院産婦人科　　　康　　文豪

VI－21．若年卵巣悪性腫瘍患者の性機能の検討

　　　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学産婦人科　　○川嶋　IE成，松本　和紀，落合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後藤　　誠，秋山　芳晃，許山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川勝　雅秀，楠原　浩二，安田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺島　芳輝

VI－22．原発性肺扁平L皮癌に由来する生理活性を有するhCGα・β複合体の特性

　　　　　　　　　　　　　　　東京大学母子保健学　　○福岡　秀興，日暮　　眞

　　　　　　　　　　　　　　香川医科大学第一内科　　　玉木　美穂，山岸　善文，村尾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高原　二郎

　　　　　　　　　　　　　　診断・検査（II）：

［演題VI－23～27］（9：40～10：30）　座長　荒木

VI－23．

VI－24．

勤（日本医大・産婦）

知子

逸子

和徳

浩司

　允

考児

当院の不妊診療における妊娠例の検討（HSG検査施行後の妊娠例を中心として）

　　　　　　　　　国立横浜東病院産婦人科　　○小竹　和美，高野　　昇，上杉　健哲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　宏一，漢那磨理意，田嶋　達矢

ヒステロファイバースコープによる子宮内膜腺開11と血管像パターンの評価および不妊症，

不育症患者のスクリーニング検査への応用

　　　　　　　　　　　　　　広島大産婦　　○原　　鐵晃，大畠　清久，児玉　尚志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹中　雅昭，E田　克憲，岡本　悦治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大濱　紘三
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VI－25．当教室におけるFallopian　Tube　Recanalizationの成績

　　　　　　　　　　三重大学医学部産婦人科学教室　　○浜口　元昭，寺田　　厚，箕浦　博之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野村　浩史，伊東　雅純，豊田　長康

　　　　　　　　　　　　　　　　同放射線科学教室　　　加藤　憲幸

VI－26．当院における腹腔鏡症例の検討

　　　　　　　　　　　　富山県立中央病院産婦入科　　○舟本　　寛，佐竹紳一郎，小嶋　康夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金井　浩明，中野　　隆，舘野　政也

VI－27．原発性無月経に対する腹腔鏡下超音波検査の意義

　　　　　　　　　　　　　　日本医科大学産婦人科　　○小川　秀臣，可世木久幸，大坪　保雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石川みずえ，高橋　英彦，荒木　　勤

　　　　　　　　　　　　　　　　　診断・検査（III）：

　　［演題VI－28～31］（10：30～11：10）　座長　清水　哲也（旭川医大・産婦）

VI－28．重水素標識Testosteroneによる微量定量法について

　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田産婦人科病院　　○小川　誠一，鎌田　昌平

VI－29．男子不妊症患者の経直腸的超音波所見の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　京都大学泌尿器科　　○大西　裕之，中村　健一，小倉　啓司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒井　陽一，吉田　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　北野病院泌尿器科　　　堀井　泰樹

VI－30．男子不妊症患者における前立腺超音波断層法の検討

　　　　　　　　　富IIi医科薬科大学医学部泌尿器科　　○風間　泰蔵，太田昌一郎，酒本　　護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　布施　秀樹，片山　　喬

VI－31．マウス着床前期胚に対するbiopsy法の検討

　　　　　　　東邦大学医学部第一産科婦人科学教室　　O雀部　　豊，矢野ともね，安部　裕司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼井　　彰，池永　秀幸，片山　　進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久保　春海，百瀬　和夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　診断・検査（IV）：

　　［演題VI－32～35］（11：10～11：50）　座長　畑　　俊夫（埼玉医大・産婦）

VI－32．新しい尿中微量LH簡易検出キット（シュア・ステップLH）の臨床的有用性に関する検討

　　　　　　　　　　　　山形県立河北病院産婦人科　　○小田　隆晴，太田　信彦，赤塚　和彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大野　　勉

VI－33．尿中LH簡易測定キット（エルチェック⑭）の臨床的検討

　　　　　　　　　　　　　横浜南共済病院産婦人科　　○飛鳥井邦雄，片桐　信之

　　　　　　　　　　　　　　　　横浜市大産婦人科　　　近藤　芳仁，植村　次雄，水口　弘司

VI－34．デンシトメーターによるエルチェックを用いた尿中LHの定量化の試み

　　　　　　　　　　　　　近畿大学医学部産婦人科　　○石川　元春，高瀬規久也，赤井　正彦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三橋　洋治，新屋敷　康，星合　　昊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田起一郎
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VI－35．　azoospermiaの1症例

浜松医大泌尿器科

東京大学泌尿器科

○寺田　央巳，栗田

　山口　安三，牛山

　河辺　香月

　田島　　惇，阿曽

　　　　　　　　　　　　　　診断・検査（V）．

［演題VI－－36～38］（13：00～13：30）　座長　椹木

VI－36． CUEによる排卵予知の検討

　　　東邦大学医学部第2産婦人科学教室

VI－37．黄体機i能不全における各種パラメーターの検討

　　　　　　　　　　　　　埼玉医科大学産婦人科

　豊，影山　慎二

知己，鈴木　和雄

佳郎

勇（関西医大・産婦）

○伊原佐江子，川村

　大熊　永子，岩垣

　中込　　才，小倉

　良，天明　麻子

史江，三島眞喜子

久男

○佐久間　洋，梶原　　健，

　出辺　博子，田島　秀郎，

　小倉　一仁，渡辺　：芳明，

　堀　VJ　　　　　　　　を告，　　　木目，馬　　　　　」黄日月，

吉松　春彦

堀中　俊孝

平野　iE子

畑　　俊夫

VI－38．　EIA法（MS－18）によるエスi・ラジオール測定の臨床的検討

近畿大学医学部産婦人科学教室 ○赤片　正彦，石川　元春，高瀬規久也

　三橋　洋治，新屋敷　康，星合　　昊

　野田起一郎

第VII会場（雅）

　　　　　　　　　　　　　　　　　妊娠・流産（1）：

　　　［演題VII－12～16］（9：00～9：50）　座長　矢内原　巧（昭和大・産婦）

Vll－12．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

　　　　　　　　　　　医療法人　假野クリニック　　○假野　隆司，占殿　正子，奥山　恵子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石井みさ子

VII－13．原因不明習慣流産患者に対する大量人免疫グロブリン療法の作用機序に関する研究

　　　　　　　　慶慮義塾大学医学部産婦人科学教室　　○丸山　哲夫，牧野恒久，小沢　伸晃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松林　秀彦，斉藤　　優，野澤　志朗

VII－14．流産胎児の染色体異常一原因不明習慣流産患者における免疫療法後流産例の検討一

　　　　　　名古屋市立大学医学部産科婦人科学教室　　○岡田　節男，種村　光代，飯田　忠史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鷲見　　整，生川　剛史，梶浦　詳二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青木　耕治，鈴森　　薫，八神　喜昭

VII－15．我々の教室における反復流産に対するスクリーニング検査及び治療の評価

　　　　　　　　　聖マリアンナ医科大学産婦人科　　○徳山　真弓，林　　和彦，’｝那嶺京子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀越　裕史，栗林　　靖，斉藤寿一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石塚　文平，浜出　　宏
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VII－16．流産予防法としての甲状腺剤療法

　　　　　　　　神戸大学医学部産科婦人科学教室 ○山辺　晋吾，片山　和明，山口　　聡

　阿江　　孝，萬代喜代美，丸尾　　猛

　望月　眞人

　　　　　　　　　　　　　　　　妊娠・流産（II）：

［演題VII－17～21］（9：50～10：40）　座長　岡田

VIト17． 当科を受診した反復流産患者の統計的検討

　　　　　　札幌医科大学産婦人科学教室

VII－18．卵管検査周期の妊娠例

VII　一　19．

岡al　［1i央病院産婦人科

当院における腎移植後の妊娠・分娩例

　　　　　　金沢医科大学産科婦入科学教室

VII－20．卵管妊娠に対するMTX局所注入療法の試み

　佐賀医科大学産婦入科

　　ヒ五島病院産婦人科

高邦会高木病院産婦人科

弘二（京都府立医大・産婦）

0山本　　弘，井上　雄子，福江ひろみ

　金谷　美加，水沼　tll弘，藤ナ1：美穂

　出中　昭一，rr藤　隆一

○伊原　直美，林　　伸旨，西条　仁子

　金重恵美f

○羽根　淳治，福間　秀昭，上田由生子

　吉田　勝彦，井浦　俊彦，高林　晴夫

　桑原　惣隆

○野見山真理，杉森　　甫

　宗　　完子

　巾村加代子

VH卜21．初期妊娠におけるXIII因子の役割に関する研究一先天性第XIII因子欠損症患者症例の解析一

　　　　　　　　　　　浜松医科大学産婦人科学教室　　○朝比奈俊彦，川口　欽也，中島　彰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寺尾　俊彦

　　　　　　　　　　　　　　　妊娠・流産（III）

［演題VII－－22～25］（10：40～11：20）　座長　木下

VII－22．

Vll－23．

VII　一　24．

VII－25。

不妊症治療による妊娠例の統計的解析

　　埼k医科大学総合医療センター産婦人科

イ・妊症治療による多胎妊娠例の検討

　　埼玉医科大学総合医療センター産婦人科

勝之（埼玉医大・産婦）

○斉藤　正博，石原　　理，飯野　好明

　高木　章美，須野　敏章，田谷　順子

　新藤明子，木F勝之

○高木　章美，石原　　理，飯野　好明

　斉藤　正博，須野　敏章，田谷　順子

　新藤　明子，木ド　勝之

不妊症における高アンドロゲン血症とその妊娠例の解析

　　　　　　　　秋田組合総合病院産婦人科　　○太田　博孝，加藤　充弘

人工妊娠中絶が初産の妊娠・分娩経過に及ぼす影響についての統計的検討

　　　　　　　昭利大学藤が丘病院産婦人科○宮川善二郎，清水篤，田口敦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田村　和司，船津　雅幸，羽田　義信

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　武彦，野嶽　幸正
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　　　　　　　　　　　　　　　　　妊娠・流産（IV）1

　　　［演題VII－26～29］（11：20～12二〇〇）　座長　平川　　舜（東邦大・産婦）

VII－26．抗リン脂質抗体陽性妊婦の子宮動脈血流速度波形に関する検討

　　　　　　　　　長崎大学医学部産科婦人科学教室　　○河野　雅洋，増崎　英明，石丸　忠之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1且1邊　　徹

VII－27．不育症と抗リン脂質抗体症侯群

　　　　　　　　慶磨義塾大学医学部産婦人科学教室　　○小沢　伸晃，牧野　恒久，丸山　哲夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩崎　賢一，野澤　志朗

　　　　　　　ヤマサ醤油（株〉診断薬部免疫研究室　　　松浦　栄次

VII－28．プロゲステロン含有二相性膣坐剤療法の臨床的検討

　　　　　　　横浜市立大学医学部産科婦人科学教室　　○平吹　知雄，平原　史樹，安藤　紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沢井かおり，植村　次雄，水口　弘司

　　　　　　　　　　　　　　星薬科大学薬剤学教室　　　岩田　政則，永井恒司

VII　一　29．母体血中hCGの増加率は排卵後第3週までにSP1のそれを下まわる

　　　　　　　　　　　　　　　　　大和市立病院　　○銀持　　稔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北里大学　　　川内　博人，中居　光生

　　　　　　　　　　　　　　　　　国立相模原病院　　　石川　稚一

　　　　　　　　　　　　　　　　　間脳・下垂体（1）：

　　　［演題VII－30～32］（13：00～13：30）　座長　青野　敏博（徳島大・産婦）

VII－30．　Interleukin　2のLHおよびProlactin分泌におよぼす影響について

　　　　　　　　慶慮義塾大学医学部産婦人科学教室　　○梅内　正勝，牧野　恒久，有澤　正義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　　優，野澤　志朗

VII－31．脳下垂体LH分泌細胞におけるCalmodulin　antagonistとPhorbol　esterの相互作用につい

　　　　て

　　　　　　　　慶慮義塾大学医学部産婦人科学教室　　○斉藤　　優，牧野　恒久，梅内　正勝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和泉俊一郎，野澤　志朗

W－32．培養ヒト子宮内膜のPRL産生に及ぼすandrogenの影響
　　　　　　　　京都大学医学部婦人科学産科学教室　　○生川　伸二，神崎　秀陽，刈谷　方俊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今井　公俊，畑LLI　博，小島　謙二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　狩谷　佳宣，岩井　正純，森　　崇英

　　　　　　　　　　　　　　　第VIII会場（あけぼの）

　　　　　　　　　　　　　　　　　卵子・排卵（1）：

　　　［演題VIII－17～21］（9：00～9：50）　座長　石田　一夫（新潟大・畜産）

VIII　一　17．　PMSG／hCG短期間連続投与によるマウスの過排卵誘起

　　　　　　　　　　　　　　　　　日大・医・衛生　　○伊藤　雅夫，丸　瑠璃子

　　　　　　　　　　　　　　　　東農大・生物産業　　　石島　芳郎，亀山　祐一
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Vill－18．マウス卵の表層穎粒のCytochalasin　Bによる放出抑制

　　　　　　　　　　　　　東邦大学医学部第二解剖　　○岡田　詔子，猪股賢一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　同第二産婦人科　　　三島真喜子，川村　　良

　　　　　　　帝京大学医学部附属溝口病院産婦入科　　　永江　　毅

VIII－19．哺乳動物の卵母細胞における表層粒の組織化学的観察

　　　　　　　　　　新潟大学農学部農業生産科学科　　○細江　実佐，新村

田一20．マウス卵子の機械的傷害に対する特異性

　　　　　　　　千葉県がんセンター血液化学療法科　　○小黒　昌夫
VIII－21．

　　　　　　　　　　新潟大学大学院自然科学研究科　　〇四谷伊公子

　　　　　　　　　　新潟大学農学部農業生産科学科　　　新村　末雄，石田　一夫

末雄，石田　一夫

ツニカマイシン添加培養液でコンパクションを起こしたマウス胚の割球接合に関する研究

　　　　　　　　　　　　　　　　卵子・排卵（II）：

［演題VIII－22～26］（9：50～10：40）　座長　麻生 武志（東京医歯大・産婦）

VIII－22．穎粒膜細胞ギャップ結合の動態と細胞膜の更新過程

　　　　　　　　　　山形大学医学部産科婦人科教室

VI皿一23．穎粒膜一葵膜細胞相互作用による卵成熟調節

　　　　　　　　　　　福井医科大学産婦人科学教室

○小池　数与，川越慎之助，広井　正彦

○久保　　真，小辻　文和，後藤　健次

　富永　敏朗

VIII－24．卵成熟と卵細胞骨格一共焦点レーザー顕微鏡による観察一

東北大学産婦人科 ○寺田

　陳

　村上

　深谷

幸弘，萬代

偉業，千田

　節，渡辺

孝夫，矢嶋

VIII　一　25。卵成熟，受精過程における糖取り込み能の変化と糖輸送担体の解析

東京大学産婦人科

　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜市大生化学

Vlll－26．不妊原因としての卯子停留の検討

　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部産婦人科

○森田　　豊，堤

　定月みゆき，武谷

　加藤　尚彦

泰男，舩山由有子

定則，田村みどり

　正，戸澤　秀夫

　聰

　治，細谷　岩生

雄二

○小林　善宗，本田　育子，井上　正人

　藤井　明和

　　　　　　　　　　　　　　　卵子・排卵（III）

［演題VIII－27～31］（10：40～11：30）　座長　百瀬 和夫（東邦大・産婦）

W1－27．家兎未受精卵の成熟段階による耐凍能の相違

　　　　　　　　東北大学医学部産科学婦人科学教室

VIII－28．マウス透明帯の成熟過程における酵素溶解能（Hardening）

　　　　　　　　　　　　　大森赤十字病院産婦人科

　　　　　　　　　　東邦大学医学部第二解剖学教室

　　　　　　　　　　　　　　同第一産婦人科学教室

○萬代　泰男，寺田　幸弘，舩山由有子

　渡辺　　正，陳　　偉業，千田　定則

　村上　　節，田村みどり，深谷　孝夫

　矢嶋　　聰

　　　　　と膨化能（Swelling）の変化

○島田美津江

　岡田　詔子

　久保　春海，百瀬　和夫
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VIII　29．マウス卵子胚胞崩壊過程におけるチロシンリン酸化の関与

　　　　　　　　　　慶慮義塾大学医学部産婦人科

　　　　　　　　　　　　　新座志木llコ央総合病院

　　　　　　　　　　　　　三菱油化ビーシーエル
　　　　　　　　　　　　　　　　森フ｝く孚し業オLイヒfiJf

Vlll－30．　M－CSFのラット卵胞成熟および排卵への関’ノ・

　　　　　　　　熊本大学医学部産科婦人科学教室

○木村　裕幸，

　遠藤　芳広

　大隅　　一興

　大庭三紀子

鈴木　秋悦，野澤　志朗

○西村佳与子，川中　信幸，福松　之敦

　大重　明広，松浦　講平，岡村　　均

Vl11－31．抗プロゲステロン剤RU486による排卵抑制とそのメカニズムの検討

藤川保健衛生大学医学部産婦人科学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　統計（1）

［演題VIII－32～35］（11：30～12：10）

○樋［　泰彦，

　隅lI1充樹，

　澤山　富夫，

吉村

多川

河ヒ

俊和，田中　信之

　伸，廣田　　穰
fIll治

座長　伊藤　晴夫（帝京大・泌尿）

VIII－32． 男子不妊症の臨床糸充計的観察

　　　　　　　帝京大学市原病院泌尿器科

同産婦入科

○浜野　公明，71く上　宏俊，

　三浦　尚人，近藤　　明，

　野村　和史，結城　崇夫，

　伊藤　晴夫

　五味淵秀人，貝原　　学

VIII－33．高度乏精r・症の臨床f象一過去10年間の男r一不妊症の臨床統計から一

VIII－34．

横浜赤レ字病院泌尿器科

　横浜rl∫大ヲ丙院泌尿皆渉利・

男性不妊症と新婚インボテンスについて

　　　　東邦大学医学部第1泌尿器科学教室

VII［35．男子不妊症の心理特性一第2報一

昭和大学藤が丘病院泌尿器科

　　　　　　　　「司＊青ネ申不斗

　　　　　社会保険中央病院

　　　　　　　　　　　　　　　　統計（II）

［演題VIII－36～38］（13：00～13：30）

○岩崎

　斉藤

　穂坂

桝」卜

鈴木

小竹

　ll告

和男，佐藤和彦，木ド
il｛彦

○沈　　　ロ月，

　森岡　　元，

　松橋　　求，

　三浦　一一・陽，

○坂本　正俊，

　北村　　勉，

　松本　英亜

金　　Il三民，

原　　　啓，

高波真佐治，

臼片　將文

　眞

文夫

　忠

裕三

岩澤　俊久

黒田加奈美

石井　延久

池内　隆夫，甲斐　祥生

伊東　昇太

座長　豊田　長康（三重大・産婦）

Vll】－36．’i㌔科における不妊外来臨床統計（1985年一・一・1991年）

兵 ］’i医科大学産婦人科 0赤Jlニマリf，

　田中　宏幸，

　子安　保喜，

小森　慎二，

加藤　　浩志，

池川　義和，

津本美也1’・

伊田　昌功

礒島　晋三
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VIII－37．

VIII－38．

当科不妊外来妊娠例の推移

　　　　横浜市立大学医学部産婦人科学教室

当科における男子不妊症の臨床統計

　　　　　　東海大学医学部泌尿器科学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　統計（III）．

［演題VIII－39～41］（13：30～14：00）　座長

○佐治

　白須

　大山

○日原

　石田

　勝岡

正彦，植村

和裕，柳澤

俊樹，水口

　徹，

俊哉，

洋治，

次雄，

　隆，

弘司

臼井　幸男，

田中　元章，

河村　信夫

多賀　理吉

堀　　裕雅

原島　康壽

木下　英親

熊坂　高弘（掲協医大・産婦）

VHI　一　39．当教室における続発性無月経の現況と治療

　　　　　　　　　関西医科大学産科学婦人科学教室　　○椹木　　晋，堀越　順彦，森本　義晴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椹木　　勇

VIII－40．腹腔鏡を施行した不妊患者のその後の治療成績の検討

　　　　　　　　　東京大学医学部産科婦人科学教室　　○梁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩津

VHI－41．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大須賀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武谷

最近5年間におけるAID妊娠例の分析と昭和45－55年の成績との比較

　　　　慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室　　○田辺　清男，斎城　綾子，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菊地　正晃，小林　俊文，

善光，林

英美，成

　穣，堤

雄二

直樹，

鑑非，

　治，

国府田きよ子

藤原　敏博

三橋　直樹

荘　隆一郎

野澤　志朗

E
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特別講演1

下垂体ホルモンの新しい測定法

群馬大学内分泌研究所

ホルモン測定センター教授

　　　　　　若　林　克　己

　ラジオイムノアッセイ（RIA）から始まった免疫学的測定法は，その改良，あるいは平行的応用

をねらった様々なヴァリエーションを生んだ．まず抗体と結合した抗原の分離法（B－F分離法〉がい

ろいろと考案され，最初に用いられたクロマト電気泳動法から，沈殿法，吸着法，第二抗体法，第二

抗体一沈殿法，固相法，第二抗体固相法等が派生した．RIAの測定原理である競合的結合原理を変

えずに結合試薬を変えることで，測定の改善またはレパートリーの拡大を図ったものとして競合的蛋

臼結合法（CPBA）と放射受容体測定法（RRA）が考案され，後者は生理活性を加味した測定結果を

えられる事と生理活性物質の受容体研究にも応用されて来た．RIAが放射性同位元素（RI）を使

用することは，単純，かつ高感度の測定が出来る点で長所と言えたが，わが国のようなRI規制の厳

しい国ではRI使用施設が必要であると「の事が短所となってしまう．そこでRIに代わる標識物質

が考えられ，Enzymoimmunoassay（EIA），　Fluorescence　immunoassay（FIA），　Luminescellce　im．

munoassay（LIA），　Spin　immunoassay（SIA），　Electro－chemical　imlnunoassay（ECIA）等が出現し

た．

　一方，RIAとは異なる測定原理，即ち，1／011－competitiveな抗体との結合（この場合，抗原を固相

化した抗体と標識抗体で挟む形をとるためサンドイッチ結合ともいわれる〉を用いた測定法も考案さ

れ，RI標識の場合IRMA（lmmunoradiometric　assay），酵素標識の場合はELISA（Enzyme－linked

immunosorbent　assay），その他IFMA（Immunofluoremetric　assay）等標識物質に対応した名前が

付けられている．両者は原理sアッセイ系の組み立て，施行法の面でそれぞれ長短がある．

　免疫学的測定法の改良は，測定感度の増大，種特異性の緩和による応用範囲の拡大，測定手技の省

力化などにも向けられている．今回は演者の研究室で試みた，脳下垂体ホルモンに対する時間分解蛍

光免疫測定法（TR－FIA），　Hetero－antibody　RIA，多重放射免疫測定法（Multi－RIA）をご紹介した

い．
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特別講演2

プロラクチン分泌機構と性機能

日本大学医学部生化学助教授

　　　　　　村　井　一　郎

　下垂体前葉内lactotrophより分泌されるprolactin（PRL）は，　lactation，浸透圧調節，免疫機i構へ

の関与等に及ぶ広域な生理作用が特徴の一つとされているが，lactotroph発生過程，分泌調節，及び

receptorを含めての作用機序等については今なお不明な点が多い．

　第一・に，PRLの分泌は抑制因子；dopamine（DA）によるtonic　inhibitionを受け，殊に視床下部

tuberoinfundibular系はlong　portal　vesselを介してshort－loop　feedback機構を司っている．これ

に加えて我oは，後葉tuberohypophyseal（TH）系に着1」し，後一前葉を直接吻合するsbort　portal　vessel

を介して，TH系もまたPRL分泌の抑制に’j’っていることを観察した．この実験結果は，　P　R　，．．分

泌機構の複雑さを裏付けている．

　第二に，PRL分泌は刺激因f；PRL－releasing　factor（PRF）による正の調節も受けているが，

その本体は未だ明らかでない．この点について検討した我々の実験成績は，1）授乳期母ラットへの

ド乖体後葉切除術がsuckling刺激によるPRL分泌を完全に阻害し，しかも術後の視床ド部DA及び

serotonin神経系機能と前葉のPRL分泌反応性は共に温存されていること，2）後葉extractが培養

前葉細胞からホルモン特異的かつ容量依存性にPRLの分泌を刺激することを示し，視床下部ではな

く後葉にPRFが存在する可能性を示唆している．またこれはPRL　secretagogueであるTRHある

いはoxytocinのような既知の物質とは異なること，さらに後葉とGH3細胞のco－cultureはPRL

messenger　RNAを有意に上昇させることから，この物質がPRLの合成・分泌を共に刺激すること

が明らかにされつつある．

　一方，臨床的には，PRLの過剰分泌；hyperprolactinemia（HPRL）が男女共に不妊症の一因とな

り，その高頻度に下垂体腺腫（prolactinoma）を合併する．前述の如くPRLの分泌は，抑制と刺激

因子，及び視床下部と後葉両inputとの絶妙な調節ドにあるが，この不均衡が原因あるいは結果として

HPRLに伴うものと思われる．さらに最近，　P　R　Lの分泌刺激に対するinterleukinの関与，またtumor

formationを促す下乖体へのangiogenesis，これに関連するfibroblast　growth　factorの作用等につ

いても注目されている．そこでこの病態並びにHPRLの性機能への影響については，後葉因子（PR

F）の意義，前葉内protein　kinase　C活性の変化等の自家成績を含め総括的検討を行う．
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特別講演3

性腺の機能異常とストレス

大阪府立大学農学部獣医学科教授

　　　　　　　　　森　　　純　一

　哺乳動物の性腺の機能は種々のホルモンにより調節されており，それらが相互に関連して機能が円

滑に営まれている．近年ホルモン測定法の改善やホルモン構造の解析，合成法や精製法の進歩，分子

生物学的研究手法の開発など，各分野での進展が著しく，このため，性腺の機能調節機構あるいはそ

の機能異常についての詳細が次第に明らかにされつつある．

　ヒトでは排卵障害，無月経，不妊等の種々の性腺の機能異常が各種の精神的あるいは肉体的ストレ

スにより起こることが古くから知られている．一方，家畜においてもヒトと類似した種々の性腺の機

能異常が発生するが，ストレスとの因果関係が明確にされたものは数少ない．

　ストレスにより，性腺の機能異常が引き起こされる機構については，ストレス状態を具体的な反応

として捉えることが難しかったために，その実態は長い間不明のままであった．近年，ストレス反応

に中枢神経や内分泌系が深く関与し，さらに免疫系も介在して複雑なネットワークを構成しているこ

とが明らかにされつつある．

　本講演では，性腺機能のホルモン支配機構について概観し，ストレスにより性腺の機能異常が引き

起こされる機構について，以前よりわれわれの教室で行なってきたウシにおける卵胞嚢腫の発症機構

に関する基礎的・臨床的研究成果をストレスとの関連において紹介し，これらの成績に最近の神経生

理学および分子生物学分野の知見を加えて話題提供をしたい．

　ウシの卵胞嚢腫については，視床下部，下垂体，卵巣におけるホルモンレセプターや，ホルモンの

分泌状態，投与したホルモンに対する反応1生などを検討した結果，嚢腫の発症機構の一つとして，ス

トレス等による副腎からのコルチゾールの増加が卵胞のLHレセプターを減少させるとともに，エス

トラジオールー17β分泌を抑制する．また，ストレスによって副腎からの分泌が増加するプロジェス

テロンは，視床下部からのGnRH放出を抑制する結果，下垂体からの性腺刺激ホルモンのサージが惹

起されず，卵胞嚢腫の発症にいたるのではないかと考えられる．

　一方，ストレスにより中枢神経系の情報伝達物質，すなわち，ノルエピネフリンなどの神経伝達物

質，およびβ一エンドルフィン，CRH，オキシトシンなどの神経調節物質の分泌が昂進し，性機能を

調節するホルモン，GnRH，　LH，　FSHなどの分泌を直接あるいは間接的に抑制することが明らかにさ

れている．さらに，近年サイトカインと呼ばれるインターロイキン1などのホルモン様の生理活性物

質の遺伝子構造が明らかにされ，遺伝子組み換えによって人工的に大量生産されるようになったこと

から，サイトカインの研究が進展し，ストレス時に第3の情報伝達物質としてインターロイキン1の

生産が昂進し，このためCRH－ACTH分泌の増加を招くことが示唆されている．
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特別講演4

染色体異常と男性不妊

東京大学医学部人類遺伝学助教授

　　　　　　　　中　堀　　　豊

　われわれはY染色体の構造と機能について，分子生物学的な手法を用いて研究を進めている．ヒト

のY染色体には男性の生殖に関係する遺伝子がいくつか含まれている。胎生期における未分化な性腺

を睾丸側に分化させる遺伝子SiR　Y（TDF）は既にクローン化された．それ以外に精J’・の形成ないし成

熟に関与するいくつかの遺伝fの存在が想定されている．

　Y染色体は構造上3つの部分に分けられる．短腕の遠位端にあってDNAの長さにしておよそ2．5M

b（メガベース）の偽常染色体部（pseud（）autosomal　Region；PAR），短腕の残る13－14Mbと動原体

をはさみ，長腕近位部のほぼ同サイズの区間を含む非蛍光部および長腕の遠位側およそ2／3を占め

るQ（quinacrine）蛍光陽性部である．

　PARはX染色体とY染色体の間でキアズマがおこる場所であり，ここのDNAはY染色体に特異

的なものではない．Q蛍光陽性部には高度反復配列DYZIがあり3564bpの反復単位が約3000コピー

分布しているが，この反復は進化的にごく新しくできたと考えられこの中には遺伝子はないと考えら

れている．したがって，Y染色体に特異的な遺伝tは動原体を含む非蛍光部にあることになる。

　この部分からいままでにクローン化された遺伝子としては8Rγ遺伝r一の他，アメロゲニン，　ZF

γ遺伝fなどがあるがアメロゲニン，ZFYはX染色体上に相同性をもった遺伝子が存在する．ヒト

のX染色体とY染色体はまったく違った大きさ形をしているにもかかわらずPARだけでなくそれに

続く非蛍光領域においてもある程度の相同性を保っている．SRYはY染色体に特異的だが，他の精

子形成に必要な遺伝f一が果たしてY染色体に特異的であるかどうかは不明であり，精r・形成のカスケ

ー ドにあたる遺伝子がどの染色体にどのように分布しているかは全くわかっていない．

　われわれは現在Y染色体を25の領域に分けて構造異常症例を解析しているが，多くの泌尿器科，産

婦人科の先生方の協力を得て集めた原因不明の無精子症症例のうち7例で1つの領域が共通して欠失

していることを見いだしている．この領域に精子形成に関係する何らかの遺伝子が存在することは明

らかであり，この遺伝子のクローン化を急いでいる．



　シンポジウム1

『性ステロイドホルモンの作用機構』
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シンポジウム1 「性ステロイドホルモンの作用機構」

1．ステロイドホルモンの受容体の存在様式

岩手医科大学歯学部口腔生化学

　　　　　　　　太　田　　　稔

　ステロイドホルモンは分子的特性から細胞膜を通過し，細胞内部に存在する受容体，レセプタータ

ンパク質に結合する．グルココルチコイド・レセプター（GR）のように細胞質に存在し，ホルモン

依存的に細胞質から核内に移行するものと，エストロゲン・レセプターのように核にのみ存在するも

のとがある．これらのステロイド・レセプターは，リガンド（ステロイド）と結合することにより，

リガンドーレセプター複合体が形成される．これは活性化（変換）され，DNAとの結合が可能とな

る．すなわち，レセプターはホルモンのレセプターであると同時にリガンドに依存した転写調節因子

であり，クロマチンDNAの特定部位に直接結合してRNAポリメラーゼによる遺伝子の転写を促進・

抑制する．DNAとの結合親和性が低いレセプターの非活性型の細胞内での沈降係数は8Sであり，

活性型レセプターは4Sである．8S型レセプターは，90kDaの熱ショックタンパク質（Heat　Shock

Protein．　HSP）と結合しているが，　H　S　Pが解離すると4S型レセプターになる．　G　Rやプロゲステ

ロン・レセプターでは，さらにアクチン，HSP70，56－59　kDaなどのタンパク質とも結合するが，　HSP70

以外は，HSP90を介してレセプターに結合するらしい．一方，ステロイドホルモン・レセプターのス

ー パーファミリーの一一つである甲状腺ホルモンレセプターなどでは，レセプター結合因子の存在は殆

ど知られていないが，これは常に核クロマチンに強固に結合しているため，高塩濃度条件で抽出せざ

るをえず，このような条件では，仮に結合因子か存在したとしても，解離してしまうのかも知れない．

　GRを例にとると，8S型として細胞質に存在し，　HSP90がGRのリガンド結合ドメインに結合し

ているが，リガンドとの結合によってHSP90を解離する．リガンドーレセプター複合体は一一1量体を形

成し，DNAとの結合が可能となる．リガンド結合特異性の類似するミネラルコルチコイド・レセプ

ターでもHSP90に同一の作用が見られるが，他のレセプター，例えば，アンドロゲン・レセプターで

は，HSP90の解離はそのリガンド結合に影響しない．従来よりGRがリガンド結合能を失う不活性化

の現象が知られているが，リガンド非結合GRからのHSPの解離に起因するらしい．このように，

ステロイドホルモン・レセプターはその種類により多様な細胞内存在様式をとっている．
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シンポジウム1 「性ステロイドホルモンの作用機構」

2．性ステロイドホルモン受容体遺伝子発現

山梨医科大学産婦人科

　　　平田修司

　性ステロイドホルモン受容体を含む細胞内ホルモン受容体ファミリーがリガンド結合依存性の転写

制御因子であることが明らかにされ，それら受容体による標的遺伝子の転写調節機構の研究は飛躍的

に進歩してきた．しかしながら，それら受容体じしんの遺伝子発現の調節については現在もなお未解

明な点が少なくない．この点を明らかにする目的で，ラットを用いたin　vivoの系において，定量的RT－PCR

assayならびにin　situ　hybridization法による性ステロイドホルモン受容体mRNAのレベルおよび局

在についての検討を行なった．

　まず，性ステロイドホルモン受容体の遺伝子発現の組織特異性について検討するために，成熟ラッ

トの中枢ならびに末梢の諸組織におけるエストロゲン受容体（ER），プロゲステロン受容体（PR）

およびアンドロゲン受容体（AR）のmRNAレベルを解析した．その結果，（1）大部分の組織において

は，受容体mRNAレベルは受容体蛋白レベルと概ねパラレルであり，受容体の遺伝子発現の組織特異

性は）・1に転写段階での調節によるものであることが明らかになった．②しかしながら，一部の組織に

ついてはmRNAレベルと蛋白レベルの間に解離が存在し，これらの組織においてはpost－transcriptional

な調節機構が市要な役割を演じていることが示唆された．（3＞さらに，性ステロイドホルモン受容体mRNA

が，これまで「非標的組織」と考えられてきた諸組織にも広汎に分布していることが明らかになった．

このことから，性ステロイドホルモンは単に脳の性中枢ならびに生殖器官に作用するのみならず，広

く全身の諸臓器に対してホルモン作用を惹起していることが推定された．

　つづいて，同…組織における性ステロイドホルモン受容体の遺伝子発現の調節機構を検討する目的

で，ラット大脳皮質におけるER，　PRならびにARmRNAの生後発達について解析した．すでに報告

してきたように，ラット大脳皮質の性ステロイドホルモン受容体蛋自はきわめて特異的かつ劇的な生

後発達パターンを示す．我々は，この大脳皮質における受容体蛋白レベルの変化を，受容体の遺伝子

発現の調節機構を解明するための一つのモデルとして捉え解析を行なった．この結果，（1）ERmRNA

の生後発達パターンはER蛋白のそれにきわめてよく類似しており，　ERについては受容体の遺伝子

発現の調節は主に転写段階で行なわれていることが強く示唆された．（2）一方，PRならびにARmRNA

については，出生直後に急速な増加を示すという点では受容体蛋白の発達バターンと同様であり，出

生直後の遺伝子発現は主に転写段階で調節されていると推定されたが，生後約2週以降にはmRNAレ

ベルと蛋白レベルの間の解離傾向がみられpost－transcriptionalな調節機構の存在が考慮されなければ

ならないと考えられた．

　以Lの我々の成績を踏まえ，性ステロイドホルモン受容体の遺伝子発現の調節機構について考察お

よび討論を行なうこととしたい．
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3．ヒトノゲムのEstrogen　Responsive　Element

東京大学医学部老年病学

　　　　　井　上　　　聡

　エストロゲンは，女性ホルモンとして性腺の機能，分化に関与し，また性腺外でも，細胞分化，増

殖，機能の調節に働いている．エストロゲンの作用の主なものは，そのレセプターを介する標的遺伝

子の直接の活性化と考えられている．しかし，その標的遺伝子は，ビデロゲニン，プロラクチン，オ

ボアルブミン，pS2などごく少数のものしか今までに知られていない．これは，エストロゲンの多彩な

作用を説明するには不足であり，もっと重要な性腺機能を調節するような標的遺伝子があるはずであ

る．また，脳神経系や免疫系，血管，骨などにもエストロゲンが作用し，レセプターが存在すること

が確認されているにもかかわらず，性生殖系外のエストロゲン応答遺伝子についてはほとんど知られ

ていない．このような状況においてエストロゲン標的遺伝fを知ることはその作用機序を知るうえで

重要であると考えられる。

　エストロゲンはその受容体と高い親和性で結合し，核内で，標的遺伝子の転写制御部位に存在する

認識配列（Estrogen　Responsive　Element：ERE）に結合する．そして，そのDNAと結合したホルモ

ンー受容体複合体は，その標的遺伝子の転写を活性化，もしくは抑制する．この認識されるDNAの

配列は，エストロゲンレセプターの場合には，GGTCANNNTGACCであると考えられている．我々

はこの結合特異性を利用してヒトゲノム中のエストロゲンレセプターが認識し結合する部位を同定す

る方法を考案し，いくつかのエストロゲンレセプターの結合部位を同定した．さらに，その部位がエ

ストロゲン応答性のエンハンサーとして働きうることを示した（Nucleic　Acids　Res．，19，　4091－4096）．

このことにより，我々はヒトゲノム中に新しくいくつかのEREを同定した．いままで，ヒトのエス

トロゲン応答遺伝予は，ごく少数しか確認されておらず，ヒトのEREについてもよくわかっていな

かった．

　さらに，ヒトにおける新しいエストロゲン応答遺伝子を検索するために，それらEREを含むゲノ

ム断片をプローブにしてZoo　blotおよびNorthern　blot法により，その近傍に遺伝子を検索した．そ

の結果，一つの新しい遺伝子が同定され，ヒト胎盤ライブラリーより2．5kbのcDNAが得られた．こ

のcDNAの塩基配列を決定したところ，　D　N　A結合蛋1’　1にみられるZnフィンガー構造をとるアミノ

酸配列をコードしうる新規なものであることが明らかになった．自らも転写調節因子でありZnフィン

ガー構造をもつエストロゲンレセプターが，同様の構造を持つ新たな転写調節因子を制御すると考え

ると興昧深い．今回，その遺伝子と予想される蛋臼の構造及び，そのエストロゲン応答性，各組織で

の発現についても報告する．
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4．核内レセプターの相互作用

大阪大学医学部第三内科

　　　　佐　藤　文　三

　ステロイドホルモンレセプターを代表とする核内レセプターの構造が決定されその標的遺伝子上の

結合部位も明らかにされた．しかし，レセプターによる標的遺伝子認識機構や転写促進作用の多くは

不明である．例えばグルココルチコイドレセプターとアンドロゲンレセプター，及びエストロゲンレ

セプター，甲状腺ホルモンレセプターとレチノイン酸レセプターの結合部位の塩基配列は同じか類似

しているとの報告がある．しかし，グルココルチコイドとアンドロゲンが同じ生物現象を引きおこす

とは考え難い．この様な事実から遺伝f発現には，核内レセプター相互間作用や他の転写因子との相

互作用が極めて重要な要素であると考えられるようになった．本シンポジウムでは，癌細胞中に見い

だされた変異ステロイドレセプターによる遺伝r一発現カスケードの乱れ，これらの現象の細胞特異性，

標的遺伝r一特異性を概説するr・定である．又他の転写因子との相互作用の重要性にも言及したい．
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5．アンドロゲン受容体と依存性

千葉大学医学部泌尿器科

　　　　古　谷　雄　三

）

　アンドロゲン依存癌はアンドロゲンレセプター（AR）を有し，アンドロゲンがARと結合しアン

ドロゲン，アンドロゲンレセプター複合体がDNA上の特定の位置に結合することにより遺伝子の活

性を増大させ，アンドロゲン作用が発現すると考えられている．アンドロゲン非依存癌はアンドロゲ

ン依存癌に比べARmRNAレベルやAR量はきわめて少ないことが知られている．しかし，結合実験

によりレセプターを有していてもアンドロゲン非依存性腫瘍があり，これらの腫瘍はレセプターの作

用の発現がない．依存性の消失に及ぼすアンドロゲンレセプターの機一序を解明する目的で，レセプタ

ー を有するが非依存性腫瘍のレセプターの分子構造と作用発現能力を検討した．

　シオノギ癌ll5（SCI15）はマウスのアンドロゲン依存性腫瘍であり，　C　S　2はそのアンドロゲン非

依存性サブラインである．両者ともアンドロゲンレセプター（AR）をもつにもかかわらずSCI15は

アンドロゲンに依存して増殖するが，CS2はアンドロゲンに反応しない．そこで両者のARにつき

アミノ酸構造，転写活性を調べた．

　ヒトARcDNAをプローブとしたサザンプロット法，ノザンプロット法で両者に大きな差を認めな

かった．RNA－Polymerase　Chain　Reaction（PCR）によりARのDNA結合領域，ステロイド結合

領域をシークエンスすると両者の両部位に変異はなかった．mouse　mammary　tumor　virus　long　termil／al

repeatとchloramphenicol　acetyltransferase　gene（CAT）を連結したプラスミドを導入してテスト

ステロン（T）の反応性をCATアッセイで調べるとSCI15と共にCS2でもTによりCAT活性は

上昇した．一方アンドロゲン依存性ラット前立腺癌R3327のアンドロゲン非依存性サブラインである

CUBではサザンプロット法でARの大きな異常はないものの発現はきわめて弱く，　CATアッセイ

でもTによる反応は認めなかった．以kよりラット前捌泉癌ではARの発現と依存性の間に相関をみ

たが，アンドロゲン依存癌のSC115，非依存癌のCS2ともARの分f構造，作用発現能力に差はな

く，CS2のアンドロゲン依存性の消失は，アンドロゲン標的遺伝fのホルモンレスポンシブエレメ

ント以降の異常によるものと思われた．



164　（724）

シンポジウム1 「性ステロイドホルモンの作用機構」

6．ステロイドホルモン不応症

一九州大学医学部第三内科

　　　　　名和田　　新

　ステロイドホルモン不応症はステロイドホルモンレセプターの構造異常または作用発現異常によっ

て惹起される．臨床ヒステロイドホルモンレセプター系に異常が存在すると，血中ホルモンは異常高

値を示すにもかかわらず，ホルモン作用の発現が障害され，ホルモン不応症となる．

　不妊と関係するステロイドホルモン不応症はアンドロゲン不応症である．本シンポジウムではアン

ドロゲン不応症におけるアンドロゲンレセプター（AR）異常とその病態との関係について自験成績

を中心に紹介する．

　テストステロン（T）は標的臓器において5α一reductaseによりジヒドロテストステロン（DHT）

に変換されARと結合する．一部のTはDHTに変換されずにARと結合する．　DHT－AR，T－ARは

活性化され，核内に転送されDNA上のAREに結合し，作用を発現する．このAR又はその作用発

現異常が存在すると種々の程度の男性化障害を来たす事になる．

　アンドロゲン不応症は臨床上以下の4つの表現型に分類されている．①完全型睾丸性女性化症と，

②不完全型睾丸性女性化症と，③Reifenstein症候群と，④男子不妊症である．

　AR異常と病型の関係を明らかにするため完全型睾丸性女性化症の一家系と不完全型不応症（Reifen－

stein症候群）について検索した．

　結合実験より完全型睾丸性女性化症ではレセプター欠損，Reifenstein症候群ではレセプター数，親

和性ともにiE常で，熱に不安定なアンドロゲンレセプター異常を証明した．　AR　DNAの各exonにつ

いて，それぞれの近傍intronに設定したプライマーを用い，患者ゲノムDNAをPCRにて増幅後，

塩基配列を決定した．完全型睾丸性女性化症では786Met（ATG）→786Va1（GTG）と，　Reifenstein症候

群では743Gly（GGG）→743Val（GTG）の点突然変異によるアミノ酸置換を証明した．

　Site－directed　mutagenesis法により変異ARcDNAを作成し，　vectorに挿入し，　C　O　S細胞にtrans－

fectし生成されたARを検討し，更に変異レセプターのtranscription活性をMMTV－CATと変異レ

セプター遺伝子pCMVMTARH（786Val，または443Val）をCOS　I細胞にcotransfectしCAT測定

し，AR遺伝子異常と病型との関係を明らかにした．

』
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1．分子レベルでの生殖細胞の解析

京都大学医学部分子病診療学

　　　　　　　中　山　広　樹

　生殖細胞に起因する不妊は様々なものが考えられるが，便宜上大きく分けて，生殖細胞の分化過程

そのものの異常により生殖細胞が欠損する場合と，生殖細胞自身は存在するがその機能に異常がある

場合の2種類を考えることができる．哺乳動物の生殖細胞は，始原生殖細胞（PGC）として尿嚢基

部に出現した後，増殖を繰り返しながら腸間膜を経て生殖隆起に移動し，性腺の分化とともに卵また

は精子に分化する．マウスではこの過程に欠陥のある劣性不妊突然変異がいくつも知られている．W

突然変異とSl突然変異はその中の代表的なもので，　PGCの移動・増殖や性腺での生殖細胞の増殖が

阻害され，成体の生殖細胞が欠損し不妊になる．これらの変異マウスの初期胚と正常マウスの初期胚

をin　vitroで凝集させた後子宮に戻してキメラマウスを作成すると，Wマウスの生殖細胞欠損は改善

されないが，　Slマウスの生殖細胞はキメラ性腺中で正常な卵や精子に分化することが明らかになった．

このことからSlマウスの生殖細胞欠損は生殖細胞自身の欠陥ではなく生殖細胞の増殖・分化を支持す

る周囲の細胞の欠陥であることが分かった．W及びSl変異は生殖系以外にも造血系細胞の増殖を阻

害するので，我々は繊維芽細胞とマスト細胞の共培養系を確立し，造血系の遺伝的欠陥をin　vitroで

再現する系を開発した．この系の解析からSl遺伝子は膜結合型の増殖因子をコードし，　W遺伝子が

その受容体をコードすることが予測された．近年，この系を利用してこれらの遺伝子がクローニング

され，予測通りW遺伝子は膜結合型受容体をコードするc－kit癌原遺伝子であり，　S臆伝子はそのリ

ガンドをコードしていることが明らかにされた．この二つの遺伝子に関してはin　situ　hybridization

や免疫組織化学の手法を用いて組織特異的発現パターンが調べられており，分子レベルでの理解が進

んでいるが，生殖細胞分化に関与するその他の遺伝子群については十分な研究がなされていない．ま

た，生殖細胞が一見正常に見えるにもかかわらず不妊となる現象の分子レベルでの解析に関してもこ

れからの課題である．例えば，生殖細胞の形成期に雌雄で異なった遺伝子の修飾がなされ，発生初期

にmaternal　genomeとpaternal　genomeが違う作用をするgenomic　imprintingという現象は，一部

のマウスの系統間不妊に関与していることが知られているが，詳しい解析はなされていない．このよ

うな現象の解析を目標とした新しい手法を併せて紹介する．



166　（726）

シンポジウム2　「精子形成の調節」

2．培養系における精子形成

山形大学理学部生物学科

　　　　鬼　武　一　夫

　精子形成過程は細胞分化の代表的なものの一つで，これまでにも数多くの研究が行われてきた．特

に両棲類では，精巣断片や精子形成細胞を培養することにより，精子形成がかなりの程度進行するこ

とが報告され，鞭毛形成における長さの調節や先体形成について新しい事実が明らかにされている．

　一方，硬骨魚類においては，精子形成過程については形態学的な研究が主であり，培養下での精子

形成の試みはウナギを除いて行われていない．我々は，硬骨魚類のメダカ（Oryzias　latipes）の精母

細胞を10％FCSを含むL－15培養液中で培養し，　in　vitr（，での精子形成を試みてきたので，今まで

に得られた結果について報告する．

　密度勾配遠心法により得られた第一精母細胞を培養下に移すと，第一一精母細胞は2回の減数分裂を

行い，4個の球形の精細胞が形成された．その後，精細胞は鞭毛を伸長させ，形態変化をして精fに

まで分化した．また，第一減数分裂中期から第一・減数分裂終期までの時間は1（±O．3）時間，第一減

数分裂終期から第二減数分裂終期までの時間は4」（±O．27）時間であることが明らかになり，メダカ

におけるin　vivoの報告や両棲類の結果と比較して，減数分裂がかなり速く進行することが示された．

染色体解析の結、果，ほとんどの染色体は24本を示し，減数分裂が培養一ドで生じていることが確認され

た．次に培養下における精子形成過程を形態学的に詳しく調べるために，走査顕微鏡による観察を経

時的に行い，第一精母細胞に由来する1組2個の第二精母細胞や1組4個の精細胞は互いに細胞質の

架橋により連結していることが確認された．

　細胞培養下で形成された精子が機能的であるかどうかを以下のような方法で調べた．

　L－15培養液中で保存された成熟精子の受精能は8日目で10％以下になり，例え受精しても卵は発

生できない．この事実を指標にして，第一精母細胞培養後20日目に得られた精子懸濁液を用いて媒精

実験を行った結果，30％の卵が受精を示し，そのうち30％が正常発生をした．この事実は，培養下で

機能的精fが形成されたことへの状況証拠を示していると考えられる．現在，直接的証拠を得るため

に，BrdUを取り込ませた精原あるいは精母細胞からの精子分化とそれを用いた媒精実験についての研

究を進めている．

　この研究は当研究室の斎木篤史，加藤木淳，松本真佐美，後藤功，鈴木誠各君の協力による．また，

研究成果の一部は平成3年度科学研究費の補助によるものである．
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3．精子形成とホルモン・成長因子

干葉大学医学部解剖学

　　　羽　地　達　次

　哺乳類の精子形成過程は，未分化なA型精祖細胞（spermatogonia）が数回の体細胞分裂を行い，中

間型，B型精祖細胞へと分化し，さらに細糸期，接合期，太糸期，複糸期の精母細胞（spermatocytes）

を経て，連続する2回の減数分裂を行なった後，半数体の精子細胞（spermatids）に分化する．その

後精子細胞は特異的な形態変化を経て精子（spermatozoa）へと成熟する．このような精子形成が正常

におこなわれるには陰嚢内の適度な温度と脳下垂体，ステロイド等のホルモン，成長因子，ビタミン

等の作用が必要である．ところが精祖細胞の増殖，分化を制御する機構は現在のところ未知の部分が

多い．成熟マウスの睾丸を腹腔内に移動固定して実験的停留睾丸（artificial　cryptorchidism）を作成

すると，分化した精細胞は短期間に消失して精細管内にはセルトリ細胞（Sertoli　cell）とA型精祖細

胞のみが生き残る．この停留睾丸を再び陰嚢内に戻したり，特殊な環境下で器官培養すると精祖細胞

の分化が再現される．今回のシンポジウムでは，各種ホルモン，成長医仔，ビタミン等の精祖細胞の

分化に及ぼす影響を我々が開発した停留睾丸器官培養法を用いて調べた成績を報告する．

　FSH，フェチュイン，ビタミンA（レチノール，レチナール，レチノイン酸）は単独でA型精祖

細胞の増殖，分化を促進した．FSHはまたフェチュイン，ビタミンAと相乗的に精柑細胞の分化を

促進した。FSHはA型精祖細胞の増殖を促進し，ビタミンAは増殖した精祖細胞の分化を促進する

ことによって相乗的に精祖細胞の分化を促進すると考えられる．高濃度のEGFは精祖細胞の分化を

僅かながら促進したが生理的濃度のEGFはFSH，　FSH＋フェチュイン，　FSH＋ビタミンAで

促進される精祖細胞の分化を抑制した．ところが，EGFの精祖細胞分化抑制作用はフェチュイン，

ビタミンAで処理した組織では認められなかった．以上の結果からEGFはFSHによって誘導され

るA型精祖細胞の増殖，分化を抑制することにより精子形成を阻害するとともに単独では精子形成を

促進するという2面性をもつことが示唆された．セルトリ細胞はFSH刺激に反応して種々の蛋白を

合成分泌する．この中に既知の成長因子やその類似物質，又は未知の成長因子等の存在が想像される．

この問題と我々の結果に関しても言及してみたい．
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シンポジウム2　「精子形成の調節」

4．精子形成とカルシュウム結合蛋白

帝京大学医学部産科婦人科

　　　　　　中　村　正　久

［序］

精子形成過程は精原細胞の増殖期，精母細胞の減数分裂期，そして精子細胞の形態変化期の三段階に

分けることが出来る．精子形成が正常に行われるには，これらの時期に特有な遺伝子の発現と蛋白の

合成が必要と思われる．事実，多くの遺伝子の発現と蛋自の合成が報告されている．しかし，それら

蛋白と精子形成の関係については未だ不明な点が多い．一方，Ca2＋が細胞機能に重要な役割を果たし

ていることはよく知られている．精子形成，特に形態変化にCa2＋が重要な役割を果たしていると思わ

れたので，ラット精細胞よりCa2＋結合蛋白の分離精製を試みたところ成功した．本研究は，この蛋白

のcDNA塩基配列と局在場所を決定し，精子形成における役割を明らかにすることを目的とする．

［結果］

　①ラット精細胞より精製したCa2＋結合蛋自はN末端15アミノ酸配列の決定と他種蛋臼とのホモロジ

ー検索から小胞体Ca2＋結合蛋白calreticulin（CLT）と考えられた．②精製蛋臼の家兎抗血清を用いて，

組織及び細胞免疫染色を行ったところ精子細胞及び精fの先体に顕著な染色像が得られた．③ラット

精母及び精子細胞より得たmRNAからλgtll　cDNA　libraryを作成し，ラットCa2＋結合蛋白に対す

る抗体を用いてスクリーニングしたところ，1828bpのcDNAクローンを得た．④cDNA塩基配列よ

り，この蛋白は399個のアミノ酸残基から構成される分子量46347の，CLTで核移行シグナルと小

胞体残留シグナルを有する事が判明した．⑤ノーザンプロット法によって精母及び精子細胞に同程度

CLT　mRNAの発現が認められた．⑥Con　A－peroxidase法とPAS染色法による糖検出を試みたが，

陰性であった．⑦この蛋白は多量のCa2＋を結合した．⑧免疫電顕法によってこの蛋白が精母細胞の小

胞体，更に精子細胞の小胞体，ゴルジ体，先体胞に存在する事が認められた．

［結論］

ラット精細胞より精製したCa2＋結合蛋白はCLTで，精B汲び精子細胞におけるこの蛋白の局在場所

からCLTの細胞内動lfiJは次のように想像された．精子形成過程において小胞体蛋臼CLTは減数分

裂後，先体胞の形成とともにゴルジ体を経由し核周辺に移行し先体内に蓄積されるものと思われた．

この過程に蛋臼内の2つのシグナル，小胞体残留シグナルと核移行シグナルが関与していると推測さ

れる．CLTは精細胞内のCa2＋濃度調節，先体反応，精子と卵子の融合等に重要な役割を果たしてい

ると思われ，CLTの細胞内動向を詳細に検討すれば先体形成の機序を明らかに拙来る可能性もある．

また，細胞内蛋臼質の選別と輸送系を研究する上で非常に良いモデルとなり得る．
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シンポジウム2 「精子形成の調節」

5．造精障害不妊症治療の問題点

富川失科薬科大学泌尿器科

　　　　　　布　施　秀　樹

　男性不妊の基礎的研究が進歩し，診断面においては新しい開発が行われてきたが，治療面，特に男

性不妊の原因の多くを占める造精障害の治療は，最近の生殖生理学の発展にもかかわらず決して満足

すべきものとはいえない．本症の治療法としては精索静脈瘤を伴うものに対しては外科的治療，病因

を明確にしえない特発性造精障害には薬物療法が主に行われるが，これらの治療の現状を当科での成

績を中心として検討し，その問題点を探るとともに最近の治療法についても報告する．なお近年IVF

－ETやGIFTなどの技術により乏精子症でも妊娠成立をはかることが婦入科領域で行われているが，

ここでは造精障害の改if一を目的とした治療法に限定する．

　精索静脈瘤の造精障害をきたす機序はいまだ明らかではないが高位結紮術により精液所兄の改誇率

および妊娠率はそれぞれ38％，34％と後述する特発性造精障害に対する薬物療法に比し高い有効率を

示した．治療前精液所見が10×106／ml未満の洗1ミ例でも高い妊娠・率を示したことよりこの治療法の有効

性がうかがえた．なお治療成績に及ぼす因fについての検討も行った．薬物療法として精f形成過程

の代謝促進，構成成分の補給，局所循環の改善等を11M勺として各種薬剤が投5一される．自験例での成

績をみるとホルモン療法と非ホルモン療法とでその成績に大きな差はなく精液所兄の改善率は15～35

％，妊娠率は10～15％であった．最近試みた補中益気湯は従来の薬剤に比し高い有効性を示した．治

療前精液所見ないし血中ホルモン値および精漿中トランスフェリン濃度の治療前後の変動と治療成績

との関連も検討した．最近LHのpulsatilityの障害が原因と考えられる造精障害に対してLH－RHの

間欠的持続投与が行われ良好な成績が報告された．当科でも少数例ではあるが本法を実施したので，

その成績についても報告したい．
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1－1 IVF症例における未受精卵の染色体分析

旭川医科大学　産婦入科教室、生物学教室’

○西野共子、高岡康男、内潟芳之、玉手健一、千石一雄

　石川睦男、立野裕幸’、上口勇次郎’、美甘和哉寧

　近年、chemical　abortionのような非常に早い時期での流産が認知されるようになり、ヒトでは他の
実験動物に比べ驚異的な高頻度で初期の胎芽死が起こっていることが知られるようになった。これらの

流産のほとんどは染色体異常に起因するものと考えられ、さらにヒトでは配偶子レベルでの染色体異常

も高頻度で起きていることが最近報告されるようになってきた。しかし、従来の研究では、卵子染色体
標本作製技術の不備のため、得られた結果の信頼性は必ずしも高くなかった。今回、我々はIVFの際
に受精せずに残った第二成熟分裂中期卵を従来の方法よりもはるかに成功率・信頼度の高い方法（漸進
固定・空気乾燥法、Mikamo＆Kamiguchi，1983）を用いて標本化し、染色体分析を行った。標本作製さ

れた未受精卵130卵のうち、退化卵、分析不能卵を除いて93卵（71．5％）が核型分析された。染色体異常
頻度は、異数性9例（11．1％）、構造異常5例（6．2％）、倍数性異常2例（2．5％）であった。異数性の内訳

は高数性5例（6．2％）、低数性4例（4．6％）であった。異数性9例のうち、dyad（第二成熟分裂中期での

通常の染色体）の過不足（いわゆるn。ndisjunction）を示したものは4例で、残りの5例はいわゆる
predivisionによって生じたと考えられるmonadの過不足を示した。また、染色体の数的異常には数

えなかったが、一個のdyadが二個のばらばらなmonadとして認められるsplittingの現象も高頻度
（7．7％）で認められた。

　今回の結果を含めてこれまで発表された研究のうち、我々と同じ方法を用いたものとそれ以外の方法

を用いたものとの間の異常頻度の差異に関して検討を加える。

1－2 体外受精胚移植反復症例に対する、移植胚のQualityからの検討

名古屋大学医学部分院産婦人科　○近藤育代、塚原慎一郎、福垣洋行、

山ロー雄、稲垣資郎、中村潔史、菅沼信彦　名古屋大学医学部産婦人科＊
北川武司＊、廣岡孝＊、古井憲司＊、花井一夫＊、浅田義正＊、友田豊＊

【目的】体外受精胚移植の治療を、反復して繰り返す症例にっいて、移植された胚のqualityから分類

し、関連すると思われる因子を検討した。

【対象・方法】平成1年1月より平成4年3月まで、当科で体外受精胚移植の治療を受けた患者のうち、採

卵数6個以上で、受精に異常なく、胚移植を施行して、2回以上、失敗を繰り返した症例35例を対象とし

た。移植胚に対し・当科におけるGradingを用いて、　fragmentationの割合、　blastomereの均一性に
よる形態学的評価を行なった。それにより、毎回、good　quality　embryoを移植している症例19例：A

群、主にpoor　quality　embryoを移植している症例16例：B群の2群に分けた。卵胞刺激法は、先行す

る黄体中期よりbuserelinを開始するlong　protocolを中心にし、　poor　quality　embryoであった場

合、buserelinをあらかじめ60日間程使用してから刺激を開始するultralong　protocolを併用した。
【結果】A、B各群は、年令、不妊期間、男性因子を除く不妊因子（卵管因子、子宮内膜症、多嚢胞性

卵巣、その他原因不明不妊など）は同様の傾向を示し、ホルモン値としては、　LH、　A群：4。5±2．8　B群：

4．2±4．1（IU／m1）FSH、　A群：7。7±2．3　B群：6．5±3．3（IU／ml）その他PRL、　Androgenにも有意の差はな

かった。long　protoeolに対する反応も、2群間に、刺激日数、使用FSH量、　peakE2値、採卵数などに有

意の差を認めなかった。しかし、B群のうち、11症例でultralong　protocolに切り替えたところ、5症
例（45．5％）に、多少のqualityの改善が認められた。

【考察】体外受精胚移植において、施行前の検査結果から、得られる胚のqualityを予測することは困
難であった。また、quality改善のため、刺激法（buserelinの使用期間）の変更は、ある程度有効であ
ると思われた。
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1－3 体外受精胚移植後の顕微鏡学的胞状奇胎の一例

鹿児島大学医学部付属病院産婦人科
○中村佐知子　砂原昭一　沖　利通　森　明人　山元慎一

　福元清吾　　竹内一浩　堂地　勉　永田行博

　体外受精胚移植において、胞状奇胎の発生は極めて稀とされる。今回我々は、体外受精胚移植後に顕

微鏡学的な胞状奇胎を経験したので報告する。
　症例は40才、1経妊1経産である。38才時に再婚。2年間不妊のたあに、当科不妊外来を受診した。
諸検査の結果、高度の乏精子症と卵管性の不妊の診断で、体外受精胚移植の適応となった。
　1回目の体外受精は、受精が認あられず胚移植まで至らなかった。2回目の体外受精は、最終月経■

■4月9日として、当科のプ・トコール1・したがい排卵誘発・採卵を行・た・4月2旧（day13）で2
個採卵し、22日正常な前核期胚であることを確認。23日に4細胞2個を子宮内に移植した。
　5月7日（胚移植後14日）に無月経のために来院。テストパック陽性、妊娠の診断をし流産予防目的
で入院した。5月21日（胚移植後28日）、経膣超音波検査上、子宮内に胎嚢を認めた。5月27日、少量

の性器出血を認めた。経膣超音波検査上で明らかな胎嚢像がえられず、尿中hCGが1×1061U／1のため
胞状奇胎を疑い、子宮内容除去術を施行した。肉眼的に胞状奇胎の所見は認あられなかった。1週間後

再掻爬を行い、現在外来通院中である。
　術後の病理診断で、顕微鏡学的な胞状奇胎であることが確認された。今回は、その発生機序や予後に

ついて考察する。

1－4 ウシ卵胞卵子の体外成熟時におけるhCG濃度のその後の体外受精、

培養に対する影響

京都大学農学部畜産学教室、近畿大学農学部畜産学教室

o加藤博己、細井美彦、内海恭三、入谷　明’

　ウシ体外受精系の発達にともない卵胞卵子を体外成熟、受精、培養して移植可能な胚盤胞期胚が得ら

れるようになっているが、胚盤胞期胚への発生率は低い。それを改善するために血清を補った成熟培地

へ様々なホルモンの添加が行われてきたが、血清中に含まれる様々な因子のためにホルモンの作用を明

確にすることができなかった。そこで本研究では血清の代わりにPVPを添加した無血清培地を用い、また
ホルモンとしてE2，hCGを用いてウシ卵胞卵子を成熟させた後、受精、培養して胚の発生能力に対する卵

子成熟時のhCG濃度の影響を検討した。ウシ卵胞卵子は屠場由来の卵巣から採取し、卵子卵丘複合体を
24時聞培養して成熟させた。　成熟培地にはTCM199を用い、そこへPVPを0．3％（W／V）の濃度で添加した。ま

た、E2をlug／ml，hCGをO，　O．1，1，10単位／mlの各濃度で添加した。凍結融解精子をPerco11液で1回洗浄し、

1時間前培養して受精能獲得させ、成熟した卵子を受精用B．0．液へ移し、そこへ精子を（2－3x106／m1濃度）

注入し、授精した。授精後20時間で卵子を周りに付着した卵丘細胞ごとTCM199＋1％FCSの発生培地へ移し、

8日間培養した。卵胞卵子の成熟率、受精率はhCG　O．0．LUO単位／ml添加区において76－96％、55－79％で

あり各処理区間において有意差はみられなかったが、hCG濃度が増すにつれ成熟率受精率ともに増す傾
向にあった。授精後48時間での卵割率はhCGO，0．Ll，10単位／m1添加区においてそれぞれ49，51，67，60％で

あり、hCG1単位／ml添加区が0，0，1単位／m1添加区に対し有意に高い値を示した（P〈0．05）。授精後9日での

胚盤胞期胚への発育率はhCG　O，O．1，1，10単位／ml添加区においてそれぞれ8，8，11，13％であり、有意差は

みられないもののhCG濃度が増すにっれ増加する傾向にあった。以上より、無血清培地を用いて卵子を
成熟させたウシ卵丘細胞付着卵胞卵子の体外成熟、受精、培養系において成熟培地へのhCGの添加は卵子

の体外受精後の発育を改善し、その効果はhCGの濃度が増すにつれて増加することが示された。
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1－5 体外受精における膣内培養法の有用性

田村産婦人科医院、京都府立医科大学産婦人科学教室＊
O田村秀子、田村昭次、大野洋介＊、岡田　弘二＊

　体外受精・胚移植法の培養法には未だ問題点が多い。1988年Ranoux等は培養段階での卵に対する照度、

温度差、pHの変化などのstress　factorを軽減する方法として膣内培養法（以下IVC）を考案し、従来

のIVFと同等の成績を報告している。そこで我々はPhase　1として受精異常確認の目的で受精確認まで

IVCを行い、その結果をふまえてPhase2としてET直前までIVCを行って、その有用性を検討した。
〈方法〉採卵終了後gradeの高い卵を4個以上選別しCO25％，025％，　N290％下で培養し（以下IVF）、残り

の卵を患者の同意を得た上でIVCに供した。　Falcon社製2003チューブ内で前培養した後媒精し、チュー
ブ内を培養液で満たして密封し膣内に挿入した。媒精後12～16時間（Phase　l）、あるいは採卵後44～50

時間ET直前まで（Phase　2）IVCを継続し、受精率あるいは卵割率、精子生存率を確認した。両培養
法により得られた胚のうちGradeの高いものを4個まで選別し、子宮内あるいは卵管内に移植した。

〈結果＞Phase　l（n・24）：IVCでは多精子受精はなかったが1utei皿ized　oocyteに単為発生が認めら

れることがあった。IVF、　IVC各々の精子生存率、受精率、卵割率は、（78．8％，87．9％）、（51．9％，

62．9％）、（8Ll％，77．3％）でIVCはIVFとほぽ同等の成績を示し、特に精液所見の悪い症例で成績
がよく、胚のgradeも高い傾向にあった。　Phase　2（n・ユ1）：IVF，　I　VC各々のETの時点での精子生

存率、卵割率は、（52．4％，71，0％）、（80．7％，83．　2％）であった。また精液所見不良群のIVCではPh

ase　1よりもさらに胚のgradeが高い傾向が認められた。

＜考察＞IVCでは緩い振蕩が付加されることにより死滅精子の影響を軽減し得るため、精子生存率が高

いと考えられた。さらに精子生存率が維持されることにより培養液性状の変化を軽減し得ること、低照度

環境、嫌気的環境を維持できることがIVCの好成績につながっていると考えられた。

1－6 牙VF－－ETにおける培養液中エンドトキシンの許容値

一 妊娠群と非妊娠群における比一較検討一

福岡大学医学部産婦人科学教室

O詠田由美、吉満陽孝、池田景子、牧野康男、白川光一

［目的3われわれは、培養液に微量に混在するエンドトキシン（E）が胚発生に抑制的に作用すること

を確認し、培養液のE測定・除去の重要性について報告してきた。今回、妊娠可能な培養液中Eの許容

値を求める目的で、IVF－ET後の妊娠群・非妊娠群の成績を培養液のE濃度により検討した。

［方法］1990年10月より1992年5月の期間に、当科においてIVF－ETを行なった47例63周期（卵管
性不妊52周期、機能性不妊ll周期）に使用した培養液（HTF液、28ロット）のE濃度を測定した。　Eの

定量には、リムルス試験発色合成基質法（トキシカラー、測定範囲：0－50pg／mDを用いた。

［結果］28ロット中8ロットではEは1’pg／m1以ドであったが、28ロット中20ロットは1～6．3pg／mlの

範囲でEが検出された。63周期中12周期（19％）に臨床的妊娠が成立した。妊娠群（12周期）と非妊娠群

（51周期）で、両群のhMG総投与量・採卵数・受精卵数・移植可能胚数・移植胚数に有意な差は見られな

かった。妊娠群12周期中6周期はE濃度lpg／ml以下で、その他は1pg／ml（3周期）、1．2pg／ml（1周期）

、L3pg加1（⊥周期）d，5pg／m1（　1周期）であった，，妊娠群の培養液中平均E濃度は0．58±0．6pg／m1で

あり、非妊娠群の平均E濃度1．51±1．51pg／m1に比較し、有意に低値であった（p〈O．　Ol）v培養液中のE濃

度が1．7～6．3pg／m1では妊娠例はなかった，，

［結論］培養液のEはIVF－－ETの臨床成績に影響を及ぼし、培養液中Eの許容値は1．5pg／ml以下
であることが判明した。
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1－7 精子抽出物のハムスターテスト促進効果

大阪大学薬学部　○伊川　正人，岡部　勝，慮　星・田中　慶一

大阪大学医学部産婦人科　大橋　一友，佐治　文隆

［目的］受精能に影響を及ぼす精子由来の因子としてdecapa　Ci　ta　tion　factor（DF）の存在が知られてい

るため、精子はあらかじめ洗浄してIVFに用いられる。しかし、低精子濃度領域ではIVFの成功率が極
端に低下することから、我々は受精を促進する因子も精子に存在するのではないかと考え検討を試みた。

［方法］Swim　up法により調整したヒト精子懸濁液（lxlO7／㎡）を3．5％BSA添加m－BWW中で12時間前
培養後濾過し、condi　t　i　oned　rnedi　um（CM）を得た。ヒト健常者及び乏精子症患者の精子をCMあるいは

m－BWWで懸濁しハムスターテストを行ない融合率を比較した。融合を促進する因子の由来や種特異性
を確かめるためヒト及びマウスの精子懸濁液（1xlO7／㎡）を前培養することなく凍結融解後濾過し、精子

を取り除いた液（CM－FTH，CM－FTM）を作製しハムスターテストに及ぼす影響をみた。次にセルソータ

ー 等を用いてヒト精子の生存性と先体反応に及ぼすCMの影響を検討した。
［結果及び考察］精子濃度を下げて（2xlO5／ml）ハムスターテストを行なった結果、　CMを加えることで

融合指数が上昇した（co　nt　r　cl　；　O．3±0．1．　C　M；　1．7±0．5，　p＜O．・05）。乏精子症患者の精子に対しても融合促

進効果は認められた（融合指数control；0．3±03，　CM；1．8±0．6）。低精子濃度領域でハムスターテスト

がうまくいかない原因としてCM中に遊離してくる精子由来の因子の不足が示唆された。精子は蛋白質

などの合成を殆ど行なっていないことから、この因子は精子の構成成分であると考えCM－FTH，CM－
FTMを作成し検定系に加えた。その結果、融合指数がそれぞれ約2．8倍、約5．7倍に上昇することを認め

た（融合指数control∫　O．6±0．2，　CM－　FTH∫　1．7±0．5，CM－FTMヌ2．9±0．9，　p〈0．05）。

1－8 無血清アルブミン培養液中でのハムスター精子のcapacitaしion誘起の検討

日本大学農獣医学部動物細胞学教室
　佐藤嘉兵、斉藤優子

　通常精子をln　Vitroでcapac．i　t．at1。nを誘起する場合、血清あるいは血清アルブミンを添加し

た培養液中で培養して行う。しかしながら、これらの生物由来物質はそのロットにより効果が
著しく異なる。すでに無血清アルブミン培養液にキレート剤を添加することによりcapaciしati

on誘起が可能であることが報告されている。しかし、我々はアルブミン無添加液中では精子運
動性が低下し、受精は困難であることを報告してきた。本実験では血清アルブミン無添加培養
液にキレート剤を添加した液を用いてハムスター精巣上体尾部精子のcapacitation誘起につい
て検討を加えた。

　成熟したゴールデンハムスターの雌雄（8－9wk）を用いた。培養液はrnTALpthを使用した。
牛血清アルブミンを添加した標準mTALP液、2価イオンキレート剤であるD－penicilla皿ine，L－h

istidine，あるいはL　’・　cystei　fi添加アルブミン無添加液を用いて各培養液中でのcapacitation誘

起について体外受精法を用いて検討した。精子培養時間は4時間とし5＄co2－a．ir、37℃の
条件で行なった。

　結果、Depenicillamine　20，125，500　uM／mlを含む培養液でcapacitationを行なった精子では

標準mTALP液の精子に比べて極めて受糟率は低く受精は困難であった。更に、　L－histidine，ある

いはL－cysteinを添加した培養液でも同様な結果を示した。精子の運動性は標準液に比べて無血

清アルブミン液中で培養したものでは4時間の前培養では若干減少する傾向を示した。
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1。9 精子異常形態分類による体外受精成績の検討

慶鷹義塾大学産婦人科、杏林大学産婦人科＊

○大澤淑子、小林俊文、杉村和男、神野正雄宰、北村誠司、赤星晃一、

　岩田壮吉、末岡　浩、野澤志朗

【目的】男性因子の程度を測る指標として精子の異常形態分類の有用性を検討することを目的とした。

【方法】慶鷹大学産婦人科にて施行した体外受精症例78例105周期を対象として、精子濃度、精子運動
率、精子形態と体外受精成績を比較検討した。精子標本は原精液ストリッヒをDiff－Quik液にて固定・染

色。光学顕微鏡1000倍で400精子を観察し、精子正常形態率を算出すると共に、その主たる異常形態に
て17パターソに分類した。正常精子形態の定義には修正Kruger診断基準を用いた。
【結果】精液量、精子濃度、精子運動率各因子は、卵分割率、妊娠率と一次相関を認めなかったが、精

子正常形態率は卵分割率（p＝0．0005）、妊娠率（p＝0．05）との一次相関を認めた。正常形態率30％以上

では精子異常形態分類別に、卵分割率、妊娠率に差を認めなかったが、正常形態率30％未満でTaperi㎎

Headを主とした症例は卵分割率0％と他の形態異常に比べ（平均48％）、極めて低い成績であった。

【結論】正常形態形態率30％以上では、その主たる異常形態の別によらず、正常機能精子が受精に携わ

る確率が高いことが示唆された。正常形態率30％未満でTapering　Headを主とした症例は、特に体外受
精成績が低く、精子機能障害の強いことが示唆された。

1－10 ヒト精子中のMn－SOD濃度とその受精率、分割率の検討

旭川医科大学産婦人科

　○西脇　邦彦　　玉手　健一　　高岡　康男　　内潟　芳之

　　千石　一雄　　石川　睦男

〈目的〉　近年、精子がその通過経路において受ける障害の原因の一つとして活性酸素が注目されている。また、活

性酸素のうちのsuperoxide　anion　radicalのscavengerであるsuperoxide　dismutase（以下SOD）の精奨中濃度、活性と精子

運動率との関連が報告されている。今回我々は、精子細胞の糸粒体に含まれるMn－SOD濃度を測定し、体外受精時の

受精率、分割率とを比較検討した。

〈方法〉　当科にてrVFET目的に採取された20例の精子検体の一一一部をswim　up処理、精子細胞を凍結、融解、超音波

破砕し、それらについてBCA　protein　assay　kitを用いた蛋白定量、及びELISA法によるMn－SOD定量を行った。その結

果を受精率、受精卵の分割率と比較検討した。

〈結果＞　Mn－SOD濃度の平均値は0．798ng！ml総蛋白量の平均値は73．36mg！ml，蛋白lmg当りのMn－SOD量の平均値は

0．Ol178ngであった。受精率の検討では、その平均値は64．41％だが、40％を下回る群に於て、　Mn－SOD濃度平均値は

O．295ng／m　1と著明に低下、受精後の胚分割率に於ては、平均80．60％であったが、平均一1．5SD（55．67％）を下回る群

で同項目を比較したが、低値を取る傾向は見られなかった。以上より、精子細胞中のMn－SOD濃度が受精率に影響を

及ぼしていることが示唆された。
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1－11 体外受精・胚移植法の簡便化の試み

岡山大学医学部産婦人科学教室、

新谷恵司、長谷川淳、錦織恭子、片山隆章、野間　純、清水健治、

吉田信隆、工藤尚文

　体外受精・胚移植法は最近では一般に行われるようになり、日常診療の一っともなってきた。さらに、

従来の方法では入院治療が一般的であったが、次第に外来通院のみで行われるようになってきた。しか

し、採卵時期の決定などに多大な労力を必要としている。そこで我々は日常診療の一部として、簡便に
行えるように、体外受精・胚移植法の簡素化を試みた。対象は当科不妊外来で体外受精の適応があると

判定された症例16例とした。排卵刺激方法はすべてに一律に施行前周期高温期7日目よりGn－RH
アナログを経鼻的に投与し、月経開始より数日後にhMG3001Uを2日間、その後hMG1501Uを6日間
投与し、翌日入院とした。入院後hCG投与をおこない、35時間後に採卵を経腔超音波断層装置を用
いて行った。受精操作後約36時間後に胚移植を施行した。黄体期補充療法としては採卵後3日毎にh

CGlOOOIUを6回投与した。尚、妊娠の判定はGSの確認できた症例のみとした。今回の対象16例の
平均年齢は33才であった。またキャンセルはO例であり、症例あたりの平均卵胞穿刺数は11個であ

った。16例中1例は卵が回収できず、卵が回収できた15例では平均6個の卵が回収（回収率55％）
された。受精操作を行なった後、10例に受精を認め、胚移植（胚移植率66％）をおこなった。胚移
植をおこなった症例の内3例に妊娠の成立（妊娠率30％（対ET））を認めた。以上今回の体外受精
の簡素化の検討は比較的良好な成績をあげうるよい方法であると思われた。

1－12 高い妊娠率の体外受精

杏林大学医学部産婦人科学教室
○神野正雄，生方良延，吉村泰典，塩川滋達，南野智徳，安藤　索，

　苅部正隆，山田春彦，中村幸雄

【目的】高い妊娠率を可能とするヒト体外受精を確立したので報告する。　【方法】杏林大学病院にて

1991年9月23日より1992年6月3日までに施行した全ての体外受精（72周期）を検討した。顕微授精
を必要とするような重症男性不妊（濃度く500万／ntt，運動率く5％，％strict　normal　morphology＜
12％）のみを除き，全ての不妊原因を適応とし，年齢制限は一切行わなかった。卵巣刺激法は，以下の4

種の方法を使用した。hMG法：周期第3日より連日hMG投与し，血清LHがJ値＝最低値＋（第3日
値一最低値）x1／3を初めて越えた日にhCGを投与した。　GnRH法：高温第4日よりブセレリン投与し，

第3日（部分抑制法）または第10～21日（完全抑制法）よりhMG投与を開始し，LHの変動が捉えられ
る時はJ値に基づき，完全に抑制されている時は主席卵胞径16㎜でhCGを投与した。　Pump法：上述

のGnRH完全抑制法で，　hMGを携帯ポンプにより90分間隔で投与した。　hCG後36時間に採卵し，2～24
時間培養後に媒精し，媒精36～48時間後に胚移植した。培養液は，患者血清（急速冷却遠沈法）または
アルブミンを加えたHTF　medi㎜を用V・た。【結果】採卵72周期のうち，97％で採卵でき，86％で受精を

得，78％が胚移植に至った。29周期が妊娠し（妊娠率：40．3％／採卵，51．8％／胚移植），18周期がongo－

ingであった（ongoing妊娠率：25．0％／採卵，32．1％／胚移植）。患者あたり妊娠率は，47．2％（25／53）であ

った。年齢別採卵あたり妊娠率は，26～29才：58％（12周期），30～36才：45％（29），37～39才：20％（15），40

～
45才：38％（16）であった。37才以上を除くと，採卵あたり妊娠率は49％（41周期）であった。適応別妊娠率は，

卵管不妊：52％（33周期），男性不妊：25％（8），卵管＋男性：40％（5），抗精子抗体：36％（14），子宮性：O％（4），

原因不明：38％（8）であった。【結論】体外受精において，多岐にわたる要点を充分押さえ・患者各個に応じた適切な

排卵誘発を行うとき，高い妊娠率（40．3％／採卵，472％／患者）が得られた。
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1－13 IVF－ET単胎妊娠、多胎妊娠における初期流産形態の検討

東海大学医学部産婦人科

O本田育子、小林善宗、井上正人、鈴木隆弘、藤井明和

〔目的〕IVF－ETにて妊娠した単胎、多胎妊娠別に胎嚢（GS）出現後の心拍出現率、流産率、初期流産形態

にっいて経腔超音波断層法を用いて比較検討し、その流産原因を考察した。　〔対象・方法〕IVF－ET妊娠

にてGSの認められた単胎167例、双胎70例、品胎24例、四胎9例の計270例、415GSを対象として心拍出
現率、心拍消失率、妊娠継続率を検討した。またGS出現後流産に至った単胎31例、多胎26例（双胎16、

品胎6、四胎4の計66GS中流産した35GS）を対象にGS及び心拍出現時期を比較検討した。採卵、媒精し

た日を妊娠2週0日として4週3日より1週間に1～2回の経膣超音波検査を行った。GS出現は当科に
おけるIVF－ET正常妊娠例の検討より単胎で5週2日、多胎で5週5日までに出現しないものを遅延とし
た。心拍出現は単胎で6週3日、多胎で6週4日までに出現しないものを遅延とした。〔結果〕①心拍
出現率とその後の心拍消失率：単胎妊娠では心拍出現率は91．2％、消失率は14．5％、双胎では各々90．0

％、7．1％、品胎では90．3％、3．1％、四胎では88．9％、9．4％であり、心拍出現率に差はないが、心拍

出現後の消失は単胎で最も高かった。従って妊娠継続率は単胎77．8％、双胎92．9％、品胎、四胎は100

％であった。②単胎流産、多胎流産例におけるGS出現時期：単胎流産GSでは不明の7GSを除く8／24（33．3

％）が遅延した。多胎流産GSでは不明の7GSを除く4／28（14．3％）が遅延した。③流産例の心拍出現時期：

心拍が認められなかったGSは単胎流産で10／31（32．・3％）、多胎で23／35（65．7％）であった。単胎では不明

及び心拍無しの18GSを除く8／13（61．5％）に遅延がみられた。多胎では27GSを除く3／8（37．5％）が遅延し

た。　〔考察〕IVF－ET単胎妊娠では多胎妊娠に比して心拍出現後の流産率が高く、妊娠継続率は低い結果

となった。単胎流産例ではGS出現や心拍出現は遅延する傾向にあり、流産の原因として着床環境が関与
すると思われる遅延着床、遅延発育が示唆された。

1－14 過去4年間のIVF－ET及びGIFTの成績と多胎妊娠の
背景因子について

掲協医科大学産婦人科

○星合　明，正岡　薫，石川和明，渡部秀競坂本尚徳
　北澤正文，熊坂高弘

目的：当教室における過去4年間のIVF－ET，　GIFTの臨床成績を解析し、多胎妊娠の背景因子について検
討した。

方法：当科において1988年1月から1991年12月までにIVF－ETを施行した151例170周期（cance1及び未

受精周期を除く）、GIFTを施行した107例114周期を対象とした。

結果：IVF－ETにおいて妊娠した症例は計44例であり妊娠率は25．　9％、多胎率36．　4％、流産率22．　7％であ

った。妊娠率においては90年より増加し、91年には胚移植当たり50％と非常に良好な成績であった。

GlFTにおいて妊娠した症例は計43例であり妊娠率は39．　5％、多胎率41．9％、流産率la　3％であった。妊

娠率においては90年にはGIFT当たり4Z　1％、91年には55．　6％でありlVF－ETと同様に非常に良好な成績で

あった。

結論：通常多胎妊娠防止のためIVF－ETでは3個までの胚移植、　GIFTでは4個までの卵移植が推奨されて

いる。我々のデータを解析してみたところIVF－ETでは3個以内の胚移植群に比べ4個以上の胚移植群に

おいて妊娠率は有意に上昇したが、多胎率は両群間に有意差がないことが判明した。一方、GIFTでは4

個以内の卵移植群と5個以上の卵移植群との間に、妊娠率及び多胎妊娠率のいずれにおいても有意差が

ないことがわかった。以上から、多胎妊娠防止という目的から提唱されている移植胚数3個あるいは移

植卵数4個という数字に実質的な意義があるかどうか明らかではなかった。

　当教室での最近の知見によると、患者の内分泌環境が着床率と密接な関連があるとわかっており、患

者のホルモン環境にみあった適切な胚あるいは卵の移植数の確立こそが今後の課題となると考える。
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1－15 体外受精は何回まで試みるべきか？

虎の門病院産婦人科
○佐藤孝道、児島孝久、高橋敬一、東梅久子、奥野　隆

［目的］体外受精の妊娠率は、施設によって患者層が異なり多少の差があるものの対胚移植比でおよそ
20％である。このことは、妊娠に至るまでに平均5回の体外受精・胚移植を必要とすることを意味してい
る。しかし、実際に体外受精を行っていると、初回あるいは2－3回目に妊娠する患者と、頻回に実施して
も妊娠しない患者の間には質的な差があるのではないかと感じることがある。本研究の目的は、体外受
精・胚移植を反復しても妊娠に至らない症例の問題点を明らかにすることである。［方法コ1989年以降
1992年4月までに当科で実施した587件の採卵周期（臨床的妊娠は108件）を対象とした。［結果］①体外
受精患者の年令は初回症例の35，1土4．5歳（281件）から、5回以上の38．0±3．5歳（63件）と有意に（p〈

0．01）上昇し、年数を経ることによる患者の加齢を上回っていた。②回数別に妊娠率に有意の差はなか
った。③採卵数にも有意の差はなかった。④最高の体外受精実施回数は12回で、この患者は12回目に妊
娠に至り現在順調に経過中である。⑤5回以上の体外受精を実施した症例は24例で、初回実施時34歳以下

の8例中6例（75％）、35－39歳の12例中3例（25％）、40歳以上の4例中0例（0％）に妊娠が成立した。⑥5回

目より前の体外受精を合計すると、この24例中9例に計18回の妊娠があり、妊娠が特定の患者に集積する
傾向があった。［考察］①頻回に体外受精を実施している患者の1つの問題点は、患者年令の高齢化であ
る。②初回実施時年令が34歳以下の場合は、頻回に体外受精を実施することによって妊娠に至る可能性
が高い。③初回実施時年令が35歳以上の場合は、実施回数が5回以上になったらその実施の継続や方法に

関して慎重に検討する必要がある。④体外受精で妊娠し流産した症例は、再び妊娠する可能性が高い。

1－16 当院におけるIVF－ETの成績

愛知医科大学産婦人科　　　　○塚田英文，浅井光興，正橋鉄夫，

前田佳子，山田英史，大橋正宏，保條説彦，三枝園子，内田　聡，

岡本俊充，鈴木正利，野口昌良，中西正美

　IVF－ETは全国100以上の施設で行われるようになってきた。当科においても、1989年6月から本治
療を開始、1992年5月までの3年間に22症例、44周期に施行したので当科の成績を報告する。
　対象は、本大学の倫理委員会の条件と適応に合致した症例で、卵管因子14例（顕微鏡手術後10例）

腹腔鏡までの不妊ルーチン検査で原因不明の4例、男性因子3例、卵管因子＋男性因子1例である。
IVF－ETの方法はbuserelinのlong　protocolで卵胞刺激を行い、卵胞発育のモニタリングは経腔超音
波断層法および血清E2の測定で行った。　Luteal　supportは、採卵後よりプロゲステロンの筋注およ

びOHSSの起こらない限りET日よりhCG　2000単位を3日目毎に4回投与した。培養液は市販のHa皿’s
F－10（lrvine社製）を用い、5％CO2、10％02、85％N2で培養した。精子調整はswim　up法によった。
　40周期（91．0°4）で採卵を行ったが卵分割を認めたのは30周期（75．0制であった。卵分割を得られなか

った症例では、swim　up後の精子濃度が全て15xlO6／m1以下であった。　ETを行った30周期中妊娠に至

ったのは11周期であり、そのうち妊娠継続できたのは9周期であった。妊娠周期と非妊娠周期の各種
パラメーターに有意差は認められなかった。以上より、対採卵周期妊娠率は26．2％、対胚移植周期妊

娠率は36．7％、流産率18．2％であり、現在妊娠継続中の5例が生児を得たとすると、予想対採卵周期

生産率は22．5％、予想対胚移植周期生産率は30．0％と良好な結果であった。
　以上の結果より、成績の向上のためには精子調整法の改善が重要であるが、顕微受精法の導入も必要

であると思われた。また当科のように対象症例の少ない施設では市販の培養液を使用せざるを得ない
が、市販のHam’s　F－10でも良好な結果が得られ、培養の気相も5％CO2、10％02、85％N2でも十分で

あることが示された。
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1－17 液状保存精子による体外受精胚移植の成績

群馬大学産科婦人科学教室
○関守利　土屋清志　伊藤理廣　竹内　巧　伊藤郁朗

篠崎博光　時沢俊也　中村秀夫　狩野智　伊吹令人

【目的】我々は，乏精子症，精子無力症群における受精率と調整前運動精子濃度との相関があり調整前
の運動精子はIVF一訂を行う際に、精子の質を規定する因子となりうることを報告した．従って乏精子症，
精子無力症群において数回射精により精液を採取し体外受精胚移植に用いることは総運動精子数を増加

させる点で有効であると考えられる．そこで液状保存精子により総精子数の増加をはかり，男性因子の体
外受精胚移植の妊娠率を向上させることを目的とした．
【方法】精子液状保存法の基礎的検討を十分行い，体外受精胚移植に応用可能であることを確認した，

患者の同意を得て，夫の精子性状不良群4例に対して，採卵日の8－3日前に1－2回，精子を液状に保存した．

精子は室温にて30分液化後，卵黄系保存液を用いて，精子：保存液を1：2の割合で混和し，温水30℃に入

れ，2時間で4℃まで精液温度を下降させ液状で4℃に保存した，液状保存精子および通常精子を用いて体
外受精胚移植を行った．
【結果】液状保存の保存前精子と調整後の精子数，運動率は（2575±1519xlO4／mi，14，9±8．3％　：60．

0±69．6x10“／ml，63．3±37．0％），採卵当日の精子と調整後の精子数，運動率は（1245±613xlO4／ml，34．6

±21．3％1147．5±102．　8xlO4／m1，64．8±35．3％）で両者の間に統計的有意差はなかった．それぞれの患者

で採卵した卵を半数ずつに各々の調整精子を加えた体外受精を行い，受精卵，分割卵は液状精子群（4／
15，1／4），通常精子群（1／17，0／1）であった．液状保存精子より得た4分割卵を移植した1例に妊娠成立を

認めた．妊娠経過は順調である．

〔結論】本法は精子保存の手技が容易で，液体窒素を使用せず，凍結保存用の特別な器具を必要としな
い．また凍結融解過程で生ずる精子に対する障害を回避する事が可能である．本法による体外受精胚移
植の妊娠例の報告はなく，本症例が世界初の症例と考えられる，

1－18 Computer－Aided　Inseminationに関する研究

永遠幸マタニティクリニック
○高塚亮三、藤波隆一、辻敏徳、道倉康仁、加藤修

【目的】筆者らはComputer－Aided　Sperm　Analysis（CASA）の結果に基づいて、　IVFの媒精精子濃度を決定

；Computer－Aided　Insemination（CAI）し、受精率を向上させることができた。本研究においては、　CAIの

際のCASA測定時期及び、前進性精子または有効精子含有率決定のためのthresholdに関する諸問題にっい

て検討した。

【方法］CASAの測定はCell　Soft　Series　3000を用いて、　minipercoll法で精製した直後及び媒精時の精

チについて行なった。Nordic型精子の場合には前進性精子（threshoid：curvilinear　velocity≧40μm，
Linearity≧4．5－3．5）を基準に、　Alpine型精子を含む場合は有効精子（threshold；curvi　linear　velocity

≧40μm，1inearity≧4．5－3．5amplitude　of　lateral　head　displacement≧3．0）を基準にして媒精精子濃

度を決定した。

【結果】観測した9症例のNordic型精子の中、8症例で精製直後の前進性精子含有率より媒精時の前進性
精子含有率の方が高く、最大で5．63倍まで増加した。また15症例のAlpine型精子の中、12症例で有効精子

含有率が精製直後より媒精時において高く、最大で2．87倍まで増加した。媒精精子濃度は、精製直後の前

進性精子含有率または有効精子含有率を基準として決定したが、Polyploidの発生はそれら含有率の経時

変化による増大と相関しなかった。Polyploidの発生率は、前進性精子含有率または有効精子含有率を決
定する際の1inearityのthresholdを4．5から3．5に低下させることによりある程度抑制できた。
【結語】Computer－Aided　tnseminatienはIVFの高受精率を得るために有効な手段となり得る。
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1－19 新しいカテーテルを用いたHIT法と卵管内胚移植の試み

慶慮義塾大学医学部産婦人科学教室
○北村誠司、杉村和男、赤星晃一、岩田壮吉、大澤淑子、小林俊文、

　野澤志朗

（目的）子宮鏡を用いた卵管内人工授精法（HIT法）で従来、卵管内ヘカテーテルを0．5－1．Ocmしか挿入出来

なかった。我々はこのカテーテルの径を小さくしHIT法に用い、さらに体外受精で胚を卵管膨大部に確

実に戻す為、このカテーテルを使用、経腔的卵管内胚移植を試みた。（方法）D1991年10月より、当院

不妊外来に通う30名の患者にHIT法を施行。カテーテルは、テフロン製、3Fr、先端部分3cmは2Frで、
子宮鏡（オリンパスHYF　type　P）に装着した。精液を80％パーコール液で濃縮洗浄後、約0．5mlとし、カ

テーテルを卵管口より1－3cm挿入、人工授精を行った。2）1991年10月より1992年6月まで6例に卵管内

胚移植法を行った。対象は当院不妊外来に通う患者で、不妊原因は男性因子・機能性不妊であり、卵管

機能に異常無く、今まで3回以上IVFを施行した症例である。子宮鏡・カテーテルは、1）と同じ型のも
の、子宮腔拡張にはCO2ガスを用いた。移植胚は主に2－8細胞期のものを用い、培養液0．05mlと共にカテ

ー テル内に移し、カテーテルを卵管口より3cm挿入し卵管内移植を行った。3）卵管通過性に異常の疑わ

れる不妊患者5名に対して腹腔鏡を行う際、従来より当科で施行している子宮鏡下卵管内色素通水法を

新しいカテーテルを用いて行った。（結果）1）HIT法では25例で3cmまでカテーテル挿入可能であり、

残り5例では挿入の長さは0．5c皿以上3cm未満であった。2）卵管内胚移植では妊娠例は確認されていな

いが、HIT法では2例確認された。3）腹腔鏡下のカテーテル挿入では、5例とも出血等の異常は認めら
れなかった。（考察）新しいカテーテルを用いたHIT法は、実際の受精部位である卵管膨大部に精子を直

接注入出来る点からも有用であると考えられた。同様にこのカテーテルを用いた卵管内胚移植法は、そ
のカテ先を安全に卵管に挿入し、受精卵をより確実に卵管膨大部に移植出来ることから有用であると推
定される。（結論）新しいカテーテルは、HIT法と卵管内胚移植法の双方に有用であると考えられる。

1－20 着床初期のPRORENIN，RENIN，PLASMA　RENIN　ACTIVITYによる、体外受精胚移植に

おける移植後早期の妊娠、多胎妊娠判定の有用性

群馬大学産科婦人科学教室
○中村秀夫　関守利　土屋清志　伊藤理廣　竹内　巧

伊藤郁朗　篠崎博光　時沢俊也　狩野智　伊吹令人

【目的】着床期初期でPRORENIN，　RENIN，PLASMA　RENIN　ACTIVITYが、妊娠群で有意に上昇するとの報告が

あるが、今回我々は体外受精胚移植（IVF－ET）において、PR，　R，　PRAが、妊娠判定日前の着床初期で、妊娠、

多胎妊娠判定に有用であるか否かを検討した。
【方法】当科にてIVF－ETを施行した18例に、採卵日より10日目より妊娠判定日である14日目までのPR，　R，

PRAを測定し、多胎妊娠群（双胎L品胎1）単胎妊娠群（N＝4）非妊娠群（N＝12）での3群間の検討を行った。

【結果］PRは10日目で、多胎妊娠群の平均が11，6（±6，0）（mgAG2／m　l）単胎群が3，8（±1．1）非妊娠群が

3．3（±1．5）と単胎群と非妊娠群では大きな差は認められなかったが、多胎群では顕著な増加が認めら

れた。また増加率も非妊娠群、単胎群では顕著ではないが、多胎群で顕著であった。特に、品胎での値
が測定期間中すべてで単胎群の3倍から10倍の値を示し著明な増加が認められた。Rは10日目で，多胎群の
平均が99．5（±56．5）（mgAG2／m　D単胎群の平均が60．0（±IL　1）非妊娠群の平均が49，8（±8．　3）、14日目

で、多胎群が287（±96）単胎群が116（±40）非妊娠群が50．8（±19．4）であり、また双胎例で単胎群

のほぼ2倍、品胎例で単胎群のほぼ3倍と、妊娠胎児数を敏感に反映した。PRAは10日目で多胎群が55，0
（±37．0）（mμg／ml／h）単胎群が20，　3（±2．4）非妊娠群が17．6（±8．2）と、やはり多胎群で著明に増加

したが、単胎群は顕著な増加はみられず、むしろ13日目以降は非妊娠群よりも低値であった。統計的に
は、多胎群で単胎群、非妊娠群との間に一元配置分散分析法またMann－Whitney法で有意差が認められた。
【結論】今回比較した中では、RがIVF－ETにおけるET後早期の妊娠判定、特に多胎判定に最も有用な指標

となりうることが示唆された。またPR，　PRAも多胎群では顕著な増加を示し、多胎判定に有用であること

が示唆された。なお品胎例ではOHSSを併発しており、この影響に対する検討も今後必要と思われる。
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1－21 体外受精における妊娠の早期判定に関する検討

名古屋大学医学部分院産婦人科　○中村潔史、塚原慎一郎、福垣洋行、

山ロー雄、稲垣資郎、近藤育代、菅沼信彦、名古屋大学医学部産婦人科＊
北川武司＊、廣岡孝＊、古井憲司＊、花井一夫＊、浅田義正＊、友田豊＊

【目的】体外受精症例において妊娠の早期判定、及びその予後を血清estradio1（E2）、hCGにより判
定することが可能か否かを検討した。

【方法】黄体中期からbuserelinを併用した10ng　protoco1によって過排卵刺激を行った体外受精妊娠

例29例、非妊娠例30例を対象とした。排卵誘発にはhCG　50001Uを投与し、黄体維持には採卵日よりpro－
gesterone　25皿gを連日筋注し、　day7かちは50㎎を7日間筋注した。採卵日をdayOとして、　day11、　day14

における血清E2をrapid　assay、　I　RMA法にて測定した。また、妊娠例のday　14における血清hCGを

時間分解蛍光免疫測定法にて測定した。
【結果】妊娠例におけるday　11のE・の平均値は116±95pg／N1であり、44pg／m　1から353pg／n　lにまでお

よび、50pg／ml未満のものは6例であった。これに対し非妊娠例におけるday11のE2の平均値は有意
に低く35±10pg／mlであり、16pg／皿1から51pg／m1にまでおよんでおり、50pg／m　1以上のものは1例で

あった。妊娠例におけるday14のE2の平均値は260±199pg／m　lであり、46pg／m　1かち649pg／皿1にまで

におよんでいたが予後については明ちかな関連はなかった。妊娠例のday14おけるhCGは平均163±103
1Uん1であり、100mlU／ml以上の場合は、全例妊娠継続中である。

【考察】day11の血清E2が、50pgん1以上であれば、妊娠の確率が高く、妊娠の早期判定に有用と考
えられた。また、day　l4におけるhCGが100mlU／m1以上であれば、妊娠の経過は良好と考えられた。

1－22 凍結保存胚による体外受精一胚移植の検討

済生会神奈川県病院　産婦人科

○吉村慎一、小西康博、斉藤美和、小林淳一、中野真佐男

　目的）体外受精・胚移植プログラムにおいて、余剰胚の得られた症例の胚を凍結保存し、採卵周期に
着床に至らない場合に、次周期以降、融解胚移植を行ない、その結果を検討した。

方法）体外受精・胚移植プロトコールは、卵巣刺激法に、Gn－RH　analogue併用、　Pure－FSH－hMG－

hCG法を用い、卵胞発育モニタリング、経腔採卵法、卵子培養法、媒精法、胚移植法等は、既述の方法
を用いた。多胎妊娠を防止する目的で、DMSOを用いた凍結プログラムによって凍結保存した。その際、

DMSOの最終濃度は1．5Mとし、植氷を含む凍結プログラムは、既述の方法を用いた。胚移植のタイミン

グは、連日早朝尿を用いて、尿中Estradio1、　Luteining　hormone（LH）を測定し、経腔超音波にて
卵胞発育を測定して、充分に卵胞成熟が認められたら、内因性のLHの上昇ないことを確認の上、　hCG5000

単位を投与して行なった。また、卵胞成熟の遅延するものは、卵巣刺激を適宜行なった。凍結胚は、排

卵のタイミングに合わせて融解後、5段階に凍結保護剤を除去した後に、over　night　cultureを行な

って、発生が継続し、形態学的に正常と認められたものを、融解翌日に胚移植に供した。移植後は、

Progesterone、またはhCGにて黄体管理を行なった。結果）平成3年7月より、平成4年5月まで9
例の凍結胚症例のうち、採卵周期に妊娠に至らなかった6例に対し、凍結胚移植を行なった。自然周期

を用いた4例は着床に至らなかったが、卵巣刺激を行なって、胚移植タイミングを周期化した1症例に
着床を認めた。結論）従来、卵巣過剰刺激を行なった周期における胚移植に比し、自然排卵周期での胚
移植が内分泌学的背景上、より生理的で良いとされ一般に行われている。今回の結果より、症例数は少

ないが卵巣刺激周期でも着床に至ることが明らかとなり、症例によってはその有用性が示唆された。
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1－23 DMSOを用いた胚凍結保存法の臨床

　荻窪病院、慶応大学医学部産婦人科’

O久慈直昭、境田通泰、宮崎豊彦、片山恵利子、杉山武、飯田悦郎、
　名取道也’、小林俊文’

【目的】　DMSOとsucroseを用いて体外受精法施行時に移植しなかった胚を凍結保存し、安全性およ
び有効性を検討した。

【方法】　1，対象　平成元年11月より平成4年4月までに行なった62例の凍結保存胚融解、移植
を対象とした。この期間新鮮胚移植は原則として3個に制限した。凍結時胚ステージは授精後48－7

2時間（4細胞期～桑実期胚）であった。　2．凍結融解法　胚は室温で3段階に1．5M　DMSO
とO．1M　sucroseを添加、プログラムフリーザーを用いて凍結、液体窒素中に保存した。融解は原則
として緩速融解法、すなわち約25℃の室温に無風状態で静置する方法を用いた。融解後、6段階に保

護液濃度を希釈、約3時間培養した。　3．融解胚移植のタイミング　凍結融解胚移植のタイミングは、

自然周期において主席卵胞最大径が20m皿を越えた日にhCGによる排卵誘発をおこない、87時間後
に胚融解をおこなった。

【結果】　融解後、174個の凍結胚のうち140個（80％）が割球の50％以上正常の生存胚であ
り、59％の胚はすべての割球が立体性のある正常形態（胚正常率100％）であった。卵の多くは授

精から68時間で凍結を開始している。胚移植を62周期におこない、11例（17．7％）の妊娠を
えた。双胎が2例、胚1個あたりの出産率は4．6％であった。出産例の保存期間は最長で11カ月で
ある。8例の生産児には先天奇形はみられていない。

【結論】　DMSOとsucroseを用いたヒト胚凍結保存法が4細胞期以降の分割の進んだ胚の保存に有効
であることが示唆された。また、例数は不十分であるが現在まで児の異常はみられておらず、本法の安

全性にも問題はないと考えられた。

1－24 ホルモン基礎値と体外受精・胚移植の予後との関連に関する検討

虎の門病院　産婦人科

○東梅久子，奥野　隆，高橋敬一，児島孝久，佐藤孝道

　体外受精・胚移植の予後を卵巣刺激開始前にホルモン基礎値より予測し得るかどうかにっいて検討した。

【対象と方法】対象は1988年より1992年4月までの5年間に当科にて体外受精・胚移植を施行した症例の
うち，卵巣刺激開始前の低温期にL且，FSH，Prolactin（P），Testosterone（T）の測定が可能であった77症

例，153周期である。ホルモン測定時の平均年齢は35．3±4。9歳，体外受精施行時の平均年齢は36．3±4．7

歳であった。これらの周期においてHMG投与期間，HMG投与量，　HCG切り替前E2，HCG切り替前卵胞
当たりE2，直径10㎜以上の卵胞数，採卵数，受精卵数，妊娠率にっいて比較検討した。【結果】①年齢

別にみると，40歳以上の群が30歳未満の群よりLH，　FSHが有意に高値であった（p＜0．05）。またTは40

歳以上の群が30歳未満の群より有意に低値であった（p〈0．05）。②HMG投与量，HMG投一与期間は有意
差を認めなかった。③HCG切り替え前の最大径10㎜以上の卵胞数は，卵胞数5個以下の群が卵胞数11個
以上の群よりFSHが有意に高値であった（P＜0．05）。④HCG切り替え前のE2は2000P9／認以上の群が
1000pgノ舷未満の群より有意に高値であった（p＜O．05）。⑤HCG切り替え前の卵胞当たりのE2は100　pg

／me未満の群より200pg／me以上の群が有意に高値であった（p＜0．01）。⑥採卵数は5個以下の群が10個

以上の群よりFSHが有意に高値であった（p＜0．05）。⑦受精卵数は2個以下の群が6個以上の群より有意
にLHが高値，　Pが高値，　Tが低値であった（p＜0．05）。⑧妊娠成立したのは26症例26周期であったが妊娠群

と非妊娠群において有意差は認められなかった。【結論】①FSHが高値の場合，平均径10nn以上の卵胞数，採

卵数は減少する。②Tが高値の場合，E2は高値をとる。③Pが高値の場合，受精卵数は減少する。③妊

娠予後はホルモン基礎値によっては予測し得ない。
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1－25 卵巣刺激周期における卵胞期血中Progesterone値とembryo　qualityとの関連性

鳥取大学医学部産科婦人科
○吉田壮一、高尾成久、片桐千恵子、池成孝昭、関島秋男、岩部富夫、

　大野原良昌、戸田稔子、原田　省、見尾保幸、寺川直樹

［目的］卵巣過剰刺激周期においてLH上昇を伴わない卵胞期血中Progesterone（P）値の軽度上昇（P上

昇）が、IVF－ET治療成績に悪影響を及ぼし、妊娠率低下を招くことを明らかにしてきた。そこで今回、

妊娠率低下に関与すると考えられる受精卵のqualityとP上昇との関連にっいて、胚移植施行前のcell
stageおよび胚のgradeを指標として検討した。
［方法］平成3年1月から12月までの期間にGnRHa＋hMG＋hCGにより卵胞刺激を行なったIVF－ET57症例65

周期において採取した210個の卵のうち、受精が確認された188個の胚を対象とした。採卵後4～12時
間の前培養後に運動良好精子1x105で授精し、その36～40時間後に胚移植を行った。　P上昇周期から得

られた胚68個（P上昇群）とP上昇のなかった周期で得られた胚120個（非P上昇群）にっいて、cell
stageおよび胚のgradeを比較検討した。
［結果］4－cell以上に分割した胚は、　P上昇群で50％（34／68）、非P上昇群で56．　7％（68／120）と両群間に

差を認めなかった。胚のgradeでは、不均等なblasto皿ereやfrag皿entationを含むgrade　2から4の胚
は両群間で差を認めなかったが、均等に分割したgrade　1の胚はP上昇群で17．6％（12／68）、非P上昇群

で47。5％（57／120）であり、P上昇群で有意に少なかった。一方、　intact　blasto皿ereが1個のみで

frag皿entationの著しいgrade　5の胚は、　P上昇群で30．9％（21／68）、非P上昇群で5．0％（6／120）となり、

P上昇群で有意に多かった。

［結論］以上の成績より、P上昇周期で得られる受精卵のqualityは著明に低下しており、その結果、

妊娠率低下を招くことが示唆された。

1－26 GnRHa－HMG－HCG法を用いた体外受精一胚移植における
　　　　　　　　E，初期上昇群の治療成績について

徳島大学産婦人科
　　　○小林津月　村山眞治　石川ひろ美　山野修司　青野敏博

【目的】以前我々は、GnRHa－HMG－HCGを用いた体外受精一胚移植において血中estradio1
（Ez）値の上昇開始日が月経周期3－5日目である症例（E2初期上昇群）では、E2上昇

開始日が6日目以降である症例に比して妊娠率が低く、流産率が高いことを報告した。そこ
で今回E2初期上昇群に対する卵巣刺激法を変更して体外受精一胚移植を施行し、その臨床
成績を変更前の成績と比較検討した。　【方法】1989，2－1991．7に体外受精一胚移植を施行し、
E2初期上昇群に分類された10症例に対する卵巣刺激法を以下のように変更した。前周期の
高温相7日目よりブセレリン600μg／日を連日投与し、月経周期3日目よりHMG日研を前回の
投与量2251U／日から1501U／日に減量し、4日間筋注した。月経周期7日目からはヒュメゴン
1501U／日を主席卵胞平均径が18mmを越えるまで連日投与した。　HMG中止45時間後にHCG5000
1Uを筋注し、翌日採卵した。今回の治療成績（減量治療群10周期）を同一症例の変更前刺激
法における成績（通常治療群18周期）と比較検討した。なおE2上昇日は170pg／皿1を初めて
越えた日とした。　【成績】1，減量治療群におけるE2上昇開始日は初期上昇が5例、6－8
日が4例、不明1例であった。2受精率、分割率は両群間に有意差を認めなかった。a通常
治療群の妊娠率は周期当たり11．1％（2／18）、胚移植当たり11．1％（2／18）であり、妊娠継続例
はなかった。減量治療群では3例に妊娠が成立し、妊娠率はそれぞれ30．O％（3／10）、33．3％（
3／9）であり、3例とも妊娠は継続している。しかし、例数が少ないため両群間に統計学的有
意差は認めなかった。　【まとめ】E2初期上昇を示す体外受精一胚移植症例に対し、HMG投
与量を減量することにより比較的高率に妊娠継続例が得られた。
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1－27 体外受精における潜在的卵胞発育不良症例に対する成長ホルモンの重要性

杏林大学医学部産婦人科学教室

○神野正雄，吉村泰典，生方良延，塩川滋達，南野智徳，安藤　索，

　苅部正隆，中村幸雄

【目的】体外受精において，一見良好な卵胞発育と見えるにもかかわらず，採れた卵に大きな問題がある

ことが，時々経験される。こうした潜在的卵胞発育不良症例における成長ホルモン（GH）の関与を検討
し，興味深い結果を得たので報告する。【方法】以下の条件を満たす例を潜在的卵胞発育不良例とした。
（1｝超音波ならびに内分泌学上（E2，　P，　LH，　FSH）良好な卵胞発育がある。（2｝男性因子正常で抗精子

抗体がない。にもかかわらず，（3｝採卵率＆／or受精率＆／0r分割率の不良のために正常胚が全く得られな
い。対照群としては，上記｛1）②は同じであるが，正常胚が得られ妊娠した症例とした。排卵誘発法は，ブ

セレリン併用hMG法（ロング）とした。体外受精47周期より5例の潜在的不良群と6例の対照群を抽出

し，血清GH値をRIA固相法にて測定した。　hMG開始日のGH値（前値）・hMG開始日よりhCG
投与日までのピーク値および平均値の3つのパラメーターを比較・検討した。【結果】GHの前値・ピー
ク値・平均値は，それぞれ，不良群で1．　3±1．7・10．1±4．7崇・3．2±0．9崇，対照群で5．9±6．　3・

23．2士8．4・10．2士2．7と，すべて不良群で低かった（＊：p＜α05，Wilcoxon）。　hCG投与日の主席
卵胞径（nllll）・12　rm以上の卵胞数・E2値（pg／mL）・卵胞あたりE2値は，それぞれ，不良群で16．8±1．9

・12．2±7。4・774±333・722±32．5，対照群で17．0±1．8・19．0土13．0。1501士999・87．5±
31．3と，2群間に有意差を認めなかった。採卵数・受精卵数・正常胚数は，それぞれ，不良群で6．0±

3．1・2．0±1．0帯・0±0＊，対照群で17．7±14．1・11．5±11．2・7．5±：8．3と，すべて不良群で低

かった。【結論】潜在的卵胞発育不良例では，GHのピーク値・平均値が対照群に比し有意に低く，発育

不良に対するGHの関与が示唆された。

1－28 ハムスター卵子の加齢とその受精能との関係について

日本大学農獣医学部動物細胞学教室

　斉藤優子、佐藤嘉兵

　通常排卵時の卵子はmetaphase　IIの状態にある。このステージ以後は加齢が進行すると考え

られてい。いわゆるるageged　eggsはその程度によるが異常受精や受精率の低下が繰り返し報告

されている。しかしながらその原因に関する検討はほんど行われていない。我々は加齢による
受精機能の低下に関する機構解明を目的として検討を加えている。本実験はで卵子の加齢と受

精能との関係およびサイトカラシンB処理加齢卵子の受精能について検討した。
　70－80日齢成熟メスハムスターを用いた。性周期のDay　1にPMSG　301Uを腹腔内に注射した。注
射後55時間にhCG　301Uを同様に投与して過排卵を誘起した。　hCG投与13，15，17，19時間に動物を

供試し、卵子を卵管から採取した。0．1％hyalur。nidase溶液中で卵丘細胞を除去して体外受精

に用いた。精子は成熟雄の精巣上体尾部から採取したものをmTALP溶液申で3時間培養してcap
aci　tationを誘起し体外受精に使用した。媒精後5時間目以降に卵子を観察した。

　その結果、hCG投与後13時間で受精率69．4％、15時間では95．5％、17時間では50％、であった。

また、hCG投与19－20時間においては20．4％であった。多精子受精はhCG投与後の時間が進むにつ

れて増加する傾向を示した。また受精卵子の2－cellへの発生率は15時間群で43．7％で、17，19時

間では各々13％および15％で明に低率であった。一方、サイトカラシンB処理した卵子では受精
能が未処理排卵卵子に比べて維持される傾向を示した。
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II－1 高LH血症性視床下部障害患者の内分泌学的特徴とbromocriptineの効果

賛育会病院　産婦人科，帝京大学医学部　産婦人科＊
合阪幸三，金田幸枝，都築浩雄，鳥谷葉子，野島美知夫，三橋洋一，

國保健太郎，吉田浩介，森　宏之＊

　高LH血症性視床下部障害（以下内分泌学的PCO）は，排卵障害の少なからぬ頻度を占める重要な疾患
のひとつとして近年注目されている。そこで本疾患の内分泌学的背景を多数の臨床例について検討したb

【方法】過去3年間に当科内分泌不妊外来を受診した385例のうち，LH－RH，　TRH負荷テストにより
視床下部障害型排卵障害と診断された109例を対象とした。これらを負荷前値のLH／FSH比により，内
分泌学的PCO（LH／FSH≧1，36例，　A群）および非PCO（LH／FSH＜1，73例，　B群）の2群に分
類し，血中各種ステロイドホルモン値，prolactin（PRL）関連疾患の合併頻度およびbromocriptine（Br）
の臨床効果について比較検討した。【成績】①血中各種ステロイドホルモン値は，A，　B，群でそそれ
androstenedione（ASD）：2．31±1．40vs．1．62±1．35ng／m1（P＜0．02），　estrone：105．3±56．2
vs．89．4±48．Opg／ml，　estradiol：178．9±87．7vs．185．2±76．4pg／m1，　progesterone：8．2±

5．1vs．9．4±5．8ng／m1とA群でASD値が有意に高値を示した。②全症例109例のうちPRL関連疾患
は52例（47．7％）に認められ，これらのうちの17例（32．7％）はPCOを合併していた。逆にPCOサ
イドからみると36例中17例（47．2％）にPRL関連疾患が合併していた。③Br　5mg／dayの投与によ
り血中LH／FSH比は，　A群：1．43±0．58→1．12±0．60（P〈0．05），　B群：0．90±0．46→0．88±0．51

とA群で有意に改善された。血中ASD値もA，　B群でそれぞれ1．70±1．06，1．75±1．27n1／mlと，A
群で有意に低下した（P〈O．05）またBr2ヵ月以上の投与によりA群36例中24例（66．7％）に排卵が
認められ，8例（22．2％）に妊娠が成立した。B群では73例中35例にPRL関連疾患が合併していたが，
それ以外の38例にっいてBrの効果を検討したところ，5例（13．2％）に排卵が認められたのみで，妊娠
例はなかった。【結語】内分泌学的PCOでは高ASD血症が特徴で，　PRL関連疾患を合併する症例が多い。
本疾患にはBrの投与が有効であることが明らかとなった。

II－2 多嚢胞性卵巣症候群に対する排卵誘発時の血中ホルモン動態の解析

鳥取大学医学部産科婦人科

○片桐千恵子、吉田壮一、高尾成久、池成孝昭、岩部富夫、関島秋男、

　戸田稔子、原田　省、見尾保幸、寺川直樹

［目的］卵巣刺激周期における卵胞期血中progesterone（P）の軽度上昇（P上昇）が卵巣の過剰反応によ

り発生し、これが卵胞発育および妊娠予後に悪影響を及ぼすことが明らかとなってきた。今回は、多嚢
胞性卵巣症候群（PCOD）において排卵誘発時の卵胞期血中ホルモン動態を解析し、　PCODにおけるP上昇の

発生の有無を検討すると共に、その背景因子を合わせて検討した。

［方法］平成3年1月より平成4年3月までの期間に、GnRHa＋hMG＋hCGにより卵巣刺激を行った
PCOD　8症例10周期を対象とした。超音波断層法による卵胞発育観察と共に、卵胞期初期よりhCG投与日
まで隔日または連日に血中estradiol（E2）、P、LH測定を行い、　P上昇を認めた周期（P上昇群）とP上
昇を認めなかった周期（非P上昇群）の間で、発育卵胞数、E2最高値、　LH値を比較検討した。

［結果］P上昇はPCOD　lO周期のうち7周期（70％）と極めて高率に認められた。　P上昇群の発育卵胞数

は平均25．8個で、非P上昇群の6．5個に比して有意に多かった（p＜0．01）。E2最高値はP上昇群で平均
7728pg／皿1、非P上昇群で4500　pg／mlとP上昇群で有意に高かった（p〈0．05）。一方、両群のLH値はday

－4（hCG投与日をday　O）よりday　Oまで有意な変動を示さず、また、両群間にも差を認めなかった。

［結論］PCODの排卵誘発時において、　LH値の有意な変動を伴わない卵胞期血中P値上昇は極めて高頻度

に発生することが明らかとなり、発育卵胞数の増加とそれに伴う血中E2高値がこの現象に深く関与して

いることが示唆された。
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II－3 排卵障害に対する卵巣multiple　punch　resectionの適応

　　　　　岡山大学医学部産科婦人科学教室

○富山俊彦、野間　純、長谷川淳、錦織恭子、平野由紀夫、多賀茂樹
　片山隆章、新谷恵司、清水健治、吉田信隆、工藤尚文

　【はじめに】我々は、腹腔鏡下卵巣multiple　punch　resection（MPR）が内分泌的に多嚢胞卵巣と
は考えにくい排卵障害症例に対しても有効であることを報告してきたが、今回、当科におけるhMG－hCG療

法の成績と比較し、その適応にっいて検討した。　【対象および方法】当科不妊外来を受診した排卵障害

を有する不妊例のうち卵巣MPRを施行した38症例（以下MPR症例）とhMG－hCG療法を施行した83
症例（以下hMG症例）を対象とした。これらをc1。miphene　citrate（CC）による排卵の有無で3群

に分類した。MPR症例のA群：CC100mg5日間投与で排卵した9例、　B群：CC200mgで排卵した2
2例、C群：CC200mgで排卵しなかった7例であり、　hMG症例はそれぞれ27例、29例、27であ
った。それぞれにっいて妊娠率、治療開始から妊娠までの期間などにっいて検討した。【成績】MPR

症例とhMG症例の対症例妊娠率は、それぞれ60．5％、39．8％であり、MPR症例で有意に高率
であった（p〈O．　05）。MPR症例のA群、　B群、C群は、それぞれ0例（0％）、18例（81．8％）、5例（
71．4％）に妊娠が成立し、一方hMG症例のA群、　B群、　C群の妊娠例は、それぞれ8例（29．　6％）、1

4例（48．3％）、11例（40．7％）であり、B群、　C群においてMPR症例の妊娠率はhMG症例より高

率であった（B群：p〈O．　05）。またMPR症例には、MPR前にhMG－hCG療法を行った16例が
含まれていたが、うち11例（B群8例、C群3例）がMPR後に妊娠した。妊娠例についてMPRか
ら妊娠までの期間と初回hMG－hCG療法施行より妊娠までの期間は、　B群でそれぞれ7．0±5．2
カ月、5．6±7．6カ月、C群でそれぞれ8．4±4．5カ月、5．8±8．5カ月（mean±SD）であり有意差

を認めなかった。　【結語】排卵障害症例に対するMPRはhMH－hCG療法と同様に有用な治療法で
あり、CClOOmg5日間投与でも排卵しない排卵障害症例に対してとくに有効と考えられた。

II－4 PCO不妊患者にbuserelinを長期併用してhMG－hCG療法を行った時の内分泌学

的検討と妊娠成立，OHSS発生について

掲協医科大学越谷病院
○大蔵健義，生山　博，林　雅敏，榎本英夫，瀬川裕史，矢追良正

［目的］多嚢卵巣症候群（PCO）の不妊患者にbuserelinを長期間併用してhMG－hCG療法を行い、内分泌学的

検討を加えるとともに、妊娠率やOHSS発生率に与える影響について検討した。［方法コ対象はclomid抵
抗性の不妊患者6例で、年齢は27．3±L2（mean±SE）歳であった。　hMG－hCG単独療法で、いずれもWHO基準

の皿度以上のOHSSを発生した患者である。buserelin　900～1200μg／日を連日経鼻投与して4～11週間経
った時点でpure　FSH　150単位／日の投与を開始した。主席卵胞の平均径が18～20mmに達っした時点でhCG

5000－10，000単位を投与し、以後3～4日おきにhCG　3000－5000単位を投与した。　busere　l　in投与前、hMG投

与直前、hCG投与直前と黄体期中期に採血を行い、血中LH，　FSH，　E1，　E2，　androstened　i　one（ASD），　DHE－

A－S，testosterone（T），　progesterone（P4）を測定した。［結果］1）OHSSは2症例で防止されたが、4症例

で発生した。2）buserelin併用の第1周期で3症例が妊娠した。妊娠率は50％で、いずれも単胎妊娠であっ
た。3）hMG投与直前のLH，　FSH，　Et，　E2，　ASD，　Tの値はbusere　l　in投与前に比べてすべて有意に抑制され

た。4）buserelin併用周期と非併用周期を比べると、次のとおりであった。（1）hMGの使用アンプル数は前
者で有意に高かった（22．　3±2．Ovs．18．0±1．9，　p〈0．05）。（2）hCG投与直前のP4値とASD値は、前者で有意

に抑制された（P4：0．6±O．　lng／ml　vs．1．6±0．4ng／mL　p〈0．05，　ASD：2．58±0．80ng／ml　vs．6．05±1．7ng／

ml）。（3）黄体期中期のASD値は前者で有意に抑制された（4．64±1．55ng／ml　vs．6．85±1．38ng／m1，　p〈0．01）

。（4）黄体期中期のP4／E2比は前者で有意に高く後者の約5倍であった（193．5±35．4vs．42．5±11．7，　pく

0．01）。［結論］本療法は、1）必ずしもOHSSの防止にはならないが、妊娠率が高い、2）同じOHSSでも未破

壊卵胞の割合いが少なく、妊娠に適したホルモン環境にある、3）buserelinの2週間投与では抑制されな
いとされるEl，　E2，　ASDが有意に抑制された、ことなどからclomid抵抗性のPCO不妊症に有効である。
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II－5 Buserelinによる内因性LHサージの誘発
　一PCOに対するOHSS防止効果一

鹿児島大学医学部産科婦人科学教室

○森　明人，砂原昭一，中村佐知子，沖　利通，山元慎一
　福元清吾，竹内一浩，堂地　勉，永田行博

　Clomiphene無効の多嚢胞性卵巣（PCO）に対しては従来よりhMG－hCG療法が行われているが，重篤な副

作用である卵巣過剰刺激症候群（OHSS）を惹起する危険性を常にはらんでいる。これには，外因性に投与

されるhCGが原因のひとつとして重要視されている。1991年，　EmperaireらはhMG－hCG療法の際，　hCG

の代わりにGnRH　agonistをを用い，それにより惹起される内因性LHにより排卵を起こしたところOHSSが

全く発生しなかったと報告した。今回われわれはhMG－hCG療法でOHSS発症の既往のあるPCO患者2例3
周期にこの排卵誘発法を試み興味ある結果を得たので報告する。最初の症例は28才。clomiphene療法無

効のPCOで，　pure－FSHで排卵誘発を試みたが，約2週間の安静加療を要するOHSSを起こした。そこで，

消退出血3日目よりpure－FSH　150単位を最大卵胞径が16mmになるまで連日筋注後，　Buserelin一回

300μgを8時間おきに3回，経鼻投与したところ，投与開始8時間後には尿LH強陽性，18時間後に血
中LHが44．4mlU／皿1と上昇し，　Buserelin投与により内因性LHサージが誘発されたと考えた。OHSSは起こ

さなかったが，高温相は11日しか続かず，妊娠には至らなかった。次の症例は27才．hMG－hCG療法で重
症のOHSS発症の既往あり。同様に，　Buserelin300μgの3回投与を行ったところLHサージを認めた。

OHSSは起きなかったが，高温相が充分に持続せず，プロゲステロン値も低く，黄体機能不全が示唆され

た。次周期は最大卵胞径が20mmになるまでpure－FSHを筋注し，排卵後プロゲステロン補充療法を行った

ところ，OHSSは全く起きず，高温相は13日間持続。しかし妊娠には至らなかった。　今回われわれは，

従来のhMG－hCG療法では中等度以上のOHSSを起こしてしまうPCO患者に対し，hCGの代わりにBuserelin
を使用し，OHSSは起こさず，排卵を認めた。しかし，黄体機能不全の問題も含め今後症例を重ね検討の
余地があると思われる。

II－6 hMG－hCG療法における投与法と予後の検討

筑波大学臨床医学系産婦人科

○岡根夏美、岡本一、西田正人、臼杵葱、久保武士

　hMG－hCG療法による排卵誘発は、排卵障害の確固たる治療法であるが、　OHSSの発生、多胎妊娠などそ

の副作用もまた問題である。今回我々は当科不妊外来にてhMG－hCG療法をうけた86例の投与法および副

作用、妊娠率にっいて検討をおこなったので報告する。対象の平均年齢は30．2才、平均不妊期間は5．7

年であった。適応は第2度無月経が21例、第1度無月経クロミフェン不応例13例、PCO　17例、その他38

例であった。配偶子操作目的の症例は対象から除外した。86例のうち排卵誘発に成功したのは69例（80．

2％）、妊娠に至ったのは37例（43．0％）であった。双胎は6例（妊娠例の16．2％）であった。副作用の主な

ものはOHSSであり、31例（36．0％）にみとめられた。

　排卵誘発に成功した69例中、hMGの投与を初回751Uから漸増させた39例をA群、初回から］501U以上
を投与した30例をB群とすると、両群におけるOHSS発生頻度は、　A群39例中11例（28．2％）、B群30例中

20例（66．7％）と、B群において有意に高値を示した。妊娠率は、　A群39例中23例（60．　0％）、B群30例中

14例（46．7％）と有意の差はみとめられないものの、A群において高い傾向があった。

　hMGに対する感受性は症例によって異なり、OHSSの発生も予断しがたいが、個々の症例に最適なhMG

の投与量および期間を見出だすためには、頚管粘液と卵胞をモニターしながら、751Uから始あて、卵胞

成熟がみられるまでクール毎に投与量をあげていく、漸増投与法が有効であると考えられた。
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II－7 排卵誘発症例における卵巣内血流動態の経日的変化の検討

昭和大学産科婦人科学教室
○鈴木　真、熊沢哲哉、大東茂樹、斉藤　裕、矢内原巧

【目的】近年経膣超音波カラードプラシステムの開発により骨盤内臓器の血流の観察が可能となった。

今回我々は排卵誘発症例における卵巣内血流動態を測定し、その経日的変化をを検討したので報告する。

【対象および方法】当院内分泌外来受診中のhMGによる排卵誘発を行った不妊症患者を対象とした。

投与方法は月経周期第5日目よりhMG1501Uを隔日投与し卵胞径が20mmを超えた時点でhC
G50001Uに切り替えた。22名に対し23周期、延べ85回の超音波検査を施行し、卵巣内（卵
胞および黄体周囲）血流波形計測と卵胞径計測を施行した。計測には東芝SSA270Aカラードプラ

超音波断層装置および5．5MHz経膣プローべ（NEW　VERSION）を使用した。測定日はh
CG投与日を0日（DO）とした。血流波形分析にはresistance　Index（RI）を用
いて評価した。

【結果】85回の超音波検査のうち78回で卵巣内血流計測が可能で、卵巣内血流の検出率は、91．

7％であった。卵巣内血流のRIは卵胞期初期（D－9、－10）において　0．584±0．037
であり、排卵期（DO、＋1）には0．506±0．055と有意の減少（P〈0．01）を認め、黄
体期（＋D2、＋D3）では0．424±0．57とさらに低下した。卵巣内血流RI値と卵胞径には
有意な負の相関が認められた。（r＝－0、580　P〈0．001）
【結語】①卵巣内血流のRI値は卵胞期から排卵期に向けて低下し、排卵期から黄体期にかけてさらに
低下することより卵胞成熟のモニタリングの臨床応用の可能性が示唆された。②卵巣内血流のRI値の

低下は卵巣への血流の増加と黄体形成による新生血管の造成が末梢血管抵抗を低下させることによると

示唆された。

II－8 重症卵巣過剰刺激症候群に対する低用量ドーパミソ療法の試み

聖隷浜松病院産婦人科
O西村　満，中山　理，西垣　新，大谷嘉明，岡田　久，鳥居裕一，

　青木　智

　卵巣過剰刺激症候群（OHSS）が重症化した場合，胸・腹水貯留，循環血漿量の減少，低蛋白血症などに

加えしぽしぽ乏尿をきたす。これに対する治療法の基本は，循環血漿量の正常化をはかりつつアルブミソ製

剤を投与することであるが，乏尿に対しては利尿剤を使用せざるを得ないのが現状と思われる。しかし，利

尿剤の使用は必ずしも病態の改善に結びつかないばかりでなく，電解質の変化に細心の注意を払わなけれ

ぽならない。一方，ショック等時の血圧維持に頻用されているドーパミソは1～5μg／kg／minの低用量では

血圧にほとんど影響を与えず，腎や腸間膜の血流を増加させることが知られている。したがって，重症
OHSSにおける乏尿に対しても低用量のドーパミソは自然に近い形での利尿効果をもたらし，　OHSS病
態の改善にも繋がる可能性が推測され今回，重症OHSS症例に対し低用量ドーパミン療法を試みた。
　症例は36歳。卵管性不妊のためIVF－ET目的で一5月15日よりブセレリン900μg／日，5月25日

よりhMG3001Uノ日を投与開始。　hMGは7日間，計21001U投与し，6月1日，hCG100001U投与。6月
3日，27個採卵。6月5日，受精卵18個中4個をET。6月9日，腹部膨満，嘔気・嘔吐，乏尿出現しOHSS
の診断で入院。Hb　16．6　g／dl，　Ht48．6％と血液濃縮を認めたため輸液開始。6月12日からアルブミγ製剤

を追加したが，400ml／日と乏尿のため6月13日よりマニトール300　ml／日を追加。しかし，十分な利尿効

果が得られないため，妊娠の判明した6月17日（採卵後14日）より補液量を500ml／日に制限した上で3μg
／kg／minでドーパミン投与を開始した。治療開始後3日間は増悪傾向なく定常状態を維持。その後順調

な利尿を認めるようになり臨床所見の改善へと向かった。以上，ドーパミン単独の効果とは言えないま

でも，OHSSの最も増悪する時期である妊娠4～5週の管理を容易にしこれを契機に改善を認めたこと
は，低用量ドーパミン療法が重症OHSSに対し有望な治療法となる可能性があるものと判断された。
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II－9 卵巣過剰刺激症候群に対する低用量ドーパミン療法の有用性

熊本大学医学部産科婦人科学教室　　○河野哲郎　松浦講平　田中信幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　本田律生岡村均

［緒言］卵巣過剰刺激症候群（OHSS）に対して、我々は先ず安静・水分負荷を行い、反応不良例や進行例

に対しては適宜、腹水穿刺・インドメサシン療法を行い対処してきた。今回我々は卵管因子の適応で行
なったIVF－ET後に生じた重症OHSS症例に対し、低濃度のドーパミン持続投与・水分制限が有効であった

2症例を経験したので報告する。　［症例］症例1は、35才の原発不妊i患者である。GnRHa－hMG－hCGの過排

卵刺激を行い、周期18日目に採卵、20日目に4個の受精卵を子宮内へ移植（ET＞した。　ET後1日目より

腹部膨満が出現し、ET後3日目には右卵巣は67x40皿皿、左卵巣は84x48mmと腫大し、腹水貯留および尿量
減少がみられ、Ht値が47．4％と高値を呈し、尿中Na、　K、　Cl排泄量も減少したため、　ET後6日目よりドー

パミン3μg／Kg／分の持続点滴を開始し、輸液量は500ml／日とした。ドーパミン投与後2日目にはHt値が

38．9％と低下し、3日目には尿量の増加、さらに6日目には腹囲の減少が認められ、尿中Na、　K、　Clの排泄

は正常化し、13日目に尿中hCG陽性を確認した。症例2は、37才の続発不妊患者である。　GnRHa－hMG－hCG

の過排卵刺激を行い、周期13日目に採卵を行い、15日目に4個の受精卵をETした。　ET後1日目より腹部
膨満が出現し、右卵巣は99x94mm、左卵巣は96x95mmと腫大し、腹水貯留および尿量・尿中Na、　K、　C1排

泄の減少を認め、Ht値が43．1％と高値を呈したため、　ET後3日目よりドーパミン療法を開始した。開始後

2日目にはHt値が33．5％と低下し、4日目には腹囲の減少を認め、12日目に月経が開始したため退院とな

った。　［結論］低用量のドーパミンは血圧や脈拍に影響する事なく、腎血流量や糸球体濾過量を増加さ

せることが知られている。今回の症例においてドーパミン投与後2日目にはHt値が低下し、以後順調に
症状の改善を認め有効と考えられたことから、ドーパミン療法は今後OHSSの治療に組み入れられるべき
手段と思われる。

II－10 反復卵巣内出血による急性腹症に経膣的卵巣穿刺が有用であった一例

広島大学医学部産科婦人科学教室

○新甲　靖、　上田　克憲、　熊谷　正俊、　大浜　紘三

　経膣超音波装置の進歩は、診断能力の向上とともに経膣的卵巣穿刺などの新しい治療手技を可能とし

た。今回われわれは、卵巣内出血による急性腹症の反復に対して、経腔的卵巣穿刺が有用であった一例

を経験したので報告する。　患者は21才の未婚、未妊女性で、月経は28～30日周期で順調。平成3年4月

に右下腹回痛があり、急性虫垂炎の疑いで外科で開腹術を受けたところ右卵巣出血が認められ、止血術

を受けた。　　　4月3日に前回と同様の右下腹部痛が生じ、近くの産婦人科で超音波断層検査を受け、

右卵巣に4．1×3．7×2．6cm大の嚢胞様エコーを指摘されたが腹腔内の液体貯留はなかった。1週間後の検

査で腫瘤の増大が認められたため精査、治療目的にて当科を紹介受診した。当科初診時、右卵巣嚢胞は

7．5×5．8×5．2cmと増大しかなりの圧痛を伴っていたが、既往歴やエコーパターンから卵巣内出血によ

る嚢胞の可能性が高いと判断した。そのため超音波下に経膣的嚢胞穿刺を行なったところ、ヘマトクリ

ット9％の血性内容物15mlが吸引され、それにより下腹部痛は軽快した。なお左卵巣には異常を認めなか

った。その後外来で経過観察を行なっていたが間もなく月経が発来し、右卵巣は一部に嚢胞状エコーを

残すのみで痔痛、圧痛は全く消失していた。しかし基礎体温上の排卵日に相当する5月18日より左下腹
部痛が出現し、左卵巣が7．Ox5．8×5．6cmの嚢胞状腫大を呈したため、左卵巣出血と考え保存的療法と

した。現在内分泌学的検査とともに出血性素因の有無などを検索中である。

　OHSSや内膜症性嚢胞を除けば、卵巣の貯留嚢胞が異常増大することは少なく、嚢胞径が7cmを超えれ
ば腫瘍の可能性を考慮して摘出術を行なうことが望ましいとされるが、嚢胞径が7cm以上であっても臨

床経過や超音波所見などから非腫瘍性と考えられる場合には経膣的卵巣穿刺などで対処し、不必要な開
腹術を避けるよう努めることも大切であろう。
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II－11 精巣上体尾部精子回収法の有用性についての検討

セントマザー産婦人科医院
○鷹野和哉，田中温，永吉基，塩見秀明，田中威づみ，竹本洋一，高崎博幸

　目的：精子運動率20％以下の後天的重症精子無力症に対する本法の有用性は第36回日本不妊学会で報告

した。今回我々は本法による臨床成績とともに，さらに精巣上体尾部精子の凍結法の検討および顕微授精

への応用を試みたので，その結果について報告する。方法：腰椎麻酔下に陰嚢正中部を切開し，精巣上体

尾部を露出させた後に，内径100～200μmのガラス針をマイクロスコープ下に，管腔内に刺入し精子を吸引

した。吸引した精子をミネラルオイルで覆ったHTF内に注入した。30～120分の精子培養の後卵子と媒精
した。媒精後約6時間でMedium　changeを行い，症例に応じGIFT，　ZIFT，　IVF・ETを施行した。良好精子が多量

に採取しえた症例に対しては兼子らの方法に準じ急速凍結を行った。採取した精子の運動率が不良な場合

はK－3液を用いたガラス管内インキュベーションを施行後SZIを施行した。対象は精子運動率が20％以下

（精子濃度200万／cc以上）で過去のIVF・ETで一度も卵割の認められなかった94症例とした。結果①培養液

中精子濃度が50万／cc以上，精子運動率が50％以上となりえた症例は58例（回収成功率62％）であった。②こ

の58例に対しIVF・ET35例，　GIFT12例，　ZIFT11例を施行し，それぞれ8例（IVF・ET妊娠率23％）4例

（GIFT妊娠率：33％），4例（ZIFT妊娠率：36％）の妊娠を認めた。③16例の妊娠のうち4例はすでに正常

に分娩し，IVF・ETの2例がblighted　ovumとなった。④兼子らの良好精子の急速凍結法に準じて精巣上
体尾部精子の凍結を5例に施行したが全例で融解後著明な精子運動率の低下を認めた。⑤先天性精管欠損

症例で精巣上体頭部にまで炎症が及び，運動率の低い2症例に対してはK－3液を用いて先体反応を誘起後
SZIを施行し分割卵を認めた。結論：①本法は後天的重症精子無力症（前立腺炎，精嚢腺炎合併）に対して非

常に有用な方法である。②採取した精子運動能が低い場合，先体反応を誘起後のSZI応用も可能である。

③現在のところ凍結保存では良好な結果は，えられていないが，精巣上体尾部精子に適した凍結法が開発

されるであろう。

II－12 重症男性不妊症におけるPZD（透明帯開孔術）および

SZI（囲卵胞内精子注入）の臨床成績

セントマザー産婦人科医院
○永吉基，田中温，塩見秀明，田中威づみ，竹本洋一，鷹野和哉，高崎博幸

　目的：媒精時精子運動率は30～50％認めるが最活発前進運動を示す精子が0の場合及び，精子濃度が
1～10×IO4／cc以下の重症男性不妊症にお・ける受精率は極端に低値となる。このような症例に対しPZD

（Partial　Zona　Disection）又はSZI（Subzona　Insemination）を1992．2月より臨床応用した。今回この臨床成

績について報告する。方法：採卵後20％非働化血清添加HTF内で5～6時間培養した卵胞卵をO．1％ピアル
ロニダーゼで穎粒膜細胞を除去した。裸化卵子を20％非働化血清添加HTFで5～10分培養後，0．3M　sucrose

in　HTF内に浸漬した。PZDでは，実体顕微鏡下に，左手で把持し，口で吸引圧を調整するピペットで卵子を

固定し，開大した囲卵腔に27G針を右手で刺し，透明帯をcutした。SZIでは開大した囲卵腔内へ5～30匹の

精子をプリマ社製ピエゾマイクロマニピュレーターで注入した。PZD後20％非働化血清添加HTF内に10

～
30分培養後，パーコール十ヒト卵胞液又はK－3液にて先体反応を誘起した精子浮遊液内に卵子を注入し

た。Medium　changeは媒精5～6時間後に行った。結果：①PZDお・よびSZIにお・ける無傷率，受精率，卵割
率および多精子受精発生率はそれぞれ［91％（531／584），22％（128／524），9％（53／584），11％（64／584）］，［93％（231／248），13％

（32／248），8％（20／248），11％（27／248）］であった。②PZDおよびSZIで卵割を認めた初期胚はBlastcystに発育した。

③PZDを73周期施行し7例で妊娠を認めた。73周期の射出精子濃度および精子運動率の平均値は273×104
／cc（50～1000×104／cc），18％（5～50％）であった。④SZIを31周期施行し2例で妊娠を認めた。31周期の射出精

子濃度および精子運動率の平均値は327×104／cc（60～1500×104／cc），15％（5～40％）であった。

　結論：PZDおよびSZIは従来の精子処理下における体外受精では受精に至らない症例の中で，媒精時最

活発前進運動は認めないが，全体で20～30％の運動率を有し，精子濃度が5～10×104／cc程度ある症例に

対して有用な方法であることが判った。
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II－13 重症男性不妊症にお・ける卵細胞質内精子注入（OI）の臨床成績

セントマザー産婦人科医院
O田中温，永吉基，塩見秀明，田中威づみ，竹本洋一，鷹野和哉，高崎博幸

　目的：媒精時精子運動率10％以下又は精子濃度1×104／cc以下の重症男性不妊症にお・いてはPZDやSZI

でも受精は困難となる。このような症例に対しては卵細胞質内に精子を一匹注入するOIが唯一の治療法と
なる。OIによる新生仔は牛，ヤギ，うさぎで成功例が報告されているがヒトではいまだ世界中で成功し

ていない。今回我々は1992，2月より臨床に応用した同法の成績について報告する。方法：過去のIVF・ET

やPZD，　SZIで受精を全く認めなかった21症例を対象とした。採卵後20％非働化血清添加HTF内で5～6
時間，前培養を施した卵胞卵子を0．1％ピアルロニダーゼで穎粒膜細胞を除去した。さらに実体顕微鏡下で，

左手で把持し，口で吸引圧を調整するガラスピペットで透明帯外層の少数の卵丘細胞を除去し，完全な裸

化卵子とした。射出精液を液化後，低比重パーコールにて遠心分離し，沈澱した精子ペレットを10～50μ1

の10％非働化血清添加HTF内に注入した。この精子浮遊液を一80℃のdeep　freezer内で凍結後，室温にて融

解，さらに同様の方法にて凍結・融解をくり返した。この精子と卵子とを10Pt　1の5％ポリビニルピロリドン液

内に注入した。ナリシゲ社のマイクロインジェクターを用い一匹の精子を卵細胞質内に注入した。OI後卵

子は5μMのCaイオノフォア内で5分間培養後，20％非働化血清添加HTF内（Ca濃度3．42mM）に移し，培養し
た。結果：①無傷率，受傷率，卵割率はそれぞれ64％（123／192），27％（52／192），14％（27／192）であった。②OI後2～3

日間の培養で8細胞期胚までの発育を確認したが妊娠には至らなかった。③OIの受精率，卵割率はOIの操
作時間，技術の巧拙により差を認めた。結論：OIの受精率，卵割率を上昇させるためには，操作時間を短

く，卵細胞質内への注入量を少く，マイクロインジェクターの針をできるかぎり細くすることが重要であ

る。これらのOI時の技術の向上とともに卵子の活性化などが改良されていけばOIによる妊娠も十分可能と
考えられる。

II－14 透明帯切除術（Partial　Zona　Desection）の臨床応用

セントマザー産婦人科医院

o塩見秀明，田中温，永吉基，田中威づみ，竹本洋一，鷹野和哉，高崎博幸

　目的：媒精時精子運動率が20％～30％以下（最活発前進運動精子は認めない）で精子濃度が5～10×104／cc

以下の症例に対し，我々はPZD（透明帯開孔）又はSZI（囲卵腔内精子注入）を行ってきた。現在までの両者

の受精率は約10～20％と低値である。この低値の原因として囲卵腔内に到達（注入）する精子数が不十分で

はないかと考え，透明帯を開孔するのではなく一部分切除し囲卵腔内への精子進入を容易にする方法を検

討し，臨床上有用な結果を得たので報告する。

　方法：採取卵子を5～6時間，20％非働化血清添加HTF内で前培養した後，　O．1％ヒァルロニダーゼで
穎粒膜細胞を除去した。この裸化卵子を20％非働化血清添加HTFで5～10分培養後O．3M　Sucrose　in

HTF内に浸漬した。実体顕微鏡下に左手で把持し，口で吸陰圧を調整するガラスピペットで卵子を固定し，

開大した囲卵腔に27又は30Gの針を右手で刺し2時と4時方向で透明帯をcutし，その透明帯を除去した。

この卵子を再び20％非働化血清添加HTF内で10～20分培養後，パーコール法＋ヒト卵胞液を用いて分離し

た精子浮遊i液内に注入した。Medium　changeは5～6時間後に行った。

　結果：①過去のPZD又はSZIで受精を認めなかった5症例（47個卵子）に本法を施行し，受精率23％（11／

47），分割率9％（4／47）を認めた。②分割した胚を子宮に移植し，1例で妊娠を認めた。③受精率，卵割率

は本法を使用することにより明らかに上昇したが，無傷率は72％（34／47）と低下し，又透明帯より卵細胞

が脱出する症例を認めた。④透明帯切除に要する時間は，卵1個に対し約30秒以内であった。

　結論：本法はPZD又はSZIでは受精は認めなかったが，　OIの適応とはならない重症男性不妊症にとって
有用な治療法と考えられる。
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II－15 顕微授精法による男性不妊の治療

Century　City　Hospital　　　　Oノ」、林一彦，　D．L．・Hili，　C．M．　Rothman

聖マリアンナ医大　産婦人科　　　佐賀正彦

明治大学農学部生殖工学研　　　　尾川昭三

精子減少症や精子無力症などの男性因子による不妊症の治療としての顕微授精法に関するCentury　City

Hospita1（Los　Angels）における臨床成績を報告する。

〔方法〕（1）精液所見が不良と判定された患者、および以前に行われた通常の体外受精（IVF）により全

く受精卵が得られなかったか、もしくは、受精率が極あて低かった患者に対して透明帯切開法（Partial

Zona　Dissection；PZD）、または、透明帯下精子注入法（Sub－zonal　Sperm　Insemination；SZDを用い

た。また（2）IVFにおいて、全く受精が認められなかった場合にも、それらの非受精卵にPZDを施して再
媒精を行った。

〔成績〕（1）合計477個（患者数：68例）の卵子のうち342個（52例）および135個（16例）について、そ

れぞれPZDおよびSZIが行われ、155（45．3％）個（45例）および44（32．6％）個（16例）が受精した。これら

のうちPZDでは、31（20．0％）個、　SZIでは、11（25．0％）個が多精子受精であった。結果として、顕微授精

法を用いた68例中58例で1個以上の正常な胚が得られ、それらの移植が行われた。その結果、PZD（23

例）、またはSZT（13例）由来の胚の移植により、それぞれ2例ずっが妊娠した。
（2）PZDを行った143個の非受精卵（17例）に再媒精した結果、62（43．4％）個（12例）に受精が認められた。

多精子受精卵は、16個（25．8％）であった。これらの胚の移植により12例中3例に妊娠が確認されてい
る。

II－16 当院における顕微受精の試み

相模原協同病院産婦人科
　○望月　愛郎　松信　晶　　三宅　崇雄
　　佐藤　芳昭　大沢　章吾

　男性不妊症や受精障害の患者に対して顕微受精が行われ、出産例の報告もみられる。当院においても
1991年より倫理委員会の承認を得て、患者の同意を確認した上で顕微受精を行い以下の成績を得た。
　対象は、IVF－ETの適応となった患者17例（20周期）で、採卵当日の卵および媒精後受精が
確認できなかった卵を使用、0．05％ピアルロニダーゼと0．2MSUCROSEによる前処置を行いpart
ial　zona　dissection（PZD）とsperm　injection　into　perivittelline　space（SI）を施行。精子は、　swim

upあるいは80％パーコール法により回収し、　SIでは2～20個の精子を注入した。
　結果：卵子90個中PZDを55個．（61．1％）に、SIを35個（38．9％）に施行。受精率
は、PZD　11／55（20％）、SI　8／35（22．9％）であった。また、通常のIVFで
は受精しなかった卵でも、翌日顕微操作を加えることによりPZD　7／29（24．1％）、SI
8／17（47．1％）と受精が確認された。多精子受精は、PZD　2／11（18．2％）、SI
　6／8（75％）。卵子に損傷を与えたものPZD　6／55（10．9％）、SI　2／35（5．
7％）　全体で8．8％であった。17例のうち8例が受精し、4例ETを行ったが妊娠例はなかった。
　顕微受精は有用な手段であるが、多精子受精、卵の損傷等の問題があり、dissectionの大きさや注入
する精子数をさらに検討する必要があると思われた。
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II－17 当科における顕微受精の試み

　大阪医科大学産科婦人科学教室
○鈴木佳彦　宮崎和典　杉山修成　太田　栄　奥田弘賢　金子卓嗣

　山下英俊　高原得栄　杉本　修

【対象と方法】当科の体外受精・胚移植対象患者で過去の体外受精・胚移植周期で受精しなかった症例

8例に対し、平成4年4月より、採卵によりえられた卵に対しPZDを行った。採卵された卵の半数は
従来の媒精を行い、残りに対してPZDを施行し、その結果を検討した。【結果】平均採卵数は8．05個

で、採卵によりえられた成熟卵は63個、その内、15個を従来の方法で媒精し、19個を穎粒膜細胞
を取り除いて媒精し、29個の卵に顕微受精（PZD）を行った。従来の方法が1／15個（6．6％）、
穎粒膜処理卵2／19個が（10．5％）、顕微操作卵2／29個（6。9％）に受精が認められた。受精した
症例は2例で、受精群、非受精群の精液所見は、それぞれ精子濃度23．05±13．25×IO5／m139．03±50．
41×tO6／ml運動率52．13±16．59％　24．83±29．　85％運動精子数14，26±10．76×IO6／m118．　68±37．15

xlOe／m1精子処理後の精子濃度は53．0±28．0×106／ml　14．77±18．74x106／ml　運動率は40．55±12．55

％　43．15±27．07％　運動精子数は　25．01±18．01×les／ml　8．73±14．78×正06／mlハムスターテスト

侵入率の平均は9．40±23．10％　26．　54±54．　10％、症例8例中2例に顕微操作卵で受精が認めれたが、

同時に行った通常の媒精でも2例とも受精が認めれた。【考察】今回PZDの媒精時の精子処理は通常
の方法を用い特別な処理を行わなかった。PZDで受精した症例は、同時に通常の媒精でも受精が認め
れていた。以前に受精しなかった症例が今回は受精が認めれたが、精子の処理方法、媒精環境の改善も

影響していると考えられ、特にPZDが有効である結果は得られなかった。精子先体反応惹起処理方法

の工夫、囲卵腔内精子注入法の臨床応用も検討すべきであると思われた。

II－18 顕微授精における透明帯の意義

山形大学医学部産科婦人科学教室

0斉藤英和、平山寿雄、小池数与、斉藤隆和、

　田中栄一、野原理、鈴木吉也、広井正彦

Partial　zona　dissecti　on重去（PZD）は重症男性因子の不妊症に繁用されている，．しかし、この際に

透明帯に裂け目を形成することで、透明帯が持っている役割のうちで卵管環境や子宮環境から初期胚を
守る役割が障害される可能性が生じた。また、Cohe・nらは、この処理をし受精した胚を移植する際に副
腎皮質ホルモンを投与すると、胚の着床率が4倍に増加したことを報kした。これは、透明帯に穴また
は裂け目を形成することで、まだhatchingに至らない初期胚が免疫細胞の攻撃を受ける可能性があるた
め、これを予防するためと説明している。そこで我々は、透明帯に裂け目を形成した胚を活性化したマ
クロファージ（M）と培養することによって、胚の発育にどのような影響が表れるか検討した。B6C3F1
マウスの腹腔にピシバニール1単位を注射し、48時間後に腹水中のMを回収した。腹水を遠心洗浄後、
低調液にて赤血球を除去後、Mを培養に加えた、，初期胚は1細胞期、2細胞期、8細胞期胚を用いた。
PZDは26ゲージの針を用いて施行した。各発育段階の胚を対照群、Mを加えた群（M群）、Mを加え、
PZDを施行した群（M　＋　PZD群）の3群（各群n＝100）に分け24時間ごとの発育を検討した。胚の評
価は、各培養時間での理想発育段階を設定し、それに到達した胚の割合にて検討した。1細胞の胚の発
育は96時間後まで検討したが、対照群に比較しM群、M＋PZD群の間に差を認めず、特に96時間後では
後期胚盤胞まで達した胚の割合は対照群で62％、M群で74％、　M＋PZD群…で75％であり、対照群とM群、
M－IPZD群の間に有意な差を認めなかった。また、2細胞、8細胞より培養を開始した群でも対照群と
M群、M＋PZD群との問に差を認めなかった。よってこの　in　Vit・roの実験より、胚移植時の副腎皮質
ホルモン投与の必要性に疑問を生じ、また、胚は透明帯以外にも免疫因子や免疫細胞からの防御機構を

持っている可能性が示された。
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II－19 マウス卵子囲卵腔内精子注入法における注入精子数と受精率に関する検討

山形大学医学部産婦人科

平山寿雄，斉藤英和，川越慎之助，広井正彦

【目的】卵子囲卵腔内精子注入法による受精率向上の為には，単数注入精子の先体反応を最大限に誘起

させるか，あるいは注入精子数を増加させるかのいずれかが考えられる．前者の場合，Ca　ionophore　A

23187などにて先体反応誘起をはかるわけであるが，100％の先体反応誘起は難しく，更に先体反応誘起

の過程で精子卵子融合に関与する細胞膜の損傷をきたす可能性も考えられる．そこで複数精子注入法に
ついて，適切な前培養のもとで一定の先体反応完了精子の存在する精子浮遊液から無作為に抽出した精

子を複数注入する事により受精がどのように変化するかを，精子先体反応状態と注入精子数との関連性

より検討した．【方法】B6C3　F1雌マウスを過排卵処理して卵を採取し，同系雄マウス精巣上体尾部より
回収した精子を実験に用いた．精子はBSA添加HTF　medium内にて前培養を施行し，CTC法にて先体反応
率を判定した．卵子囲卵腔内精子注入法に際しては，前培養終了精子浮遊液内の精子を用い，精子を1，
2，3，＿，12匹まで注入し，受精率，多精子受精の状態などを，注入後5－6時間で固定，染色し観察した．

【結果】BSA添加HTF　medium内での2時間前培養を加えた精子浮遊液内での先体反応完了精子比率は，
21．5－32，　1％であった．これらの精子浮遊液内から無作為に選出した精子を注入した場合，1，2，3，．．．，12

匹注入受精率は38％，51％，63％＿92％であり注入精子数が増加するにつれ，受精率も増加することが明らか

になった．この際の多精子受精率は注入精子数とは無関係に低率であった（3．2％）．しかし，digynic

triploidyの発生が観察され，hCG投与後の卵のagingと発生頻度の関連が見られた．【結論】複数精子を
用いた卵子囲卵腔内精子注入法では，注入精子数の増加に伴い，受精率を向上することが可能となる．

多精子受精率はマウスの場合起こりにくい一方で，第二極体放出障害によるdigynic　tripioidyの発生
がみられ，顕微操作時の卵のagingに伴い増加する傾向が示唆された．

II－20 ヒト卵丘細胞間マトリックスに対するモノクローナル抗体のイ／］成とそのt！1状分析

兵庫医科大学産婦人科
○長谷川昭r、井ヒみゆき、香山浩．、礒島晋｛

【目的】哺乳動物の排卵卵f’は、グリコカリックスから成る透明帯と、グリコサミノグリカンを｝・1成

分とする卵丘細胞層に覆われている。透明帯については、その糖蛋白賓構造と機能がかなりリjかにさ
れてきているが、卵丘細胞層の細胞間マトリックスの受粘に於ける役割は、ほとんど服告がない。今
回、排卵卵rに特徴的に存在する卵rr．細胞間マトリックスに対してモノクローナル抗体をVl成し、そ
の性質について検討した。
1方法】不妊治療の一つIVF－ERの採卵において、しばしば観察される卵細胞を含まない卵11i断片を実

験材料に用いた。卵丘断片を軽く超痔波処理して可溶化し、BALB／cマウスに免疫し、定法に従いマウ
スmyeloma細胞と免疫マウス脾臓細胞を細胞融合して、6種のモノクローナル抗体産ノ1株を樹、ンした。
各モノクローナル抗体について、ELISA法、蛍光抗体法、　ABC染色法、；1｛iij　f糸11，合「1【じi渓験をそiった。

【結果】各々のモノクローナル抗体は、卵胞液、未熟穎粒膜細胞抽出液、卵IT：細胞間マトリックスを

コーティングしたELISA法で、それぞれ異なる反応強度を示した。またヒト卵巣組織のABC染色では、
穎粒膜細胞間に強く反応するもの、瓢粒膜細胞表面に強く反応するこの、爽膜細胞層に強く反応する
もの、一・部の穎粒膜細胞のみに反応するもの、卵巣全体の細胞間に反応するものなど、各抗体によっ

て、特徴的な反応パターンが観察された。また2種のモノクローナル抗休に、ヒト粘r一の透明帯への
結合を阻止する作用が認められた。
【結論】今回作成したモノクローナル抗体は、卵丘細胞間マトリックスの性状分析及び、／1理学的機

能の解明に有用であると考えられる。特に受精阻害作川を示した2種のモノクローナル抗体について
はその対応抗原を同定し、受精阻害機序を解明する必要がある。
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II－21 SOD，　Thioredoxinによるマウス2－cell　block解除の機序

　　　　　一細胞周期制御機構からの解析一

京都大学医学部婦人科学産科学教室　基礎生物学研究所生殖研究部門’

0夏山　知　野田洋一　山下正兼’長濱嘉孝聯森　崇英

［目的］SOD，Thioredoxinによる？bス2－cell　block解除のメカニズムを明らかにするため、細胞周期のG2／M期の

移行を制御する蛋白であるcdc2の初期胚における酵素活性とWestern　blottingのpatternの変化を調べた。

［方法］ICR系マウス（4週令雌）を過排卵処置（PMSG　5u，hCG　5u）後、同系雄と交配、hCG投与後18時間に卵管から前

核期胚を回収した。0．1％PVA添加BWW培地（基本培地）、基本培地＋hrSOD（200μg／■1）、基本培地＋thioredoxin

（E．coli：500μg／ml）の3条件で胚を培養、in　vivo胚と共に経時的に胚を回収、液体窒素で凍結し実験に供し

た。　cdc2　kinase活性としては、［γ一32P］ATP、酵素特異的合成ペフ’チドを基質とし30℃15分の反応による

ペフ’チドへの32Pの取り込みをチェレンコフ光でhbントした。　Western　blottingは、還元処理したサンフ’DにてSDS－PAGE

（10％gel）を行い、ニト吐脚一ス膜に転写後、　cdc2のPSTAIR配列に対するロonoclonal抗体を用い、　alkaline

phosphatase結合の2次抗体によりbandを検出した。［結果］第1細胞周期では全群で醐に一致したcdc2

kinase活性の上昇と、　cdc2の脱燐酸化を示すと考えられる、　bandの下方偏位が認められたが、第2細胞周

期ではin　vivo胚ではM期に一致した活性上昇とbandの下方偏位を認めた（hCG後51時間）のに対し、培養胚

（contr。1）では共に認められなかった。抗酸化的酵素であるSOD・thioredoxin添加群では、hCG後55時間で活

性の上昇とbandの下方偏位を認めた。　［結論］第2細胞周期のcdc2の活性化は、2－cell　block胚では認め

られず、SOD・thioredoxin添加により回復される。　Western　blottingによる解析では、　block胚では第2細

胞周期でのcdc2脱燐酸化が阻害されており、この過程がSOD・thioredoxin添加により回復されることにより

cdc2の活性化が起きたと考えられる。　cdc2の脱燐酸化酵素としてはcdc25が最近同定されており、これが

酸化的ストレスにより活性化されないことが2－cell　blockの原因ではないかと考えられる。

II－22 マウス胚ミトコンドリアの集合にっいて

京都大学医学部婦人科学産科学教室

○都倉隆野田洋一，後藤康夫，森崇英

【目的】マウスin　vitro胚培養において，2cel1（2c）block現象の主たる原因の一っがin　vitroで胚が遭遇

する酸化的ストレスであることを我々は報告した。一方Muggleton－Harrisらは，2cblockの起こるblocking

mouse（CD－1）の胚はnen－blocking　mouse（F1）と比較して，　mitochondria（Mt）のaggregation（Ag9）

が著明であることを報告している。本研究では酸化的ストレスから胚を保護することによりblock解除される胚

発生系を用いて，2c　blockとMtのAggとの関連性を検討した。【方法】ICR系雌マウスを過排卵処理後，

hCG　17－18h後に採卵し各種培養液下［①BWW，②BWW＋0．3％BSA＋　200　ptg／m　l　superoxide　dismutase

（SOD），③BWW＋O．3％BSA＋500μg／ml　thioredoxin（TRX）］で培養を行った。　hCG　40h後，胚をMt

に特異的に取り込まれる蛍光色素であるRodamine　123にて生体染色し，　fluorescence　microscope
にて観察すると共に，その超微形態をも観察し，hCG　40hでのvivo胚のそれと比較検討した。また残

りの胚は96hまで培養を続けそれぞれの発育を比較検討した。【結果】培養96hでの桑実胚＋胚盤胞率
は①0％，②78％，③75％でありBWWのみの2c　block率は92％であった。蛍光観察では，　Mtの分配は

vivo胚と比較してSODやTRX添加培養液では同様にhomogenouse（Homo．）patternを認めたのに対し，
BWWのみでは著明なAggを認め，　Homo．　patternは認められなかった。しかしMtの形態にはそれぞれ

において差異は認めなかった。【考察】高率にblockの起こる胚発生系より得られた胚ではMtのAgg
が著明であったが，酸化的ストレスから保護することにより高い発生効率が得られる系では，vivO胚
同様Homo．　pattemとなった。このことから以後の発生が進む胚ではMtのdiffuseな分散が起こってい

ることが明かとなった。しかし，この様なAg9が起きたために2c　blockが発生するのか，あるいは

blockの結果としてAggが生じたかについては尚不明である。
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II－23 子宮内膜内移植後のマウス胚発育

京都大学医学部婦人科学産科学教室

○後藤康夫，野田洋一，都倉　隆，森　崇英

【目的】我々は，すでに，マウス胚移植実験において，胚を直接子宮内膜内に移植しても，妊娠が成立

し，生仔がもたらされることを報告してきた。そこで，今回は，内膜内移植後の胚の発育及び間質の反

応を更に詳細に検討することを目的として，以下の実験をおこなった。
【方法】妊娠4日目のマウス（ICR系）より回収したBlastocystを偽妊娠4日目のマウス（ICR系）の子
宮内膜内に，各子宮あたり1～2個ずつ，極少量の培養液（BWW液）とともに，直接移植した。移植後
24時間ごとに，recipientを屠殺し，移植された子宮を肉眼的及び組織学的に観察した。また，一部は分

娩にいたらしめた。

【結果】着床が成立した子宮では，肉眼的観察で，移植した部位にdeciduomaがみられた。このdecidu－
omaは，培養液のみを移植した子宮においてはみとめられなかった。2個の胚を移植した場合は，近接

した部位に並んだ2個のdeciduomaが観察された。組織学的には，移植後24時間では，内腔とは離れた
部位に胚が観察され，妊娠の経過とともに発育していくのがみられた。この発育は，通常の子宮内腔内

移植後の胚発育と，基本的には差がみられなかった。周囲の間質細胞には，脱落膜化がみとめられた。
分娩は，移植後17日目におこり，生まれた仔に外表奇形等の異常はみとめられなかった。
【考察】子宮内膜内移植においても，移植された胚は，正常に発育していくものと考えられた。

II－24 家兎子宮内へのLipiodol－UF注入が受精および着床におよぼす影響について

　　　　　日本大学農獣医学部獣医生理学教室

○鮫島弘美、成相孝一、金山喜一、遠藤克、佐久間勇次

【目的】第36回本学会において我々は、子宮卵管造影法（HsG）に広く用いられているLipiodol－uFを卵

管内注入した際の卵管内における受精現象の成否にっいて検討し、受精部位としての卵管環境の回復に

はLipiodol－uF注入後7日を必要とすることを報告した。今回、子宮内へのLipiodol－uFの注入が受精
および着床におよぼす影響について検討を加えた。　【方法】供試家兎は体重2．8～3．2㎏の成熟未経産家

兎で、これらを各群5例ないしは6例ずっに分け5っの試験群を設けた。すなわち、造影剤の注入日を
Day　Oとして第1群は翌日に、第皿群は3日後に、第m群は5日後に、第IV群は7日後に、そして第V
群は14日後にそれぞれ成熟雄家兎と交配した。なお、造影剤の注入は家兎を全身麻酔下で開腹、左右子
宮を露出した後、両子宮角に10Fr．のバルーンカテーテルを挿管し子宮角の膨満を確認しながら、各子

宮角に3～4m1ずっ注入した。各群の供試家兎は交配後30時間目に安楽死させ、卵管を摘出後、これを
灌流することにより排卵卵子を回収した。回収卵子にっいては、実体顕微鏡下で受精の成否、すなわち

卵子の分割状況を観察した。【結果】回収卵子の受精状況は、第1群では回収卵子49個のうち受精卵子
は48個（98．O％）、第H群は回収41個のうち39個（95．1％）、第皿群では回収46個のすべて（100％）、

第IV群では回収41個のうち38個（92．7％）、そして第V群では回収30個のうち28個（93．3％）が、それ

ぞれ2細胞期から8細胞期の分割卵子すなわち受精卵子であった。また、それぞれ採卵の直前に撮影し
たX線像では第1群の家兎の子宮内にはすでに造影剤の残存は認められず、前回報告した卵管内注入に
比べてLipiodol－uFは速やかに排泄されることが示された。また、第1群においては正常産子を得てい
る。【結論】本研究の成績より精子の上行路としての子宮環境はLipiodol－UF注入後わずか1日で、ま

た着床部位としての子宮環境もおおむね5日以内には回復していることが示唆された。
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II－25 ラット子宮内膜の再生と巨大ライソゾームとの関係

ロ本医科大学産婦人科学教室1

日本医科大学中央電子顕微鏡研究施設2

0五十嵐俊夫1可世木久幸1佐藤　　茂2相原　　ee　Z荒木　　勤1

　（目的）不妊症の原因のうち着床の占める割合は大きく、それは内膜側からと受精卵側から研究されて

いる。ヒトの子宮内膜は受精、着床が成立しなかった場合、月経により剥離、排出される。そして新た

に子宮内膜を新生、増殖し次の着床に備える。この月経の意義を理解するためわれわれは、ヒトと異な
り月経のないラットの子宮内膜を電子顕微鏡観察し興味ある知見を得られたので報告する。

　（対象および方法）生後10週のWistar－lma皿ichiラットを使用した。　smearで各性周期を決定しエーテ

ル麻酔下で子宮を採取した。電子顕微鏡用試料作成は、J試料を2．5％glutaraldehyde，オスミウム酸で固

定後常法にしたがって超薄切片を作成し、酢酸ウラン、クエン酸鉛で電子染色した。また、ライソゾー
ム系酵素の局在を見るための酸性フォスファターゼ反応は、試料を固定後Go皿ori法に従い反応を行い電
子顕微鏡観察した。

　（結果）ラット性周期のうち発情期および発情後期1のみに巨大ライソゾームが観察された。この巨大

ライソゾーム内には、ゴルジ装置、ミトコンドリア、粗面小胞体、脂肪穎粒などの細胞内小器官が観察
された。発情後期1ではこれらの巨大ライソゾーム内の細胞内小器官が消化され、構造が不明瞭になっ
ているものが多数認められた。また、巨大ライソゾームは酸性フォスファターゼ反応が陽性であった。

発情後期2では発情前期と同様にゴルジ装置などの細胞内小器官が良く発達した上皮になっていた。
　（結論）ラットの子宮内膜上皮細胞は、排卵から着床の間に細胞内で巨大ライソゾームが、古い細胞内

小器官を水解し細胞内小器官のrenewを行い易くする、ヒトは形式は異なるが月経および増殖期で内膜
上皮のrenewを行うと考えられる。この周期毎の内膜上皮のrenewが着床にとって重要な意味を持っこ
とが示唆された。

II－26 着床過程におけるカルシウムおよびラミニンの役割

福井医科大学O根上　晃、佐々木榑正、富永敏朗

【目的】家兎子宮内膜モデルと初期胚を用いて着床現象を培養系で観察し、着床過程におけるカルシウ

ムおよびラミニンの役割、ならびにその作用機序を検討した。

【方法】家兎子宮内膜モデルは家兎子宮内膜上皮と基底膜成分を用い作製し、初期胚は体内受精後6・

7／2のものを使用した。子宮内膜培養後、初期胚を内膜上に静置し、着床過程を観察した。カルシウム

実験にはEGTAを使用し、ラミニン実験には接着ドメインペプチドと抗ラミニン抗体を使用し、接着率、

細胞間接着構造物の観察を行なった。

【結果】細胞の初期接着を支える子宮内膜、初期胚絨毛細胞の微絨毛伸展をカルシウムは阻害し、両細

胞の微絨毛間架橋形成も阻害した。ラミニン接着ドメインペプチドと抗ラミニン抗体は接着率を阻害し

た。これらの阻害効果は基底膜成分のみでも観察された。

【考察】初期着床の細胞間接着過程でカルシウムおよびラミニンは重要な役割を担っているものと思わ

れた。またその作用時間の検討からカルシウムは細胞接着に、ラミニンは基底膜との相互作用時に必須

な因子であることが示唆された。
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II－27 マウス子宮内膜の胚受容能発現機序の検討

京都大学医学部婦人科学産科学教室

○塩谷雅英，野田洋一，成本勝彦，馬岡　陽，井田憲司，森　崇英

【目的】着床とは子宮内膜上皮と胚盤胞栄養外胚葉細胞のapical　plasma　membrane同士が接着するこ

とを契機として展開する一連の細胞生物学的現象である。本来非接着性を特徴とするapical　plasma
membrane同士がいかなる機序で接着するのか，についてはいまだ明かではないが，近年糖鎖を介した細胞

認識が関与している可能性が報告されている。そこで我々は，胚受容性発現に関連した子宮内膜上皮細
胞の糖鎖構造の変化を検討し若干の知見を得たので報告する。　【方法】ICR系雌マウスを同系雄および
精管を結紮した雄と同居させ毎朝腔栓を確認し，膣栓の認められたものをそれぞれ妊娠，偽妊娠1日目と

した。レクチン組織化学：ビオチン標識の7種のレクチン（UEA－1，　RCA－1，　BPA，　MPA，　WGA，　Con　A，

PNA）を用い，これらの妊娠・偽妊娠子宮に対する反応性をABC法で検討した。　【結果】RCA－1，　BPA，

MPA，　Con　Aの4種のレクチンの子宮内膜に対する反応性は妊娠後，着床期にかけて増強した。一方，
UEA－1，　WGAの反応性は，妊娠後，着床期にかけて低下し，　PNAの反応性には変化がなかった。妊娠子
宮と偽妊娠子宮の間の比較ではUEA－1，　WGA，　Con　A，　PNAでは差がなかったが，　PCA－1，　MPAでは妊娠

子宮で反応性が強い傾向が認められた。　【考察】着床期には子宮内膜上皮細胞の細胞膜表層の陰性電荷

が減弱することが知られている。妊娠・偽妊娠子宮において着床期にWGAに対する反応性が低下した。
これは陰性電荷をになうシアル酸の減少を反映したものと考えられた。RCA－1，　BPA，　MPAの子宮内膜

上皮に対する反応性が着床期に高まることから，子宮内膜上皮の胚受容能発現に，N－acetyl－glucosami－

ne鎖やD－galactose鎖が関与している可能性が示唆された。さらにこれらの反応性は妊娠子宮において

偽妊娠子宮より強い傾向がみられたことから，着床期の子宮内膜上皮に出現する糖鎖構造の変化に胚由
来の因子が関与している可能性が示唆された。

II－28 ヒト絨毛細胞とマウス胚の共培養系におけるハッチング促進機序の解明に関する

検討

九州大学医学部婦人科学産科学教室　○森下哲哉＊、横山幹文、野崎雅裕、

＊現　浜の町病院産婦人科　　　　　　佐野正敏、中村元一＊、中野仁雄

［目的］我々は昨年の不妊学会においてマウス初期胚をヒト妊娠初期絨毛細胞と共培養することにより

マウス胚ハッチングが促進されることを報告した。今回、マウス胚ハッチング促進機序の解明のため促
進因子としてのプラスミンの作用等についてin　vitroの実験において検討した。
［方法］①交尾した過排卵処理B6C3F1マウスより得られた桑実胚を10％FCS添加T6培養液（T6液）、また

はリジンセファロースカラムによりプラスミノーゲンをユ00％除いた10％FCS添加T6液（T6－PD液）にて66時

間培養し胚のハッチング数を比較した。②共培養に用いる絨毛細胞は、患者の同意を得て得られた妊娠
8～11週の絨毛を横山らの方法により分離し，5xlOs　cells／皿1に調整した。　T6液にd2一プラスミンインヒ

ビター（d2PI）を種々の濃度で添加し桑実胚を絨毛細胞と共培養しその後のハッチング数を比較した。③
T6液またはT6－PD液　にて桑実胚を絨毛細胞と共培養しその後のハッチング数を比較した。

［結果］①T6－PD液で培養した胚はT6液で培養した胚より有意にハッチング数が減少した。②d2PIの添

加は絨毛細胞との共培養における胚ハッチングを濃度依存性に抑制した。③T6－PD液で絨毛細胞と共培

養した胚はT6液で共培養した胚と比較しハッチング数に有意な差を認めなかった。
［考察］今回の実験からマウス胚ハッチングは培養液中のプラスミンに依存していることが示された。

また共培養においては胚ハッチングはプラスミンに依存していることが明らかとなったが、共培養系に

おける液相のプラスミンの有無は胚ハッチング数と相関しないことより、絨毛細胞との共培養系におけ
る胚ハッチングの促進作用には、胚細胞および絨毛細胞間のプラスミンを介する機構が関与している事

が明らかとなった。



（759）　199

II－29 至適共培養条件に関する検討

鹿児島大学医学部産科婦人科学教室

　　　　○山元慎一，竹内一浩福元清吾，森　明人，沖　利通
　　　　　中村佐知子，砂原昭一，堂地　勉永田行博

【目的】ヒト体外受精・胚移植の場合は2～4細胞期の段階の胚の移植が一般的である。しかし，家畜

とくにウシの場合にはblastocystの段階での胚移植で良好な成績をおさめている。ヒト胚の場合も良好

なblastocystまで発育できれば，その妊娠率も向上できると思われる。　qualityの高いblast㏄ystまで

発育させる方法に共培養の方法が考えられる。しかし，共培養をする際には卵細胞と共培養細胞の両者

にeffectiveな条件でなければならない。そこで今回，至適共培養方法にっいて培養環境および共培養

細胞数の関連にっいて検討した。【方法】①容易に実験に供することのできるヒト卵巣癌細胞を共培養

細胞とした。②HTFを基本培養液とし，10％FCS添加群および無添加共培養培地内で工CR系マウス前期2細
胞期胚の形態学的観察をした。②共培養群の培地を10×105　，1・O×105　，O・5×105，0・／x105／mlに調整し，

共培養細胞数の違いによるマウス受精卵の発育を検討した。⑧共培養を5％）2および20％02の2っの異な

る条件下で行った。【結果】①10％FCSを添加すると比較的安定した共培養効果を得られた。しかし，無

添加の場合共培養細胞が死滅した培地では受精卵も発育を停止し，共培養細胞が発育を続けた培地では，

添加群との発育率に差異は認あなかった。②至適共培養細胞数は，1・0×105／mlでほぼconfluentの状態

の培地での発育が高く，さらに細胞数が多くなると受精卵は変性傾向を示した。③酸素濃度をみるとc。

onfluentの状態の共培養培地では，5％O，下の培養で発育が阻害された。④共培養効果を示した培地内の

酸素分圧はいずれも低下していたが，発育の抑制された培地ではpHの低下がみられた。【考察】どの細

胞を共培養細胞とするかも重要であるが，共培養細胞が安定した発育を続けるためには血清が不可欠で

あり，共培養を行う際には単に培地内酸素濃度を低下させるのみでなく，共培養細胞数やincubator内

酸素分圧を調整して培地内pHの経時的変化に留意する必要があることが示唆された。

II－30 マウスにおける腹腔マクロファージの胚発育に及ぼす影響

熊本大学医学部産科婦人科学教室　○本田律生　松浦講平　福松之敦

　　　　　　　　　　　　　　　　　楊　桂云　岡村　均

（目的）ヒト腹水は、受精から初期胚発育の過程において、液性あるいは細胞因子としての役割を演じて

いるものと推察される。今回我々は、腹腔マクロファージ（Mφ）の影響を検討する目的で、マウス腹腔
内Mφを回収し，受精やその後の胚発育に及ぼす影響について検討を行ったので報告する。（方法）腹腔細

胞は，成熟雌マウス腹腔内に生食、あるいはチオグリコレート（TG）を各々3m1ずつ投与し、24時間後に

RPMI　16405m1で腹腔を洗浄し、回収液を遠沈して回収した。さらに回収液の一部をNunc社製4－well
dishで37℃、5％CO2　in　air下に、1時間培養を行ってMφを付着させた。マウス体外受精系は4ないし6週
齢のBDF1マゥスを、　PMSG，　hCG各5単位で過排卵刺激後、　hCG投与14から16時間後に開腹して卵を採取し，

これに同系雄マウス精巣上体尾部精子を1時間前培養後、HTF　lm1の培養液中で50×104／m1の濃度で媒精

したものをコントロールとした（C群）。媒精を、Mφの付着したdishにHTF　lm1を加えた培養液中で行っ

たものを、それぞれ生食群、TG群とした。その後、37℃、5％CO2　in　air下で培養を継続し、24時間毎
に受精や胚発育の有無を観察した。（結果）生食投与によって回収された腹腔細胞数は73×loa／mlで、一

方TG投与では415×　IO4／m1と生食群に比べて有意に増加していた。媒精24時間後の2細胞率（受精率）は、

C群が89．6％であったのに対し、生食群は70．2％、TG群は56．O％と有意に低下した（P＜0．01）。以後，桑実胚

までの胚発育率には差はみられなかったが、96時間後の胚盤胞形成率（胚発生率）は、C群が38．4％であっ
たのに対し、生食群が60．6％，TG群が67．　9％とMφの存在下で有意に上昇した（P〈0．01）。（結論）マウス体

外受精培養系においては、腹腔Mφの存在下では、受精率は低下するものの、その後の胚発育には促進
効果が認められた。
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II－31 マウス2細胞期胚と家兎卵管上皮細胞の共培養に関する研究

東北大学医学部産科婦人科学教室

○千田定則，舩山由有子，寺田幸弘，渡辺　正，田村みどり，陳　偉業，

　村上節，萬代泰男，戸澤秀夫，深谷孝夫，矢嶋聰

【目的】近年初期胚発育過程における卵管内環境が重要視されてきている。そこで，家兎卵管上皮細胞

とマウス2細胞期胚との共培養を行い，共培養環境が初期胚発育過程に及ぼす影響を検討した。
【方法】共培養細胞として，PMS　1001Uをi．m．した雌性成熟家兎（日本白色種）の卵管上皮を用い，PMS

i．m．72時間後に卵管摘出し，　collagenase－trypsinで処理した後，　HTF＋10％FCSを培地として，
collagen　coated　microwell　plateに1x10『7mlの濃度で播種し，37℃，5％CO2　in　airで培養iした。マウ

スはICR系幼若雌マウスを用い，　PMS（61U）・hCG（81U）で過排卵処理した後，同系列雄マウスと交配さ

せ，翌朝膣栓を確認したマウスから，hCG投与40～45時間後に卵管灌流法にて2細胞期胚を採取した。
採取した受精卵を①コントロールとしてHTF＋10％FCSのみで培養，②家兎卵管上皮細胞と接するよう
に共培養，③plateにcell　culture　insertsを入れ，共培養細胞と直接接触しない状態で共培養し，各々の

培地における2細胞期胚の発育状態を形態学的に観察した。また，共培養96時間後の各培地内酸素分圧
濃度を測定した。　【結果】2細胞期胚から胚盤胞へ移行する率は，コントロール40％，共培養62．5％で，

共培養における初期胚発育促進効果が認められた。受精卵と共培養細胞との直接接触の有無では，直接
接触があった方がより発育促進を示した。酸素分圧濃度は，コントロール，共培養群それぞれ168．8，

156、1mmHgであった。　【結論】家兎卵管上皮細胞とマウス2細胞期胚との共培養は，初期胚発育を促進

し，しかも，初期胚と共培養細胞との直接接触がより促進効果を示したことより，とくに細胞間の接触

が重要であると思われる。また共培養細胞の酸素消費によると考えられる低酸素状態が，初期胚発育促
進に重要であると思われる。

II－32 無血清培地における妊娠期脱落膜細胞のプロスタグランディン産生について

埼玉医科大学総合医療センター産婦人科

○石原　理、飯野好明、松岡菊美、田谷順子、木下勝之

　脱落膜で産生されるプロスタグランディン（PG）は着床および初期妊娠の維持に関与すると考えられて

いるが、その産生調節機序には不明な点が多い。そこで、脱落膜細胞を妊娠初期脱落膜組織より分離後
無血清培地で培養して、培養液中に含まれるアラキドン酸（AA）のPG産生に対する影響を検討した。

［方法］妊娠初期脱落膜を酵素処理し遊離細胞浮遊液を作成し、パーコール非連続濃度勾配遠心法によ

り、脱落膜細胞をマクロファージ、リンパ球などから分離した。細胞はM199＋10％馬血清培養液を用い

て前培養後、実験開始2時間前より無血清のDME培地に変更し、10％血清あるいはAAなどの添加による培

養液中PGE2濃度への影響をRIAにより測定した。
［結果］妊娠6－8週の脱落膜細胞は10％血清を含む培養液中で0．2－0．8ng／24　hours／0．25×10　cellsの

PGE2を産生した。無血清培地では測定感度以下（＜0．2ng／ml）であったが、5μMのAA添加により、　PGE2

産生は回復した。一方0．Ol－l　ng／m1のインターロィキンー1β（IL－1）を添加すると10％血清では、脱落膜

細胞のPG産生は5倍から10倍増加し、無血清培地においても濃度依存性にPGE2の産生が見られた。

［結論］妊娠初期脱落膜細胞のPG産生は、培養i液に含まれる外因性のAAに依存することが示唆された。

また、IL－1のPG産生促進作用の一部は、外因性AAに依存せず、従来報告されているサイクロオキシゲナ

ーゼの誘導以外の機構の関与が考えられる。
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II－33 ヒト妊娠初期脱落膜におけるエンドセリンー1（ET－1）およびET受容体の発現

東京医科歯科大学　産婦人科，第二内科＊

○久保田俊郎，鎌田周作，田口　誠，坂本秀一，清水康史，己斐秀樹，

　今井泰平＊，平田結喜緒’，丸茂文昭＊，麻生武志

【目的】強力な血管収縮作用を有するET－1は，着床期の子宮内環境においてもautocrine／paracrine
的に局所ホルモンの機能を果たしている可能性が報告されている。本研究では，ヒト妊娠初期脱落膜にお

けるET－1およびET受容体の発現ならびに各種ETイソペプチドの結合親和性について，生化学的・分
子生物学的に検討した。【方法】1）妊娠初期婦人より，同意のもとに採取された脱落膜および絨毛組織を

ホモジュネイトし，その膜分画に対するET－1およびET－3の受容体結合能をbinding　assayにより測
定した。2）同様に採取した脱落膜および絨毛組織より抽出したpoly（A）’RNAについて，ヒトプレプロ

ET－1（ppET－1）のcDNAをプローブとしてNorthern解析を行ない，　ET－1のmRNAレベルでの検
討を行なった。3）両組織より抽出したpoly（A）〒RNAを用い，　ET受容体のサブタイプであるET。お

よびET，のcDNAをプv一ブとしてNorthern解析を行なった。【成績】1）Scatchard解析により，ヒ
ト妊娠初期脱落膜細胞には親和性の高いET－1受容体が存在した（Kd：4．3×10冒”M，　B。。，0．9pmol／

mg　protein）。　ET－3に対する受容体も確認されたがET－1に比しその親和性は低く，このET受容体

はET。typeであった。2）Northern解析により，ヒト脱落膜においても約2．3kbのppET－1mRNAの
発現が認められたが，絨毛においてはこの発現はごくわずかであった。3）妊娠初期脱落膜では，Northern

解析によりET。　mRNAの発現が強くET，　mRNAの発現はわずかであった。一方，妊娠初期絨毛でもET、

およびET，　mRNAの発現が認められたが，それらの発現様式には脱落膜のような差はみられなかった。
【結論】妊娠初期脱落膜からET－1合成能が証明され，その細胞膜には親和性の高いET受容体が存在し，

ET、サブタイプが主であった。そのET受容体の発現様式は，妊娠初期絨毛とは異なることが証明された。

II－34 Trophoblastic　tissueよりのインヒビン産生の臨床的考察

モナッシュ大　解剖学

八日市谷　隆

［目的］本研究では胞状奇胎患者の奇胎組織・血清および早発卵巣不全婦人の妊娠初期における血清イ
ンヒビンをRIA法にて測定し、　troph。blasic　tissueよりのインヒビン産生について検討することを目

的とした。　［方法］胞状奇胎と診断された7人の患者の奇胎組織のホモジュネイト上清および患者血清

を得て凍結保存した。また、内分泌学的ならびに腹腔鏡検査で診断された早発卵巣不全婦入に対して

donor　oocyte／embryo　による体外受精・胚移植治療（モナッシュ大学倫理委員会の承認済み）を行い

15名の妊娠した婦人（うち3名は多胎）より、週1回妊娠15週まで採血し血清分離の後ホルモン測定
まで一20℃で凍結保存した。インヒビンは既報のRIA法を用いて測定した、　［結果］胞状奇胎組織中の
インヒビン濃度（median　578　U／ml　cytoso1）は非常に高値を示し、また患者血清中のインヒヒン値は

8．3Uん1と正常妊婦に比べ非常に高値であった。これら患者のD＆C後1週目の血清インヒビン値は、
O．4U／mlと速やかに卵胞期初期のレベルに戻った。一万、早発卵巣不全婦入の妊娠初期のインヒビン値

は、測定した全期間において正常妊婦より有意に低値であった。即ち、妊娠4週のインヒビン値は当大

学よりの既報の正常月経周期どの時期よりも低値を示し、その後ゆるやかに上昇し妊娠9週でピーク（
geometric　mean　1．lU／ml）を示した後は徐々に低下し妊娠15週で⑪．43　U／miとなった。　3例の多胎妊

娠においては同様のバターンであったかピーク値はおのおのZ．4，6．7．8．8U／miと非常に高値であっ

た。一方、正常妊婦のピーク値は妊娠IO週で3．δU／mlであった。　［考察］胞状奇胎組織および血清
中の高いインヒビン値はtrophoblastic　tissueよりの産生を示唆する。一一力、早発卵巣不全婦人のイ

ンヒビン値は胎児胎盤系よりの産生を示し、多胎における高値はそれを支持する。
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III－1 AIHおよび互VF－ETにおける精子濃縮法
一 ハーコール・ク・ション法の有用性の検討一

福岡大学医学部産婦人科学教室

O櫻井景紀、詠田由美、池田景子、吉満陽孝、白川光一

こ目的］われわれは、従来より行なわれている多層および撹絆密度勾配パーコール精子濃縮法と比べて、

より簡便なパーコール・クッション（P－　C）法をAlHおよびIVF－ETの精子処理法として使用し、
若干の妊娠例を経験したので報告する，，

L方法］P℃法に用いたパーコール液は、蛋白無添加HTFにてSOP．に調整後2週間冷蔵保存した，，方

法は、室温にて液化させた精液全量に培養液（GPMまたはHTF）を加え10m1の浮遊液とし、その上清
液9mlを80％パーコー一ル液lmiに層積し、800Gで30～40分間遠心分離した。遠心後、最下層の精子層

のみを残して上層のパーコール液・精漿・浮遊液をすべて除去したn精子層に培養液を加え再洗浄遠心
分St　（1　300　G　5分）後のswlm　up精子浮遊i液、あるいは0．8mlの培養液を添加した精子懸濁液を、　A　I　H

およびIVF－ETにおける媒精に供した。
［結果」AIHは23例28周期行ない3例に妊娠が成立し、IVF－ETでは11例11周期に2例の妊娠が

成立した、、1）　－C法により平均運動精子濃度（〉〈’　10G／mDは27．・6　t19．1から33．8±32．4に改善し、平均精子

運動率（％）は43．5士14．1から69．6±14．5に有意に（p＜0．001）上昇した，，

［結論］以上の結果より、われわれの行なっているPC法は、その簡便性・運動精子回収性の観点から

精子濃縮法として有用な方法と考えられた、，

III－2 撹拝密度勾配法およびその変法による精子濃縮効果にっいての検討

　　　　　　　　　　　　　東京大学医学部産科婦人科学教室
　　　　　　　　　　　　　O藤原敏博，林直樹，梁善光，塩津英美，成鑑非，大須賀穣，定月みゆき

　　　　　　　　　　　　　　島内昌人，酒井英明，秋守恵子，岡田文美子，佐藤佐由里，堤　治
　　　　　　　　　　　　　　三橋直樹，武谷雄二
〔目的〕AIHに際してはパーコールを用いた精子調整法が広く用いられている。この中で兼子らによ
り考案された撹絆密度勾配法（CGC法）は、簡便ながら精子の選択性および濃縮性に優れており、有
用な方法である。しかし本法も運動精子数が極端こ少ない場合には必ずしも有効とはいえない。そこで

より濃縮性に優るクッション変法（mC法）とCGC法を比較し、両者の適応にっいて検討を試みた。
〔対象および方法〕平成4年1月～6月に当科不妊外来でAIHを施行した症例のうち、処理前の精子

濃度が50　×　10e／皿1以下の症例69例を対象とし、85％パーコールを用いたCGC法（30例）とmC法
（39例）とで処理前後の各種パラメーターの改善率を比較解析した。　〔結果〕処理前後における精子濃

度・運動率・Fertility　Index（FI）の改善率（処理後の値／処理前の値）は、各々CGC法／mC法の
順に、3．86±3．30／5．02±5．・47，1．81±0．93／2．03±1．69，6．57±5．51／7．06±4．・81（各々mean±SD）

と、mC法の改善率が高い傾向にあった。一方各群をFI＞10（A群）とFI≦10（B群）とに分けて比較する
と、CGC法／mC法における精子濃度・運動率・FIの改善率は各々、　A群では5．16±3．　72／4．59±3．
38，1．70±0．98／1．34±0．59，8．　33±6．24／6．04±5．22であるのに対して、B群では1．91±0．53／5．25

±6．40，2．01±0．86／2．42±1．91，3．69±1．99／7．62±4．57であった。これらの結果より、FI＞10の比

較的運動精子数が多い群では、CGC法の方が濃縮性・運動精子の選択性共にmC法より良好な成績で
あったのに対し、FI≦10の運動精子が乏しい症例においては、　mC法の方がCGC法より濃縮性。運動
精子の選択性が優れていることが示された。　〔結論〕今回の検討結果から、処理前にFI≦10である症例

に対しては、CGC法よりもmC法を用いた方が選択的濃縮性に優れており、妊娠率向上という面から
はより高い治療効果を期待できると考察された。
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III－3 男性不妊に対する精子swimup洗浄濃縮法を用いたAIH妊娠症例の検討

高邦会高木病院産婦人科　　○中村加代子
佐賀医科大学産婦人科　　野見山真理、杉森甫

上五島病院産婦人科　　宗完子

【目的】当科ではAIHにおける良好精子の回収にswim　up洗浄濃縮法を用いている。今回swim　up洗
浄濃縮法を用いたAIH妊娠症例のうち男性不妊患者にっいて、妊娠周期と非妊娠周期を比較し、妊娠
成立に影響を与える因子にっいて検討した。　　【対象・方法】1991年9月から1992年5月までに当科にて

精子swim　up洗浄濃縮法を用いたAIHで妊娠した男性不妊患者23名を対象とした。患者の平均年齢は
31．6才、平均不妊期間は5．2年であった。23名の妊娠25周期と非妊娠48周期のswim　up後の運動精子数お

よび精子運動能をCRYO　Resources社のCell　Soft　systemを用いて解析した。また女性側因子として排卵

誘発法による差を検討した。【結果】妊娠群と非妊娠群のswim　up前の精子濃度および運動率に差はなか

った。swim　up洗浄濃縮法を行うことによって両群ともに精子速度、直線性、頭部振幅、頭部搏動回数す

べての精子運動能パラメーターの有意な上昇を認め、運動良好精子が回収できた。妊娠群のswirn　up洗浄
濃縮法後の平均総運動精子数は9．71×106（O．47～31．64×　IO6）で、平均精子速度は58．79μm／sec

（45．58～79．31μm／sec）、平均直線性5．43（3．15～7．03）、平均頭部振幅2．84μm（1．81～5．41μm）、

平均頭部搏動回数14．62Hz（11．44～19．64Hz）であった。総運動精子数、精子速度、直線性、頭部振幅は、

非妊娠群に比較して高い傾向にあったが有意差は認めなかった。排卵誘発法別では、clomid－hCGに比較
して、clomid－hMG－hCGおよびGnRHa－hMG－hCGにおいて有意に妊娠率が高かった。【結論】男性不妊に対す

るswimup洗浄濃縮法を用いたAIHにおいて、妊娠成立に影響を与える因子は運動精子数や精子運動能
では明らかにならなかった。しかし排卵誘発法による差が認められ、男性不妊患者に対するAIHに対
してもhMG投与等積極的な排卵誘発を行うことが妊娠成立にっながると思われた。

III－4 ヒト精子の妊孕能の評価におけるhypoosmotic　swelling　testの有用性に

関する研究一swim　up洗浄濃縮法による変化一

島根医科大学医学部産科婦人科学教室

内田昭弘、高橋健太郎、迫田良一、岡田さおり、吉野和男、北尾　学

　ヒト精子の妊孕能の評価におけるhypoosmotic　swelling　test（HOS　test）の有用性に関して、

swim　up洗浄濃縮法による精子調整前後でのHOS　testの結果の変化から検討し、若干の知見を得たので

報告する。島根医科大学医学部付属病院産科婦人科不妊・内分泌外来における135例の精液を対象と

し、採取精液に対して、swim　up洗浄濃縮法による精子調整を行い、調整前後の精子に対して精液検査

及びHOS　testを施行し、以下の研究を行った。　（1）研究対象を精液所見（WHO基準）からnorma1
（N群）、oligozoospermia　（0群）、asthenozoospermia　（A群）の3群に分類し、精子運動率及び

精子膨化率の変化を比較検討した。　（2）配偶者間人工受精（AIH）による妊娠症例と非妊娠症例におけ

る精子膨化率の変化をcontro1群と比較検討した。結果として、（1）swim　up洗浄濃縮法により精子

運動率及び精子膨化率に有意な上昇が認められ、精子運動率ではN群と0群との有意な差が認められな

くなった。しかし、膨化精子率においては、N群は他の2群に比較して有意な高値が認められた。
（2）AIHにおける妊娠時の精子膨化率は非妊娠時に比較して有意な高値が認められた。しかし、

control群との有意な差は認められなかった．　contro1群の調整後の精子膨化率より求めた基準値
（overall　swelling：52％、g－type　swelling：30％）により検討した場合、　AIH妊娠群では基準値を満たし

たものが総精子膨化率で11例（100％）、g－type精子膨化率で10例（90．9％）で非妊娠群に比較して有意な差

が認められた．ゆえに、swim　up洗浄濃縮法による精子調整後に行うHOS　testはヒト精子の妊孕能の指

標として有用であることが示唆された。
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III－5 αMEM－HEPESを使用したSwim　up法によるAIHの成績

金沢医科大学産科婦人科学教室，’国立高田病院　産婦人科

○丹野治郎，国部久也，土用下麻美，上田由生子，吉田勝彦，井浦俊彦，

　桑原惣隆，旭敏秋＊

　男性不妊因子の治療プログラムの中で開発されたSwim　up法やPercoll法などSperm　preparat　ion法が配偶者

間人工受精（AIH）にも応用され、この方面での成功率も向上している。今回は当施設にてAIHを施行した成

績について報告する。

（研究方法）研究対象は不妊を主訴として当科を受診し、通常の臨床諸検査の結果、機能性不妊や男性不

妊と診断されたものでAIHの適応と判断した22症例である。精子Swim　up法はα　MEM　－HEP　ES（n　Osmo1．

285，pH　7．4）に膀帯血清を添加した培溶液を用いた．採取精液は室温下で30分静置し液化させた後、精液

量の約3倍量の培養液を添加し、よく混和して2000　rpm，10分間遠心し、上清を除去した。新たにO．5－

1．Om1の培養液を添加し40～60分静置し、その上清をAIHに使用した。一部に精子濃度，運動率算定，

ペネトラックテストに供した。AIH法は通常の方法により、プラスチックのデイキャスにて子宮腔へ注入
した。

（研究成績）22症例の精液の処理前の平均精子濃度は43．0±21．7×　10‘1mlに対し処理後に17．6±8．4

x　10‘／mlと低下したが平均運動率は40．6±8．5％より88．8士3．5％と約2．2倍に上昇した。年齢は29～59

歳でAIH法にて2～8回施行され22例中6例（27．3％）が妊娠に成功している。

（結論）乏精子症や機能性不妊ではIVF－Er法やAIHを施行するが運動率の良好な精子を回収することが必

要で、方法，手技が簡単で短時間で運動率の高い精子をより多く回収することが重要である。我々の行な

っているαMEM－HEPESに騰帯血清を添加した培養液を使用する精子Swim　up法はAIHに応用して有用と思
われる。

III－6 PG　E1を使用したハイテクAIHの検討

　小塙医院

○小塙　清

市川総合病院

　兼子　智

総合太田病院

山口　禎章

目的）器質的な卵管通過障害を認めない，あるいは軽度な症例，機能的卵管通過障害に対してプロスタ

　　　グランディンE点滴治療により，プロスタグランディンE作用の末梢血行循環改善，卵管運動促

　　　進を利用し，AIHを施行した。

方法）50症例に対して1周期（月経周期）3回，3～6ケ月（5～20回）の基礎検討。プロスタグ
　　　ランディンE点滴静注後，毎回通気通水7症例に対して腹腔鏡による卵管運動観察を施行した。

結果）基礎検討50症例中35例に効果が認められた。35症例中24症例に対してAIHを施行した。
　　　AIH施行24症例中5例に，5周期以内での妊娠を得た。なお，11症例はタイミング指導を
　　　行い2例の妊娠を得た。

考察）内因性PGEは，排卵期に卵胞液中tC急激に増加することが文献的に報告されているが，このこ

　　　とを考えると，排卵に伴う局所的なPGの作用によって卵管膨大部が能率の良い動きで卵子を取

　　　り込み，効率よく卵子を子宮に運ぶ作業をしているものと推察される。
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III－7 Clo皿iphene／LH　surge法とClomiphene／HCG法によるAIHの比較

秋田赤十字病院産婦人科
○長谷川　功、　藤盛　亮寿

【目的】AIHの成績を向上させる要因として、効果的な精子処理法・排卵誘発の工夫等と並んで、授
精のタイミングが極めて重要である。近年、尿中LH半定量キットの普及により、LH　surgeが、短時間
で容易に把握できるようになった。これを利用して、自然のLH　surgeを指標としたAIHを行ない、従

来のHCG誘発排卵によるAIHと比較検討を試みた。【方法】不妊症症例30例（男性因子11例、頚管
因子5例、原因不明14例）を対象とした。AIHの実施時期として、月経周期5日目よりclomiphene
100mgを5日間投与したうえで、自然の尿中LH　surgeを朝・夕2回エルチェック（ニプロ）にて測定
し、401U／Lを越えた時点の24時間後に行なう方法（A法）と、最大卵胞径が20㎜を越えた日に皿CG　5000

単位を投与し、その40時間後に行なう方法（B法）の2法を用いた。精子処理は、80％パーコール撹梓
密度勾配比重遠心法によった。30例のうち、15例は第1周期にA法・第2周期にB法を行ない、他の15
例は、第1周期にB法・第2周期にA法という、Cross　over　designを計画した。　【成績】第1周期に
A法で15例中5例（33．3％）、B法で15例中2例（13．3％）が妊娠し、また第2周期にA法で13例中3例
（23．1％）、B法で10例中2例（20．0％）が妊娠に至った。2周期合わせてA法で28例中8例（28．6％）、　B

法で25例中4例（16』％）とA法で妊娠率が高い傾向が観察された。LH　surge陽性日またはHCG投与日
の卵胞径は、A法25．5±2．5lrm、B法21．2±O．9m、また子宮内膜厚は、　A法11．5±2．4㎜、B法9．9

±2．5mmと、いずれもA法で有意に高値であった。【結論】clomipheneを用いたAIHでは、自然の
LH　surgeを待って行う方法の方が、卵胞径のみで画一的にHCGを投与する方法より、やや煩雑ではあ
るものの、妊娠率が高い可能性が示唆された。前法において、排卵周辺での内分泌環境がより良好であ
ることが、その理由として考えられた。

III－8 　Clomiphene　citrateによるcontrolled　ovarian　stimulationと

Percoll　preparationを併用した配偶者間人工授精臨床成績の検討

順天堂大学産婦人科

　　　＊岩佐剛、豊成由佳、佐藤隆之、山本勉、福田勝、
　　　　竹内久彌．高囚　道夫

今回われわれは当院不妊外来における排卵予測法および配偶者間人工授精の臨床成績について検討した。対

象は昭和63年11月から平成3年12月までの期間に、同療法を施行した195人、645周期である。排卵障害を疑わ

れた93例については月経周期8日目にLHRHtest，　TRHtestを行ない、異常例に内分泌学的精査としてEl／E2，

teststerone，　SHBG，　androstendione，　DHEA－S，　Free－teststero庶等を行ない検討を加えた。排卵誘発法としては

clomipheneを月経周期5日目より内服後、適宜、卵胞計測をおこない、また尿中エストロゲン定量および尿中

LH定騒を施行した。卵胞径20mm以上、　E260ng／ml以Eで、　HCG投与群はHCG　lOOOOIU筋注施行し、翌日
AIHを施行した。　HCG非投与群は尿中LHの上昇がみられた当目夕にAIHを施行した。翌1－1排卵の確認を行っ

た。AIHは80％パコール液を用いた撹搾濃度勾配法および2層パコール法を用いた。
（成績）妊娠例は195人、645周期中48人であった。妊娠した48例中、生児を得たのは41周期であり、流産率は

14．7％、性比は1対1．78であった。胎児奇形は、1例に副耳が見られ、1例にanencephalyが見られた。平均施行

回数は3．3］回で、妊娠例の平均施行回数は4．45回であった。AIHによる妊娠例は機能性不妊例、視床下部性無

月経例、頚管因子例に、多い傾向が見られた。妊娠群と非妊娠群の間に内分泌学的諸検査の有意な差は認めな

かった。またclomiphene投与時における、　HCG筋注の効果について検討を行ったのであわせて報告する。
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III－9 二層Percoll　’・　AIHの卵胞刺激法及び運動精子濃度別分析

倉敷成人病センター南くらしき病院

　　　　産婦人科，　医科学研究所＊

　　　O本山洋明，藤井好孝＊

【対象，方法】1991年1月から12月までの1年間に，360名の不妊症例に対して，1389周期の2層Percoll－AIH

を施行した．卵胞刺激法別周期数は，HHG群333，C1。mid群（CC群）848，無刺激群（N群）167，その他11であった

排卵時期は卵胞計測，尿中LHで推測し，20㎜周辺期でHCGを施行した群（HCG（＋））としなかった群（HCG（一））と

に分けた．原精液中の運動精子濃度（精子濃度X運動率）＝MSD，が10×106以上の群（1群）が838周期，未満の群

（皿群）が551周期であった．精子処理は全例，2層Perc。ll法を用い，MSD≧20×106には比重1．05と1．10の2層

MSDく10×106には比重1．03と1．05の，2層Percoll上に精液を静置し，500G，10分間遠沈しAIHした．

【結果】全体で114例が妊娠した（対周期8．　2：9，対患者31．7＄）．刺激法別対周期妊娠率は，hMG群全体で12．6

％（42！333），HCG（＋）13。O＄（36／276），HCG（一）砺（0／7）．CC群全体で7．6双64／848），HCG（＋）8．3＄（50／601），HCG（一）

5．7＄（14／247）．N群全体で4．2％（7／167），HCG（＋）6．5瓢5〃7），HCG（一）2．跳（2／90）であり，H門G群はCC群よりも

有意に妊娠率が高く（P＜0．05），CC群HCG（＋）は，N群全体よりも有意に高かった（P〈0．05）．以上の結果をHSD

別に見ると，まず1群ではHMG群全体で17．3双33／191），CC群全体で9．3＄，HCG（＋）10．6＄（40／379），HCG（一）6．0

％（9／149），N群全体で6．1％（5／82）であった．これに対して皿群では妊娠率は著明な低下を示し，HMG群全体で

6．3＄（9／142）と1群の1／3であった（P＜0．01）．またCC群も全体で4．7％（15／320），HCG（＋）4．5％（10／222）であり

1群よりも有意に低かった（P＜0．05）．N群は全体で2．4％にすぎなかった．

【結論，考察】妊娠率は卵胞刺激法，MSDにより大きな差を示した．1群ではHMGによって17．3％だったが皿

群では6．3＄にすぎず，精子不良例に対するPerc。ll－AIHの限界を示していると思われる．自然周期での妊娠

率は極めて不良で，N群→CC群HCG（一）→HCG（＋）→HMG群と刺激が強力になるにつれて妊娠率が上昇した．こ

れは不妊原因の消去と，排卵とAIHとの時間的同調の改善によると思われる．

III－10 男性因子症例の体外受精胚移植における精子処理法の検討

　名古屋市立大学医学部産科婦人科
o鈴木規敬、鈴木真史、岡田英幹、貝田清隆、生田克夫、

　花田征治、八神喜昭

体外受精胚移植において男性因子を有する症例の治療成績は他の因子を有する症例の成績と比較
して劣っている。この原因として回収される運動精子数の少ないことが大きく関与しているもの
と考えられるが、先体反応を含む受精能力の低下も関与していると考えられる。今回我々はこの
ような男性因子を有する症例（精子数20　×　IO6未満または精子運動率50％未満）に対し、精子洗浄
後swim　up（W－S）、　Percollによる精子回収後swim　up（P－S）、　Percollによる精子回収後、　Pentoxi－

fyllineを1mg／ml含むmediumで処理を行い（P－Px）媒精に供したものの3種類で検討した。　W－S群は15

症例20周期の受精卵子数受精率、移植可能回数妊娠はそれぞれO．4±0．8、19．7±40．5％、5周期
で妊娠症例はなかった。　P－S群は11症例18周期で成績は1．6±2．0、29．2±37．7％、7周期、1症例で

あった。P－Px群は12症例16周期で4．0±4．6、49．2±35．8％、13周期、4症例であり、受精卵数と受精

率においてW－S群と他の2群の間に有意な差を認め、胚移植回数においてはP－Px群が他の2群に比
して有意の差を示した。このことより男性因子を有する症例の体外受精においてはPerco11処理、

Pentoxifylline処理が有効であると考えられた。
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III－11 乏精子症AIH妊娠61例の分析による妊娠成立条件の検討

東海大学医学部産婦人科

0鈴木隆弘、小林善宗、本田育子、井上正人、藤井明和

〔目的〕配偶者間人工授精（AIH）はその簡便さから男性不妊治療法としても広く普及しているが、その

成績は決して良いとはいえない。今回乏精子症A田妊娠例を分析し、妊娠成立の条件を検討した。

〔方法〕1985．10～1992．3の期聞に、11016回の洗浄濃縮精子を用いたAIHを行い、355妊娠（3．2％）が成

立した。妊娠成立時の精液所見では、正常138例、精子無力症（精子数20xlO6／m1以上、運動率40％以
下）156例、乏精子症（精子数20xlO6／ml未満）61例で、この乏精子症61例を分析した。対象の平均不
妊期間6．4年、妻平均年令31．4才であった。

〔結果〕AIH　l～25回目で妊娠し、累積妊娠率は7回目で77％であった。46例に妻側腹腔鏡検査を行っ
ており、妻側正常腹腔はll例（23．9％）にすぎなかった。妊娠成立時の精液性状は、精子数10x106／ml

以下が17例（27．9％）もあり、うち1x106／ml未満が2例存在した。また運動率40％以下が42例（68．9
％）であった。子宮内注入総運動精子数では、1．Ox106以上が40例（65．6％）と大半を占めたが、1．Ox

106未満で0．lxlO6以下が4例（最小0．　Ol　x　1062例）存在した。精子受精能力検査（zo田a－free

bamster　egg　sperm　penetration　test：ZSPT）を58例に行っていたが、正常群（受精率70％以上）30例、

中間群（受精率30～70％）10例であったが、異常群（受精率30％以下）も18例（31．0％）存在した。し

かし陰性群（受精率0％）はなかった。妊娠成立時にcomputer　assisted　semen　analizer（CASA）の分

析を行えた13例で、注入総運動精子数が少い場合でも、veIocity、　linealityの低下がみられなかった。

〔結論〕乏精子症AIH妊娠成立例から、妊娠成立の条件として、妻側の妊孕性、夫側では子宮内注入総

運動精子数が少いことが問題ではなく、精子受精能力、精子運動能が重要であることが示唆された。

III－12 AIH治療法の限界（当科におけるAIH治療症例の検討）

埼玉医科大学総合医療センター産婦人科、泌尿器科＊

○飯野好明、石原　理、田谷順子、斎藤正博、高木章美、須野敏章、

　木下勝之、吉田謙一郎＊

（目的）　配偶子間人工受精法（AIH法）は男性因子、原因不明長期不妊症例の治療として用いられてい

るが、不成功症例に対してIVF－ET法等を選択する際の指針としてAIHによる治療の限界を明らかにする

ことを試みた。

（方法）　1990年12月から1992年7月までに当科不妊外来にて、男性因子または原因不明長期不妊のた

めに施行したパーコール処理精子によるAIH症例122例410周期にっいて、臨床成績と精液所見を検討し

た。80％パーコール1層法を用い、AIH施行24時間前にHCG100001Uを筋注した。
（成績）　AIH妊娠例は25例で、成功率は対患者あたり20．5％、対周期あたり6．1％であった。しかし

AIH施行時精子濃度40×106／ml以下あるいは精子運動率40％未満の男性因子症例の妊娠例は3例に過ぎ

なかった。原因不明長期不妊の適応でAIHを施行した症例の多くは3回以内のAIHで妊娠が成立したが、

男性因子症例は、泌尿器科的治療後精液所見の改善のみられた症例に限られ平均6．3回のAIHを要した。

妊娠周期と非妊娠周期の精液所見を比較すると、男性因子では妊娠周期の所見が良好であった時に妊娠

が成立しており原因不明長期不妊例では非妊娠周期と差がなかった。

（結論）　男性因子については、AIH施行以前に泌尿器科的治療に反応するかどうかがAIH成功の条件で

あろう。泌尿器科的治療に不応の男性因子症例、AIHを5回以上施行しても不成功であった原因不明長

期不妊症例は、IVF－ET等を考慮する必要が示唆された。　　　　　　　。
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III－13 凍結保存精子による人工授精にて妊娠に成功した射精障害の2例

東京歯科大学市川総合病院

　　泌尿器科　○大橋正和、石川博通、中川　健、畠　　亮
　　産婦人科　　兼子　智、郡山　智、小田高久

　射精障害を有する不妊夫婦の挙児希望に対しては、泌尿器科における適切な精液採取、凍結保存、産
婦人科における人工授精という連携が必要不可欠である。今回我々は妊娠に成功した射精障害の2例を報
告する。

　我々の用いている精子凍結備蓄法：採取された精液は、クッション法にて濃縮した後、KS－H精子保存

液を用いた液体窒素蒸気簡易凍結法により凍結した。数回分の精液をまとめて融解し、これを撹搾密度
勾配法により濃縮しAIHに供した。

　症例1：40歳。不妊期間5年。勃起も正常でオルガスムスも認めるが、外尿道口よりの精液の射出は
認められない。精巣容積、血中ホルモン値は正常。射精後尿中に精子を認め、逆行性射精の診断にて精

子凍結備蓄を試みた。すなわち排尿後精子培養液を膀胱内注入し、マスターベーション後に排尿させ精
子を回収し、凍結保存した。1991年11月の凍結精子を用いた洗浄濃縮AIHにて妊娠が確認された。
　症例2：27歳。交通事故にて第12胸椎、第1腰椎を骨折し入院した。約半年間は勃起、射精ともに全
く不可能であったが、しだいに勃起は正常となった。射精は不完全で性交時射精がなかったり、無抑制
的に射精するような状態が続いており、挙児希望にて当科を受診した。精巣容積、血中ホルモン値正常。
このように射精がいっおこるか判然としないこと、自宅が遠距離であることを考慮して、精子培養液を

患者に渡して射精を認めたら精液を培養液の入った広口容器に集めてもらい、その都度届けてもらうこ
ととした。そして得られた精子を凍結備蓄した。初診時より計12回の精子凍結保存の後■3月、洗

浄濃縮AIHにて妊娠が確認された。

III－14 妊娠成立時精子濃度10x106／認以下であった6症例について

聖マリアンナ医科大学　泌尿器科
　皆川　信彦，岩本　晃明，星野　孝夫，矢島　通孝，原口　千春，

　馬場　克幸，河野正二郎，胡田　　通，長田　尚夫

　妊娠には，どれくらいの精子濃度が必要なのであろうか。当院の男子不妊症外来で妊娠，出産に至った
症例のうち，妊娠した頃の精子濃度が10×106／認以下であった6例について報告する。

　症例1：32才，不妊期間2年，左精索静脈瘤第3度。初診時精子濃度3×106／nt，運動率22％，　LH

10．4mI　U／nt，FSH　16ml　U／nt・T2．4ng／nt。精索静脈瘤手術後12ケ月目1．1×106／nt，55％
で，自然妊娠に成功，女児を得た。症例2：35才，不妊期間6年，左精索静脈瘤第3度。初診時3．6x
106／nt，22％。手術後10ケ月目7x106／nt，40％で自然妊娠，女児を得た。症例3：34才，不妊期

間10カ月，無精子症。LH　1．OmlU／izz！Z，　FSH　O．5mIU／i7ze，　T　5，2　ng／nt。　精巣は両側6mt；。諸

検査の結果，21　一　hydroxylase欠損による先天性副腎過形成と診断。グルココルチコイド補充療法を行い，
加療後6ケ月目0．02x106／nt，50％と精子が出現した頃に自然妊娠，健康な女児を得た。症例4：35才，

不妊期間2年，無精子症。LH　O．5mlU／nt，　FSH　O．5mlU／nt，　TO．5ng／雇。精巣は両側14認。

hypogonadotropic　hypQgonadismと診断，　hCG－hMG療法を行い，3ケ月目に精子が出現，6ケ月目5×
106／iittZ，23％で妊娠した。症例5：29才，不妊期間2年4ケ月。初診時5×106／nd，66％，左精索静

脈瘤第2度を認めるも手術を希望せず，メチルB12，カリクレィン併用療法を行い，2ケ月目　8×106／nt，

56％でAIHにて妊娠に至った。症例6：27才，不妊期間1年。初診時1，3x106／nt，57％，LH　4．3mlU
／77zEl，　FSH　12．9mlU／nd，　T　3。6ng／認。クロミッド，メチルB12併用療法を施行後，経過観察中に0．5×

106／nd，40％でAIHにて妊娠に至った。【まとめ】妊娠可能な精子濃度にっいては多くの論議があると

ころであるが，自験例のうち6例中3例が5x106／nt以下で自然妊娠し，特にO．02×106／ne程度でも妊娠し

得たことは男子不妊症患者にとって大変勇気付けられる結果であった。
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III－15 ハムスターテストの精子侵入率とAcrosome　Reaction発現率の関連

広島大学医学部産科婦人科学教室

○熊谷正俊、上田克憲、新甲　靖、竹中雅昭、大浜紘三

【目的】Ca　ion。phore処理精子によるハムスターテストの精子侵入率は、授精時の精子浮遊液中の

AcrosQme　Reacti。n（以下、　AR）完了精子の比率（以下、　M発現率）と強い相関を示すことを報告してきた

が、今回はさらに多数例にっいて両者の関連性を調べるとともに、AR発現率による精子受精能の判定が

可能か否かを検討した。【対象および方法】種々の原因による不妊症患者40例および健康男子10例の計

50例を対象とした。用手法により採取した精液をmBWW培養液で2回洗浄した後、　Ca　ionophore　A23187

（最終濃度；10μN）を1時間作用させ、総精子濃度を500万／m1に調整した。この精子浮遊液の一部を新鮮

な透明帯除去ハムスター卵子に授精し、3時間後に精子侵入率（受精卵子数／観察卵子数x100）を求めた。

一
方、授精時の精子の一部は、Hoechst　33258（最終濃度；1μ9／ml）による超生体染色とFITC－PSA（同；

100μg／ml）によるAcrosomeの染色を同時に行った61例あたり300以上の精子を蛍光顕微鏡下に観察し、

Hoechst　33258で染色されない生存精子でかっFITC－PSAでEquatrial　segmentのみ染色されるものをM完

了精子と判定したが、奇形精子、染色性異常精子は判定から除外した。【成績】AR発現率と精子侵入率

の間には、r＝0．784の直線的相関が認められ、　AR発現率が5％未満であった24例では1例（87％）を除きすべ

て精子侵入率42％以下であった。また、AR発現率が5％未満であった24例の精子侵入率は平均17．2±19．4

％で、これはAR発現率が5％以上10％未満の14例および10％以上の12例の平均、80．3±23．1％および93．3±

14．0％に比較して有意に低値であった（p＜O．01）。【結論】Ca　ionophoreによりARを誘発した場合、授精

時のAR発現率はハムスターテストの精子侵入率と密接な関連を示し、精子受精能をAR発現率でかなり正

確に評価することが可能である。

III－16 新しい精子機能検査法：ア知ヒ㌧ズテストの臨床応用

大阪大学医学部産婦人科：○大橋一友、筒井建紀、富山達大、佐治文隆

　　　　　　　　　　　　　谷澤　修

扶桑薬品：中沢照喜、岸雄一郎

（目的）最近、精子の先体反応率がハムスターテストの結果と相関し、体外受精の成績を予測できることが報告

されている。我々は精子の先体反応率ならびに精子の運動性を総合的に評価する精子機能検査法として
アクラビーズテストを開発し、その臨床的有用性について検討した（方法）体外受精施行前の精子検査として、

通常の精液検査、ハムスターテスト、アクロヒ㌧ズテストを行い、体外受精の成績と比較検討した。アクロヒ㌧ズテストは先体

反応終了精子頭部と特異的に結合するモ〃n一ナル抗体MH61を、ラテックスビーズに結合させたMH61ビーズを用いて

行った。96穴マイ知プレートを用いて4xlO5／100ulを起点に倍数希釈した精子浮遊液に1．5xlO4のビーズを添加

し、37℃、5％CO　2存在下に共培養した。そして6時間後と24時間後の精子とビーズの凝集を顕微鏡下に判

定した。アクロビーズテストの結果はア知ヒ㌧ズ値で表し、6時間値：x、24時間値y：の時x／yとして表示した。

（結果）1）正常男性27名についてアクnt“一ズテストを行った結果、25名（93％）が24時間値2以上を示した。一

方、0／1を2名（7％）が示し、0／0を示した症例はなかった。2）不妊男性39名の検討では29名（74％）のみが24

時間値2以上を示し、0／1が5名（13％）、0／0が5名（13％）と正常男性に比して低値をとる傾向を認めた。3）

以上の検討結果よりア如ビーズテストの異常値を0／0および0／1と設定し、ハムスターテストとの比較検討を51名の男

性で行った。38名（75％）の症例で結果の一致が認められたが、13名（25％）の症例では結果は一致しなかっ

た。4）ハムスタサストやアク吐㌧ズテストが体外受精の成績を評価しているかどうかについて24症例で検討した。

その結果sensitivityはハムスターテストが85％であるのに対してアク吐㌧ズテストでは100％、　specificityは55％と73％

であった。また、臨床上重要であるnegative　predictive　valueは75％と100％であり、いずれの
parameterもアクロビーズテストが高率を示した。（結論）簡便な精子機能検査法であるアク吐“一ズテストは体外受精

の成績を予測でき、ハムスタサストと同様に体外受精の術前検査として有用である。
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III－17 ヒト精子の性状とacrosome　reactionの変化に関する検討

島根医科大学医学部産科婦人科学教室

高橋健太郎、迫田良一、山崎裕行、岡田さおり、吉野和男、北尾　学

　ヒト精子の妊孕能とspontaneous　acrosome　reactionとの関連性を検討するために、16名の不妊男性

精液（oligozoospermia，1名：asthenozospermia，6名；asthenoteratospermia，4名：oligoastheno－

teratospermia，5名）と12名の妊孕性が確認されている男性精液を対象としてspontaneous　acrosome

reactionの経時的変化（0－24時間）を観察し、比較検討した。　acrosome　reaction（AR）の確認は

fluorescein－labeled　Concanavalin　A　lectinを用いて行った。妊孕能を有する精子の％ARの変化は
6時間以降をピークとする漸増変化が認められ、ピークの平均値は15．8±3，4％であった。しかし、不妊

男性精子の％ARの変化は妊孕精子のpatternと異なった2種類の変化が認められた。すなはち（1）
3時間をピークとして急速に増加するpattern（10例，63％）と（2）24時間のincubationの間には％ARが

10％未満と低値でほとんど変化しないpattern（6例，37％）である。この結果より、異常精子のARの経時

的変化は正常精子と比較して、異なったpatternを示しており、このことが、妊孕能の低下の原因であ

ることが示唆された。

III－18 幼若ラットにおける左側腎静脈の部分的閉塞（実験的精索静脈瘤）が思春期の

精巣に及ぼす影響

筑波大学臨床医学系泌尿器科

武島仁真鍋文雄赤座英之小磯謙吉

　〔目的〕精索静脈瘤は思春期早期より発現し男性不妊症の原因となりうるが、思春期男児の精索静脈
瘤を治療するべきか否かは議論を要する。成熟ラットを用いた左側腎静脈の部分的閉塞は精索静脈瘤の

実験的モデルとして既に報告されているが、この方法を用いて、左側腎静脈の部分的閉塞が思春期直前

から思春期早期にかけての精巣に及ぼす影響と、部分的閉塞に対する早期修復の効果を検討した。

　〔対象及び方法〕生後29－31日のSprague－Dawleyラットを用い、左側精巣静脈が左側腎静脈にの
み流入しているものを選別して実験対象とした。これらを以下の4群に分けて実験し比較検討した。
1）思春期直前に左側腎静脈の部分的閉塞を造り、思春期後期（生後60日）に屠殺し観察した群。
2）1群に対する対照群。3）思春期直前に左側腎静脈の部分的閉塞を造り、思春期早期（生後37日）
に部分的閉塞を開放し、思春期後期（生後60日）に屠殺し観察した群。4）3群に対する対照群。

　体重及び精巣重量を測定し、精巣重量を体重で除した数値を比較に用いた。精巣は5％glutar－

aldehydeにより固定しhematoxylin－e。sin染色を行い光学顕微鏡により観察した。
　〔結果〕1群の精巣重量体重比（左側：O．35±O．15、右側：0．32±0．16）は両側ともに2群（左

側：0．57±0．04、右側：0．58±O．03）及び4群（左側：0．54±O．14、右側：0．55±O．13）より有

意に小さかったが、3群（左側：0．35±O．17、右側：O．42±O．18＞では2群及び4群と有意な差は

みられなかった。また各群内では左右差は認めなかった。組織学的には造精機能障害の程度は精巣重量
体重比の相違に一致する傾向をみせた。

　〔結論〕幼若ラットにおける左側腎静脈の部分的閉塞は思春期の両側精巣に障害をもたらした。しか

しながら、早期の閉塞解除により精巣は障害より回復する傾向をみせた。



（771）　211

III－19 実験的片側性精索捻転の対側精巣障害

一
Flow　Cytometryによる定量的解析一

山口大学医学部泌尿器科学教室
○鎌田清治、白瀧　敬、植野卓也、石津和彦、馬場良和、瀧原博史、

　内藤克輔

【目的】片側性精索捻転は対側精巣の造精機能障害を惹起し、妊孕性低下の原因になりうるとされてい

るが動物実験では対側精巣障害を認めないという報告も散見され、その真偽については未だ十分に解明
されていない。そこで我々は思春期前ラットに実験的片側性精索捻転を作製し、対側造精機能をFlow
cyto皿etryを用いて定量的に解析し、さらにその妊孕性についても検討した。【対象および方法】5週
齢の雄性Sprague－Dawleyラットを以下の3群すなわちSHAM：sham－operation群（n・12）、　ORCHI：左除睾術

群（n＝15）、TORSION：左精索捻転群（n＝15）に分類した。　SHAM群は左陰嚢切開後左精巣を露出し、白膜と陰

嚢皮膚を6－0絹糸で一針固定した。ORCHI群は左陰嚢切開後左除睾術のみ施行した。　TORSION群は左精
巣を時計方向に1，040度捻転したのち、白膜と陰嚢皮膚を6－O絹糸で一針固定した。術後5週にて10週
齢の雌ラットと交配させ、胎児数および妊娠率（胎児数／妊娠黄体数）を測定した。また交配後雄ラッ

トを屠殺し右精巣の精巣重量およびDNA　histogramよりHaploid　cell比率を測定した。【結果】体重お
よび右精巣重量は3群間で有意差を認めなかった。右精巣のHaploid　cell比率はSHAM：74．5（1．0）％、

ORCHI：75．4（0．8）％、TORSION：68．2（1．3）％（（）内±S．　E．）で、　TORSION群は他の2群に比し有意に低

下していた（p〈0．01）。胎児数はSHAM：13．5（0．7）、　ORCHI：13．3（0．4）、TORSION：8．5（1．3）で、　TORSION

群は他の2群に比し有意に低下しており（p〈0．05）、妊娠率はSHAM：91．8（1．9）％、　ORCHI：92。4（1．8）％、

TORSION：65．3（5．3）％で、　TORSION群は他の2群に比し有意に低下していた（p〈0．01）。【結語】5週齢

ラットの実験的精索捻転では妊孕性の低下が認められ、さらにFlow　cytometryによる定量的解析により
対側精巣の造精機能障害が認められた。

III－20 精索静脈瘤に対する人工塞栓術

○小松潔　山口秋人 原三信（三信会原病院泌尿器科）
　古川達也　（同放射線科）

　蓮尾金博　（九州大学病院放射線科）

【目的】不妊治療としての精索静脈瘤に対する人工塞栓術の効果を検討した。

【方法】1985年1月より1992年3月までに不妊外来にて精索静脈瘤を認めた128例に対しSteel　Coilによ

る経皮的精巣静脈塞栓術を試みた。術前および3～4ヵ月後に精液所見、血中ホルモン値を測定した。
【結果】術前の精索静脈瘤のGrade別による精液所見、睾丸容量、ホルモン値で有意の差はなかった。人

工塞栓術の成功率は左側96．9％（123／127静脈瘤）、右側58．3％（7／12静脈瘤）であった。重大な合併症

は無かった。

　術後の評価可能症例は88例（左側のみ78例、右側のみ1例、両側9例）で平均年齢33．7歳、平均不妊期
間50．1ヵ月であった。治療前後の平均値は精液所見で精液量4．3→4．　5　ml精子濃度29．2→442×106／皿1、

運動率34．5→43．7％、奇形i￥K　34．　6→28．3％また血中ホルモン値はLH8．3→8．7MIU／皿1、FSH10．　2

→10．　6　MIU／　ml、テストステロン5，9→6．　O　ng／皿1であった。治療前後で精子濃度、運動率、奇形率に有

意な改善を認めたがLH、FSH、テストステロン値では有意の差はなかった。
　妊娠例は88例中17例（19．3％）であった。人工塞栓術は安全で有効な不妊治療と考えられた。
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III－21 超音波カラードップラー法の精索静脈瘤診断に対する有用性

山口大学医学部泌尿器科学教室

○白瀧　敬、鎌田清治、植野卓也、石津和彦、馬場良和、瀧原博史
内藤克輔

　【目的】超音波カラードップラー法は簡便かっ非侵襲的な検査法であり様々な臓器の血流測定に用い
られている。今回我々は、精索静脈瘤の補助診断としての超音波カラードップラー法の有用性を検討し

たので報告する。【対象及び方法】当科男子不妊外来を受診した患者27人を対象として、超音波カラー
ドップラーを施行し曼状静脈叢における静脈の逆流の有無及び逆流速度を測定した。カラードップラー

はアロカ社製SSD－680を用い、7．5MHzのリニア探触子を使用した。本装置はBmode超音波断層とドップ
ラー波形をリアルタイムに検出し、血流の色表示機能を有している。測定体位は立位でValsalvaの手技
を用いて測定した。また全例に触診にて精索静脈瘤の有無を検討しgrade別に3群に分類し、各grade
による静脈逆流速度の検討を行った。さらに精索静脈瘤が疑われる患者に陰嚢シンチグラフィーを施行

し以前の報告に従って4typeに分類しtype別の静脈逆流速度を検討した。【結果】超音波カラードップ
ラー施行27例中22例に静脈逆流があり、同22例中触診上17例に精索静脈瘤を認め、5例に触診上精索静
脈瘤を認めず超音波カラードップラーにて静脈逆流を認めた。さらにgrade別の検討では、　gradeが高
くなるに従い静脈逆流速度も高くなる傾向にあった。又、陰嚢シンチグラフィーにて精索静脈瘤パター

ンを認める全例で超音波カラードップラーにて静脈逆流を認めた。type別分類による検討では、　type4

が他typeより静脈逆流速度が高い傾向にあった。【結語】従来の超音波ドップラーではドップラー波形
を得ている血管の同定が不可能であったが、超音波カラードップラー法は、血管像とドップラー波形を
リアルタイムに検出でき、血流を色表示するため客観的で、簡便かっ非侵襲的なすぐれた検査法である。

本検査法は精索静脈瘤の補助診断として臨床応用可能であり、より詳細な血行動態の解析を可能とす

るものと思われた。

III－22 精索静脈瘤における内分泌学的検討　手術効果とLH－RH　test

神戸大学泌尿器科、淀川キリスト教病院泌尿器科＊

○林　晃史、神崎　正徳、今西　治＊、田中　宏和、奥田　喜啓、藤澤　正人、

　岡田　弘、松本　修、守殿　貞夫

　［目的］精索静脈瘤は、造精機能障害の原因疾患の一つとされ、その障害発生機序に関しては種々の説

がある。今回我々は、精索静脈瘤による内分泌学的影響を知るうえで，LH－RH・testを精索静脈瘤の手術前

後に施行し、LH－RH・testの反応性と手術効果の関連について検討した。

　［対象および方法］1990年1月から1991年12月までの間に当科にて手術を施行し、術後6ヶ月以上経過
観察しえた精索静脈瘤患者29例を対象とした。LH－RH・testはLH－RH投与前およびLH－RH（0．1mg）静注後、

15、30、60、120分後に血中LHおよびFSHを測定した。手術前および手術6ヶ月後にLH－RH・testを施行し，

LH－RH・testと手術後の精液所見の改善および妊娠との関連について検討した。

　［結果］対象29症例中、精液所見が改善したものが17例（58．6％），改善していないものが12例（41．4

％）であった。妊娠に至ったものは5例（17．2％）で，すべて精液所見の改善例であった。LH－RH　testでのLH

の反応性は，そのピーク値を基礎値でわった値（P旭値）で評価した。手術前PIB値が10倍以上の症例（過

剰反応例）14例中，手術後精液所見が改善したものは10例（71．4％），10倍未満の症例（正常反応例）で

は15例中7例（46．7％）と過剰反応例で精液所見改善率が良い傾向にあった。また，手術前に過剰反応を

示した14例のうち，手術後正常反応を示した5例中3例（60．0％）が妊娠に至ったが，手術後も過剰反応

を示した9例中妊娠に至ったものはなかった。FSH値については、精液所見の改善あるいは妊娠との間に

特に関連を認めなかった。

　［結論］精索静脈瘤手術前後のLH－RH・testと、精液所見の改善および妊娠がある程度関連し、　LH－RH

testが手術効果の予測指標となる可能性が示唆された。
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III－23 精索静脈瘤術前術後のLH－RHテスト

千葉大学医学部泌尿器科○市川智彦、北川憲一、始関吉生、島崎　淳

　　　　　　　　　　　　　高原正信
深谷赤十字病院泌尿器科　　角谷秀典

【目的】精索静脈瘤では精巣および内分泌機能の変化が推測されている。これを検討するためLH－RH
テストを実施した。

【対象と方法】平成元年7月から平成3年6月までの2年間に精索静脈瘤にて千葉大学医学部付属病院
泌尿器科で手術した患者のうち術前LH－RHテストを行なったものは24例である。年齢は16歳から
44歳、不妊を主訴としたもの14例、陰嚢の腫張または鈍痛を主訴としたもの8例、その他2例であっ
た。これらの症例について精液検査、血清LH、　FSH．プロラクチン（PRL｝、テストステロン（T）値の手

術による変化、また田一RHテストと精液検査との関係をみた。

【結果】術前の精液所見では、無精子症4例、20XIO6／ml以下の乏精子症　8例であった。術後の精液
所見では乏精子症　8例のうち5例が正常域まで改善した。血清LH、　FSH、　PRL、　T　値は術前術後で有

意な変化を示さなかった．術前の精液所見により、精路の閉塞による無精子症を除く22例を、①精子
数10XIO6／m1以下（6例）、　②精子数　IO－20×1e6／ml　または運動率50％　以下（9例）、③精子数

、運動率ともに正常域（7例）の3群に分け、LH－RHテストによる田およびFSHの上昇を比較した
。LH、　FSHの基礎値は②と③の間に差はなかったが、①と②、①と③を比較した場合①において有意に
高値を示した。LH－RHテストでは、精液所見が不良なほどLH、　FSHが大きく上昇した。術前②に属し

術後も精液所見が改善しなかったもののうち3例に対して術後LH－RHテストを行なったが、術前と比較
して有意な変化はなくLH、　FSHの上昇率は大きいままであった。
【結論】精索静脈瘤患者のLH－RHテストにおいてLH、　FSH　の上昇は精液所見が不良な程大きく、手術

により精液所見の改善をみなかった場合、術前術後においてその上昇の程度に変化を認めなかった。

III－24 精索静脈瘤の腹腔鏡下手術による治療経験

昭和大学医学部泌尿器科学教室

○渡辺政信、船橋健二郎、渡辺賀寿雄、石田　肇、吉田英機

　精索静脈瘤は男子不妊症の原因の一つとして考えられ、その治療法としては内精静脈高位結紮術、内
精静脈塞栓術があり、その外科的治療の有効性は評価されている。腹腔鏡下手術は産婦人科領域では以

前より行われており、最近泌尿器科にても腹腔鏡下精索静脈瘤手術が普及しつつある。当科でも1991年

11月より男子不妊症の一治療法として腹腔鏡下精索静脈瘤手術を取り入れており、その手術手技と治療
成績を報告する。

【対象と方法】不妊を主訴としたもの11例、陰嚢痛を主訴としおよび精液所見不良例2例であった。精

液検査は治療前、治療後1－3ヶ月、6ヶ月に行った。麻酔は全麻を、外套管は膀部、恥骨上正中噸指、

左側腹部（McBurney点）の3箇所におき、麟部外套管に内視鏡、残りの外套管に鉗子を挿入し、内精静
脈をクリッピングした。気腹にはCO　2を用いた。

【結果とまとめ】術後平均3日目に退院し翌日から社会復帰可能であった。初期症例の2例に皮下気腫を

認めたが自然消失した。術中血液ガスに著変はなかった。1例に鎮痛剤を用いた。初期の5例は内精動脈
は温存した、。術後精液所見の改善を認めた1例に妊娠を得た。精索静脈瘤の外科的治療はすでに評価

されている。腹腔鏡下精索静脈瘤手術は過去の外科手術よりminimally　invaisve　surgeryであるか

どうかは、これからの問題であるが、この手術法は男子不妊症の外科治療の一つとして位置を占めるで

あろう。精液所見は観察中であり、その変動も報告する予定である。
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III－25 停留精巣における精巣の病理組織学的検討

一 特に年齢と停留精巣部位との関係にっいて一

濁協医科大学越谷病院　小児外科

○大橋　忍、長島金二、土屋博之、小笠原忠彦

【目的】停留精巣（以下、本症）における精巣の組織学的検索は、将来の妊孕能力の検討をする上で非

常に重要なものと考える。今回、我々は本症における精巣の病理組織学的所見と、年齢ならびに停留精

巣部位との関係について検討し、さらに精巣の光学顕微鏡と電子顕微鏡所見との比較検討を行った。

【結果および考察】

（1）移動性精巣を除外した本症174例、202精巣を経験した。本症を年齢別に分類すると、1歳以上6歳未満

が120例（69％）と最も多く、精巣部位を年齢別に分類すると、鼠径管内が129精巣（63．9％）と最多で、次い

で、陰嚢上部が42精巣（20．8％）、腹腔内が31精巣（15．3％）であった。

（2）本症202精巣中77精巣に対して手術時に精巣生検を行い、光学顕微鏡的観察を行った。その結果、45

精巣（58．4％）に間質の浮腫、間質の繊維化、基底膜の肥厚などの異常が認められた。この精巣異常と年齢

との関係を見ると、1歳未満では6精巣中4精巣（66．7％）に、1歳以上6歳未満では52精巣中27精巣（51．9％）に

6歳以上では19精巣中14精巣（73．8％〉に異常が認められ、6歳以上の高年齢に最も異常の率が高かった。次

に、精巣異常と精巣の位置との関係を見ると、陰嚢上部では11精巣中7精巣（63．6％）、鼠径管内では51精

巣中27精巣（52．9％）、腹腔内では15精巣中11精巣（73．5％）に異常を認め、腹腔内精巣に最も異常の率が高

かった。

（3）電子顕微鏡的観察を本症15精巣に対して行った。すべての精巣に、基底膜の肥厚、固有層内部の膠原

繊維の増加、精祖細胞の減少、細胞核の配列異常および分裂など、いずれかの光学顕微鏡では十分に観

察されない異常所見を認めた。今後、将来の精子形成に影響を与える精巣組織の検討にっいては電子顕

微鏡を用いた検索が重要と考えられた。

III－26 加齢に伴う造精機能の変化についての検討

札幌医科大学泌尿器科、三樹会病院＊
○新田ue－一丹田　均＊赤樫圭吾　立木　仁　南部明民　伊藤直樹

丸田　浩　熊本悦明

【目的】高齢化社会を迎えて加齢に伴う精巣機能の問題が注目されてきている。男性ホルモン産生能に
関しては既に多くの報告を認めるが、造精機能についての報告は非常に少ない。今回加齢に伴う精液所
見の変化について検討を行った。
【対象、方法】対象は、札幌医科大学泌尿器科及び三樹会病院を受診した75例である。年齢別に1群：

40歳未満10例、n群：40歳以上60歳未満10例、皿群：60歳以上55例に分けて検討を行った。精液は用手的
に採取し、精液量、精子濃度、精子運動率、精子奇形率を測定した。また精嚢機能の指標として精漿中
の果糖を紫外部吸光度法にて、前立腺機能の指標として亜鉛を原子吸光分析法にて測定した。
【結果、考案】精液量は1群で2．9±1．1ml、　ll群で2．0±0．6m1、皿群で1．3±1．　Omlであり、加齢に伴い

精液量は有意に減少した（p〈0．01）。精子濃度は1群で117±36、ll群で78±65、皿群で76±46（単位×10
6／ml）であった。なお皿群ではazoospermiaから200×10δ／mlまで個体差が大きかった。総精子数を1、
∬、皿群で比較すると、それぞれ335±159、159±160、92±87（単位×106）と加齢に伴い有意に（p＜0．01）

減少した。精漿中果糖濃度、精漿中亜鉛濃度はII群、皿群で低下傾向を示した。以上より総精子数でみ
ると加齢に伴い造精機能は低下すると考えられた。また精液量の低下は副性器機能の低下によると考え
られ、その結果精子濃度はll群皿群とも比較的維持されているものと考えられた。
　さらに、血中ゴナドトロピン、テストステロン値、性行動についても検討し報告する予定である。
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III－27 In　vitro　Sertoli細胞機能のFSH、　testosteroneおよびestrogenによる分泌調節

札幌医科大学泌尿器科
○立木　仁，赤樫圭吾，新田俊一，南部明民，伊藤直樹，
　丸田　浩，熊本悦明

【目的】精子形成のhormone調節はSerto　l　i細胞分泌蛋白を介して行われていると考えられている。我々
は精子形成の調節機構を解明する目的で、rat培養Sertoli細胞を用い、精子形成への関与が示唆されて
いるSertoli細胞分泌蛋白としてplasminogen　activat。r（PA）、　transferrin（TF）およびinsulin－1ike
growth　factor－1（IGF－1）に注目し、　FSHおよびtestosteroneによる分泌反応の特徴について検討した。

また、臨床的に精子形成不全との関係が認められるestradio1が、これらSertoli細胞蛋白分泌に与える
影響についても併せて検討した。　【方法】21日齢S．D．　ratの精巣より得られたSertoli細胞を無血清培養

液にて5日間培養し、培養液中のPA濃度をfibrinolysis法にて、　TFおよびIGF－1濃度をRIA法にて測定し
た。また、種々の濃度のFSH、　testosteroneおよびestradio1を培養液に添加し、これらSertoli細胞蛋
白の分泌反応につき検討した。【結果】①PA分泌：FSH単独で促進され、　testos　terone単独では反応は
なかった。FSHとtestosteroneの併用ではFSHの分泌促進効果がtestosteroneにより抑制された。またes
tradio1単独で抑制された。②TF分泌：FSH単独およびtestosterone単独のいずれによっても促進された。
但しFSHとtestosteroneの併用による相乗効果は認められなかった。またestradio1で抑制された。③IG
F－1分泌：FSH単独およびtestosterone単独のいずれによっても促進され、　FSHとtestosteroneの併用に
よる相乗効果が認められた。またestradio1単独で抑制され、　testosteroneとestradiolの併用ではtest
osteroneの分泌促進効果がestradiolにより抑制された。　【考察】精子形成は主にFSHとtestosteroneに
より調節されているが、Sertoli細胞蛋白ごとに分泌反応の特徴が異なることから、これらの蛋白が精
子形成の異なった段階に関与していることが推察された。また、estradio1はSerto　l　i細胞機能を直接抑
制するという結果であった。

III－28 シクロスポリン，アザチオプリン，ミゾリビンのラット造精機能へ及ぼす影響

富山医科薬科大学医学部泌尿器科学教室

○岩崎雅志，　布施秀樹，　片山　喬

【目的】免疫抑制剤であるシクロスポリン（Cs）の造精機能障害にっいて以前に報告したが，今回，さらに

アザチオプリン（AZP）およびミゾリビン（MZR）の造精機能への影響をみたので，その成績にっいてCsと比

較検討した。【対象および方法】8週齢のSprague－Dawley系雄ラットを使用した。投与方法は2週間連日
経口投与とし，Csはオリーブ油にてその他は蒸留水にて溶解した。実験群として，無処置群，コントロール

群（蒸留水またはオリーブ油），および薬剤投与群の3グループに分けた。各薬剤投与量は体重1kgあたりCsがlq

20，40，80㎎，AZPは5，10，20㎎，およびMZR　2．5，5，10，20㎎とした。各薬剤の投与終了時，投与終了後2週，

4週，6週の各時点において，体重測定および精巣，精巣上体，前立腺，精嚢，肝，腎の重量測定を行った。さら

に，血中LH，　FSH，テストステロン値を測定した。また，精巣．ヒ体尾部の精子を観察し精子数および精子運動率

を算定し，同時に各時点での精巣の組織像も検討した。【結果】体重は，投与終了時にCs（20㎎～80　ng　），　AZP

（20　ng　），　M　ZR（10，20㎎）とも低下し，投与終了後2～4週で回復した。精巣上体尾部の精子数はCs（80　mg），

AZP（5，10，20㎎》MZR（5，10，20㎎）で投与終了後6週において低下傾向がみられた。精子運動率は，　Cs（20～

80㎎）で投与終了時に有意な低下がみられ，その後回復傾向がみられた。精巣組織像は投与終了後6週において

Cs，　AZP，　MZRともdose－dependentに軽度の精細管障害を示した。一方，血中LH，　FSHは各薬剤ともいずれ

の時点でも各群間に差を認めなかった。血中テストステロン値はAZPで投与終了時に低下傾向をみたが，他

の2剤では，いずれの時点でも差がなかった。肝および腎の重量には大きな変化はなかった。

【結語】Csの造精機能障害はアザチオプリン，ミゾリビンに比べ比較的軽度であったが，　Csには，他の2剤

にみられない精子運動率の低下をみたことより精巣上体への障害も考えられた。
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III－29 Gossypo1の造精機能におよぼす影響

○砺波博一一一1），高崎　登t），平井　景2｝，h野信之～），清水　篤2）

　岩本勇作：），岩動孝一郎∂

　枚方市民病院泌尿器科1），大阪医科大掌泌尿器科・：　）

　経口男性避妊薬G　ossypo　1が精巣の造精機能におよぼすことがしられているが，その詳細な機序

にっいては明かではない．われわれはG　ossypo　1が精細胞中のDNA合成に影響をおよぼすのでは

ないかと考え，この点を明かにする目的でラットを用いて検討きて』きた．その結果G　ossypo　1を経

口投与されたラット精巣では，D　N　A　一　po　lymeraseα，B，γの活性がコントロール群に比べて低下

することが判明した．特にDNAの修復に関与するDNA－polymerase－一βの活性が有意に低下し
た．今回はin　vitroにおいてGossypolがD　N　A　一　poiymeraseにどのような影響を与えろかを検

討し，さらにそのメカニズムにっいても検討し報告する予定である．

III－30 精子減少症患者における血中FSH、田、　Testosterone値とその治療成績について

J。M．　Te㎎、　W．　J．　Xia、　佐藤和雄＊、高木繁夫＊

同済医科大学

＊日本大学医学部産科婦人科

　目的：近年における不妊症治療の進歩はめざましく、従来挙児を断念せざるを得ない症例においても

人工授精、体外受精・胚移植法等の確立により福音がもたらされるに至った。しかし男性不妊の多くは

特発性の造精機能障害であり、機能賦活を目的とした種々の薬物療法が試みられているが有効率は必ず

しも高くなく、依然として難治性の不妊因子の1つである。そこで精子減少症におけるホルモン環境
（血中FSH、田、　Testosterone値）から治療の予後が判定し得るか否かを検討した。

　対象：同済医科大学生殖医学中心を受診した115例の精子減少症の既婚男性を対象に検討を行った。年
齢は28．71±3．20歳、結婚後期間4．18±3．20年、他医における不妊治療期間2．10±2．11年である。

　方法：精液検査、血中1醐、LH、　Testoster。ne値（T）を測定後、　HCG、　ClomipheneまたはTCM　Shenj　i㎎一1の

いずれかを3カ月以上投与し、精液の改善の有無を検討した。血中ホルモンの測定は冊0より提供された
RIA　kitを使用し、また精液分析は冊O　Laboratory　b　aanua　1によった。

　成績および結論：正常男性群（対照群）のFSHは3．30±2．281U／L、田は6．77±3．231U／L、Tは17．11±

5．91NMOL／Lであった。一方、精子減少症男性ではFSH　9．85±8．331U／L、　LH　6．98±5．951U／L、T　9．

31±7．2㎜〇五／Lであり、両者の比較において、精子減少症群ではFSHは有意に高く（P＜0．001）、Tは有

意に低値を示した（P＜0．05）。田に関しては有意差を認めなかった。精子減少症の治療の結果をみると、

正常FSH値を示す患者は、治療により精液所見は改善したが、高FSH値を示す者では改善はみられなかっ

た。低田を示す患者では治療により、LH、精液所見共に改善を認めた。正常田を示す患者においてもほ
ぼ同様の改善所見を認めた。また、T値に関しては低値を示すものでは、田、　T値の改善をみると同時に、

精液もまた改善した。T値が正常もしくは高値を示すものでは治療による改善はみられなかった。
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III－31 特発性男子不妊症に対するMecobalamine多量投与の有効性

慈恵医大柏病院　小寺重行、御厨裕浩、金子立

目的：乏精子症に対しMecobalamine（メチコバール）を通常の倍量である3，000μg／dayを
　　　投与し、造精機能σ）回復が認められるか否かを検討した。

対象および方法：対象は1989年から現在までに当科で受診した特発性男子不妊症の12例で
　　　メチコバール3，000μgを単独で食後分3、連日経口で4ヵ月間投与した。治療前後に
　　　精液検査、および内分泌検査をおこない有効性について検討した。
結果：対象12例の年齢は26歳から43歳までで平均33．2歳であった。投与前の精子数は
　　　1～34xlO6／mlで、平均10．4×106／ml。運動率は10～60％で、平均28．6％。
　　　1」H　e；lt　1．7～9．6　mlU／mL、　FSHeま　5．　O～33．　OmlU／ml、　PRLeま2．0～3．1mlU／m1、

　　　Tは468～900ng／ml。投与後の精子数は1～32×106／mlで平均13．8xユ06／m1で
　　　運動率はO～70％、平均28．8％であった。LH　O．1～21．4mlU／mL、　FSH4．9～78．5mlU／ml

　　　PRLI．7～4．4mlU／ml、　T　377～849ng／mlであり、妊娠例はなかった。

　　　以上よりメチコバールは特発性男子不妊症に対し無効と考えられた。
考察：正常での造精の機序自体が完全に解明されていないため、乏精子症の治療で有効な
　　　方法は未だ開発されてはいない。これに対しMecobalamineが実験的精巣障害では、
　　　その造精機能が回復するとの報告があり、臨床例でもこの薬剤の有効性が期待され
　　　た。しかし、今回の特発性男子不妊症例で精子数が増加し、かつ運動率の改善が
　　　認められた症例は少なく、Mecobalamineの造精機能に対する薬物作用は軽微で
　　　あると考えられた。

III－32 乏精子症に対するclomiphen　citrateの治療効果と内分泌環境の検討

一特にestradio1の意義について一

札幌医科大学泌尿器科
○伊藤直樹、立木仁、南部明民、新田俊一、赤樫圭吾、丸田浩、熊本悦明

【目的】精子発生不全精巣におけるestradiolの意義は十分に解明されていない。我々は男子不妊症
ではhCG　testでのestradio1：testosterone　ratio（以下E2／T　ratio）の上昇率が正常成人男子に比し
て有意に高く、E2／T　ratio上昇率が高い乏精子症例では治療効果が著しく不良であることを報告した。
この結果から今回は内分泌治療を行った場合のE2／T　ratioの変化は治療前のhCG　testの結果と相関す
るのか、治療後のE2／T　ratioが高い症例では治療効果は不良であるのか、という点に関して検討した。
【対象、方法】高度乏精子症例を除いた精子濃度5×106／m1以上20×106／m1未満の乏精子症31例に対
してclomiphen　citrate　25㎎／dayによる治療を3ヵ月施行した。精子濃度が治療前に比して10×106
／ml以上上昇した場合を有効と判定した。精液検査、内分泌学的検査を治療前後に行ったが、治療前
は2回施行し、その平均値を前値とした。またhCG　lO，000単位投与によるbCG　testを治療前に施行し、
hCG投与24時間後のEガT　ratio上昇率を算出した。
【結果、考案】11例（35．5％）が治療有効であった。治療前後でのEガTratio上昇率は治療有効群で0．9

2±0．35倍、治療無効例で1．35±0．65倍と治療有効例で低い傾向（p・0。051）が認められた。治療前後で
のE2／T　ratio上昇率と治療前のhCG　testでのE2／T　ratio上昇率との間にはrニ0．464と有意な（p＜0．01）

正の相関が認められた。以上の結果から乏精子症に対するclomipen　citrate治療においてE2／T　ratio
が上昇する症例では治療効果は不良であり、それは治療前のhCG　testの結果からある程度予測し得る
可能性が示唆された。そのような内分泌治療後に高E2／T　ratioとなる可能性が高い症例に対しては
aromatase　inhibitor等の併用によりE．／T　ratioを低下させることで精子濃度の改善が期待されると
考えられた。
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III－33 補中益気湯の精子運動機能に対する効果の検討

一
精子機能検査法（Penetrak七est，　HOS七est，　CASA）を用いて一

宝塚市立病院産婦人科
柴原　浩章，塩谷　朋弘，伊熊　健一郎

［目的］すでに我々は，男性不妊症患者に補中益気湯を投与し，その有効性にっき造精能，運動能，受精
能の面から検討し報告してきた。今回は，補中益気湯の運動能促進効果について，臨床効果の分析と，
in　vitroでの精子への直接効果につき，Computer－assisted　semen　analyzer（CASA）を用い分析した。

［方法］（1）2回以上の精液検査で男性不妊症（精子濃度40×106／m1未満，精子運動率60％未満）と診断した患

者に補中益気湯（ツムラ）7．5g／日を投与し，効果判定は投与前と投与後1ケ月目の比較により行った。検
査法として精子濃度，精子運動率と，Pene七rak七es七，　Hypoosm。tic　swe　l　l　i㎎（HOS）testを用いた。前

二者には寺田ちのi基準（日不妊会誌，30：481，1985），後二者には我々の報告した基準（産婦進歩，投稿中

）により効果判定を行った。（2）補中益気湯の他，男性不妊症治療剤の八味地黄丸，柴胡加竜骨牡蛎湯，

牛車腎気丸と，対照として葛根湯，小柴胡湯を各々精子培養液（Sperm　Washi㎎Medium［SWM］，Irvine社）

に添加して，CASAを用い精子運動能（運動速度，直進性等）への効果を分析した，補中益気湯構成生薬の

うちサイコ，ニンジン，タイソウ，カンゾウと，対照にブシ末をSWMに添加し，同様にCASAで分析した。
［結果］（1）補中益気湯を投与した23例中16例（69．6％）に有効性を認め，特に精子運動率，Pene七rak　test

等，精子運動能が著明に改善した。〈2）有効例のうち洗浄濃縮AIHの併用も含め4例（25％）で妊娠が成立し

た。（3）CASAによる分析では，補中益気湯と八味地黄丸添加により精子運動速度や直進性が増強された。

葛根湯添加では両者共減弱した。生薬ではサイコ，ニンジン，タイソウ添加により両者共増強した。
［結論］臨床的にも男性不妊症に対する補中益気湯の有効性を確認し，また培養液に補中益気湯を添加す

ることにより，精子運動能の改善を認めた。しかし構成生薬を一部共有する漢方製剤間においても，精
子運動能の改善効果に差を認めたことから，今後，各成分の相互作用についての検討も必要と考える。

III－34 男性不妊症に対する補中益気湯の効果

済生会下関総合病院産婦人科

○高崎彰久，蔵本武志，平塚圭祐，森岡　均

《目的〉男性不妊症患者（乏精子症、精子無力症）に対し、補中益気湯を投与し、その効果を検討した。

《対象〉投与前に精液検査を施行し、乏精子症（精子濃度：40×10e／m1未満）10例、精子無力症

（精子運動率：40％未満）13例を対象とした（症例数20例、重複あり）。
《方法》補中益気湯は7．5g／dayを3ケ月以上投与した。投与中及び投与後に精液検査を施行し、精子
濃度、及び精子運動率の変化を検討した。

《結果〉投与前の乏精子症及び精子無力症の精液所見は、それぞれ、精子濃度：26．2±5．6×1　06／m　i、

57．8±16。4×106／ml、精子運動率：26．8±5．0％、23．7±3，4％であった。また、平均投与期間

は5．　6ケ月（3～11ケ月）であった。投与後、乏精子症における精子濃度は、増加傾向を認めるもの

の投与前と比べ有意の差は認められなかった。しかし、精子無力症において投与後の精子運動率は46．3

±5．0％と投与前に比べ有意に上昇した。また、その効果は精子運動率20～40％の群で著明であった。
精子濃度において5×106／m1以上、精子運動率において10％以上の増加を認めるものを有効とする
と有効率は精子濃度において45％、精子運動率において70％であった。
《結論〉補中益気湯は、男性不妊症、特に軽症の精子無力症に対し、有効であると思われた。
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III－35 特発性男性不妊症における柴苓湯および十全大補湯の効果

濁協医科大学泌尿器科学教室

金子克美，荒井哲也，鈴木　徹，高崎悦司

緒言：男性不妊症における漢方薬治療は補中益気湯，八味地黄丸などが試みられている。今回われわれ
は柴苓湯および十全大補湯を特発性男性不妊症の患者に使用し，若干の知見を得たので報告する。

対象・方法：猫協医科大学泌尿器科不妊外来を受診した特発性男性不妊症患者（精子濃度20×106／ml
以下または精子運動率50％以下）15名を対象とした。10名に柴苓湯9．Og，5名に十全大補湯7．591日3

回，3ケ月以上経口投与した。投与前および投与開始3ケ月後に精液検査を行い精子濃度，精子運動率
を検討した。同時に血清LH，　FSH，　PRL，　Testosteroneを測定しホルモン濃度に対する影響を検

討した。精子濃度は10×106／ml以上増加を有効，10×106／ml未満増減を不変，10×106／ml以上減
少を悪化とした。精子運動率は20％以上増加を有効，20％未満増減を不変，20％以上減少を悪化とした。
統計的検討にはStudent－t検定を用いた。

結果：柴苓湯投与患者での精子濃度変化は有効2例（20％），不変8例（80％），精子運動率の変化は
有効3例（30％），不変1例（10％），悪化6例（60％）であった。十全大補湯での精子濃度変化は有

効4例（80％），不変1例（20％），精子運動率の変化は不変2例（40％），悪化3例（60％）であっ
た。各投与群において投与前後の精子濃度，精子運動率に有意差は見られなかった。血清ホルモン濃度

の変化は，LH値が各投与群において投与後上昇する傾向が見られたが，いずれのホルモン値の変化に
も有意差は見られなかった。妊娠例，副作用は認めなかった。

III－36 男性不妊検査におけるMRI検索法の有効性

　慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室

O末岡　浩、小林俊文、名取道也、森定　優、野澤志朗

　男性不妊の検査法は、従来より、精液検査に始まり、精液性情の悪い例に対しては、内分泌検査や理
学的検査、さらに精巣生検を施行し、その原因診断を行ってきた。近年、精子の運動性分析に対しては、

コンビ＝一ター化した精子分析機により、さらに厳密に解析できるようになった。また受精能検索法と

しては、ハムスター卵貫通テストやヘミゾーナアッセイ法などが開発され、実際の体外受精での受精確
認を含めて、精子の受精能力を知ることができるようになってきた。しかし、これらのミクロ分析に対

して、マクロの男性不妊診断は大きな変化を遂げていない。日進月歩の画像診断、とくにMRIの発達に
より、これまで分析、診断が不可能であった精巣周辺領域までも画像解析に供することができるように
なった。また非侵襲性であることも、大きな長所といえる。この検索法をとりいれることにより、原因
診断への情報を提供し、治療方針の決定や効果の判定などに応用することを目的とした。

　精巣のサイズ、および精巣周囲の血管像、陰嚢内に貯留した水の信号などの像を形態としてとらえる

ことが可能であった。陰嚢内の水貯留は、理学的に所見としてとらえられないわずかなものを検出する

ことが可能であったが、その病的意義は今後の検討が必要である。精索静脈瘤の検出は極めて有用と考

えられたが、静脈の拡張の程度や位置は多用であり、また精索静脈瘤手術後の例でもなお静脈の拡張を
強く認める例を検索することが出来た。この点について、理学的所見との間に必ずしも一致を認めず、

さらに比較検討が必要であろう。

　男性不妊患者に対する非侵襲性検査として、精巣実質および周囲血管像を含めた画像診断を試みた結
果は、形態からみた分析に極めて有用と考えられた。精巣機能のMRI分析は、現況では困難であるが、スペ

クトログラフィーの開発など、今後の可能性が期待される。
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III－37 男性不妊症患者の精巣生検組織stamp法による細胞診の検討

長崎大学泌尿器科

桜町病院泌尿器科

○江口二朗，野俣浩一郎井川　掌西村直樹，

　金武洋，斉藤泰
　広瀬建

【目的】男性不妊症患者の造精機能検査として、精巣生検による組織検査は、最も確実に造精過程の情
報を得られるという点での意義は高い。しかし、これを客観的にしかも普遍化して評価するのは困難で
ある。今回、我々は造精機能評価法の一つの試みとして、比較的簡単・迅速である精巣生検組織sta叩

法による細胞診を検討することとした。
【対象および方法】症例は当科不妊外来を受診した無精子症の10例である。通常の方法で採取した精巣

生検組織を固定する前にスライドガラスの上で転がしstamp標本として、95％エタノールで固定の後、
Papanicolaou染色を施しsta叩細胞診標本とした。　sta叩標本採取後の組織はBouin液で固定の後

パラフィン包埋切片としてHE染色を施し、組織診標本としてJo㎞senの分類に準じ評価された。
sta皿p細胞診標本は組織診の評価と比較検討した。
【結果】組織診においてはJohnsen　score　8以上が5例、4以上8未満が2例、4未満が3例であった。
sta叩細胞診においては、　Johnsen　score　8以上の全症例にspematozoaを認め、8未満の症例では、

sper皿atozoaはほとんど認めなかった。またsta叩細胞診ではJo㎞sen　scoreに相関した細胞成分を

示していた。
【結論】細胞診は組織診に比べ細胞の形態観察にはすぐれ、かっ比較的簡単・迅速であり、造精機能の

評価法の一っとして有用であると考えられた。

III－38 無精子症患者の内分泌学的および組織学的検討

山形大学泌尿器科　　笹川五十次，安達裕一，石郷岡学，中田瑛浩

　無精子症の原因として性染色体異常が代表的であるが，近年では常染色体異常も一因として注目を集

めるようになってきた．今回，無精子症患者における内分泌学的および組織学的所見を性染色体異常，

常染色体異常および特発性の3群において比較検討した．

　対象はKlinefelter症候群28例（平均年齢31歳），常染色体異常4例（平均年齢30歳）およ
び特発性52例（平均年齢32歳）で，いずれも精液検査で無精子症と診断されている．血中LH，　F
SH，　testosterone，　prolaetinおよびLH－RH試験，　H　C　G試験を全例に施行した．また，全例に

精巣生検を施行した．

　血中LH，　F　S　HはKIinefelter症候群では他の2群よりも高値を，　testoster。neは低値を示した．

常染色体異常と特発性の間には差を認めなかった．血中prolactinは3群間において差は認められな

かった．LH－RH試験およびHCG試験は，　Klinefelter症候群は他の2群よりも低反応を示したが，
常染色体異常および特発性の間には差を認めなかった．組織学的にはKlinefelter症候群ではJohnsen

score，精細管内径の低下，壁の肥厚が他の2群よりも顕著であった．
　常染色体異常は性染色体異常と比べ，内分泌学的および組織学的変化は少ないものと考えられた．
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III－39 洗浄濃縮および凍結保存の精子運動能、受精能にあたえる影響

　聖マリアンナ医科大学産婦人科、同泌尿器科’

○近藤俊彦・石塚文平・渡辺研一・大野祐子・堀越祐史・栗林　靖

　斎藤寿一郎・房間茂由・石田徳人・胡田　通＊・岩本晃明＊・浜田　宏

〔目的〕洗浄濃縮および凍結保存の精子機能にあたえる影響を知る目的でこれらの処理前後の一般精液

検査、ハムスターテスト（HAM）、eosin－Y超生体染色法（EOY）、hypoosmotjc　swelling　test

（HOST）の変化を検討した。　〔対象および方法〕当科不妊外来受診中の100例を対象とし、1回
の射精精液を用いて精液自動分析装置により精液検査を施行、精子濃度2000万／m1以上で運動率50％以

上を正常群、それ以外を異常群とした。一般精液検査と同時にHAM、　EOY，　HOSTを施行、同時
に80％パーコール潰搾密度勾配法（P）を行いこの洗浄濃縮精子を用いて再び上記4種検査を行った。

この洗浄濃縮精液をさらにKS－llメディウムを等量混和して、ドライアイス錠剤化凍結法または液体

窒素蒸気簡易凍結法にて凍結保存し、凍結後約3か月で解凍し再度上記検査を行った。　〔結果〕精子平

均運動率（皿ean±SE）は正常群で原精液とP処理後には有意差なく、凍結後70±3．1％より52．5±5．1％

へと有意（P＜0．05）に低下した。異常群では原精液よりP処理後で28．1±27％から42．9±3．7％へと

有意（P〈0．05）に上昇した。凍結後は24．6±3．6％と再び低下した。HAMはP処理では一定の傾向
を示さず、凍結後、正常群40．6±5．1％から42．6±7％、異常群40．6±4．5％から18，8±3．6％と侵入

率の有意（P〈O．　Ol）な低下を見た。　EOY非染色率は異常群で原精液から凍結融解後に58±3％から

26±5．4％へと有意（P＜0．05）な低下が見られた。HOST総精子膨化率は各処理後変化せず、異常
群で原精液と凍結後に57．5±2．7％より47．8±2．4％と有意（P＜0．05）な低下が見られた。

〔結論〕P処理による運動率の上昇は必ずしもHAM侵入率の向上を伴わず、凍結保存は運動能、受精

能を低Fさせる事が示された。また凍結保存は特に精液所見異常例では精子細胞膜機能の損傷を起こす
ことが示唆された。

III－40 精巣肥満細胞増多症の臨床的検討

西尾市民病院泌尿器科

名古屋大学泌尿器科
長井辰哉、榊原敏文
三嶋　敦、三宅弘治

男子不妊症における精巣肥満細胞増多症は1981年欄により報告されたがそれが男子不妊症病態生理にお

いてどのような意味を持つのかは不明のままである。1991年我々は不妊症精巣中に正常と異なる肥満細
胞の亜型が出現することを報告し、また本学会においても肥満細胞プロッカー投与が男子不妊症に対し

有効であることが大森らにより報告され、男子不妊症における精巣肥満細胞増多症の意義が注目されて

きている。しかし精巣肥満細胞に関する報告は未だ少なく肥満細胞増多症の定義すら曖昧なのが現状で

ある。今回我々は正常及び不妊症精巣組織の検討により精巣肥満細胞増多症と、臨床所見との関係にっ
き検討したので報告する。

【対象及び方法】名古屋大学泌尿器科及び西尾市民病院泌尿器科不妊外来を受診、特発性男子不妊症と診

断され精巣生検を施行した52例、及び精管結紮術施行時に精巣組織を採取し得た正常男性14例を対象
とした。組織はすべてCarnoy液にて固定、パラフィン包埋後2μmに薄切しアルシアンブルーpH1．0
染色を施した。全視野を400倍にて光顕鏡見、肥満細胞数と精細管断面との比（肥満細胞指数）を算定
した。

【結果】正常男性14例の肥満細胞指数は0．85±0。32であった。年齢との関係は特に認められず、生殖年

齢では肥満細胞濃度に変化は無いものと考えられた。正常男性から得られた値により肥満細胞指数1．49

（平均＋2SD）以上を肥満細胞増多群、1．49未満を肥満細胞非増多群とした。52例中28例（53．8％）が

肥満細胞増多群、24例（46．2％）が非増多群に分類された。両者間の臨床所見の差等につき報告する。
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IV－1 Zona－free　hamster　egg　sperm　penetration　test（ZSPT）における

false　negativeの分析

東海大学医学部産婦人科
○井上正人、小林善宗、本田育子、鈴木隆弘、藤井明和

　不妊症の診断、治療において精子の受精能力を知ることはきわめて重要である。我々はCa　ionophore
A231sTで化学的に先体反応を誘起する方法により、高感度なZSPTを開発し、このbioassay法が精子受精
能力の判定に非常に有効であることを報告してきた。今回はZSPTにおける問題点の1っであるfalse

negativeにっいて分析した。昭和55年2月より平成3年8月まで、3928例の不妊患者に、延べ6185回の
ZSPTを行った。全体のZSPTは平均63．2％で、このうち1177例（30．0％）が妊娠した。精子に受精能力な

しと判定されたZSPT陰性（0％）は全体で13．0％、乏精子症では実に40．8％（389／957）に達した。　ZSPT

陽性群の妊娠率は全体で34．4％、乏精子症でも29．9％であった。これに対しZSPT陰性で妊娠したのは、

すなわちfalse　negativeはわずか0．6％（3／512）であった。　false　negative　3例についてみると、2例

は精子無力症で、うち1例は夫の治療中に、もう1例は検査直後に妊娠が成立し、いずれも患者の都合
でZSPT再検できなかった症例であった。3例目は流行性耳下腺炎の既往のある高度乏精子症で、これま
で某大学病院でAIH　18回を受けるも妊娠しなかった。血中ホルモン検査は、　FSH　20．7mlU／皿1、　LH

l5．4mlU／ml、　PRL　9．　8ng／皿1、　Testosterone　558ng／dlであった。治療を試みたが、　ZSPTは4回とも陰性

で、精液検査はっねに高度乏精子症（3．5～45×105／m1）であった。患者の希望でAID　9回施行するも妊

娠せず、AIH一腹腔鏡を行った。この時の精液所見は精子数12×106／ml、運動率70％とかなり改善してい

た。ZSPTを予定していたところ術後まもなく自然に妊娠した。しかしその後の検査ではZSPT陰性、高度
乏精子症（2×105／m1）と変りなく、一過性に妊孕性の回復をみたと考えられる稀なる症例であった。

ZSPTにおけるfalse　negativeはきわめてまれなものと思われる。

IV－2 マウス体外受精系を用いたヒト精漿の精子受精能獲得阻害作用に関する研究

滋賀医科大学泌尿器科・○石田　章、友吉唯夫

関西電力病院泌尿器科・　真田俊吾

【目的】哺乳動物の精漿中には受精能獲得（capacitation）を阻害する物質があり、いったんeapaci－
tationをおこした精子にも再びcapacitaitonをおさえるため受精能獲得阻害因子（decapacitation
factor：以下DFと略す）とよばれる。　DFの異常による男子不妊症が存在するか否かは興味あるところ
である。今回は1）精漿がいまだcapaeitationされていない精子に対しても作用するのと同様にcapaci－
tationされた精子に対しても作用するかどうかを検討した。2）受精能獲得阻害作用が細胞毒性でなく
可逆的なものであるかにっいて検討した。3）正常人と男子不妊症患者の精漿の受精能獲得阻害作用に

差があるのかについて検討した。　【方法】精漿は健常男子と男子不妊症患者のものを用いた。マウス
体外受精系（培地はBSA　6mg／ml含有のTYH液〉を用いて精漿の受精に及ぼす影響をみるために、培地
中に精漿を5％，Z．5％，1，25％（v／v）を加えて受精率を検討した。　【結果】1＞正常人の精漿（5人分の精

漿を混合して使用）においては、capaeitation前より精漿を5％t　2．　5％，1．25％加えた場合の受精率は

それぞれ10．8％，41．4％，51．2％であり、capacitation後に精漿を5％，2．5％，1．25％加えた場合の受精

率はそれぞれ39．8％，73．8％，86．2％であった。2）capacitationした精子に5％の精漿を添加して120分

培養しそのあと遠沈により精漿成分を除去してから受精をおこなっても対照とのあいだに差はなかっ
た。3）個々の正常人（n＝10）の精漿の精子に対する受精能獲得阻害作用はばらつきを認めた。4）男子不

妊症患者の精漿については目下検討中であり、正常人と同様に個人差が強い傾向が示されている。
【考察】ヒト精漿の精子受精能獲得阻害作用は、細胞毒性的なものではなく可逆的なものであり、そ
の作用はcapacitationされていない精子よりもいったんcapacitationされた精子の方が弱かった。こ
れらの作用の強弱には個人差が強かった。男子不妊症患者の精漿にっいては抄録作成の時点では検討

症例が少ないが正常人と比較検討し発表する予定である。
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IV－3 体外受精における精子の受精能予測の為の精子先体パラメーターの比較

秋田大学産婦人科
○清水靖、Murat　Tasdemir、松井俊彦、福田淳、児玉英也、関根和子、
Isik　Tasdemir、樋口誠一

〔目的〕体外受精の成績を予測する上で、精子の先体機能の評価は有用と考えられるが、現在臨床的に

は、主に精子頭部の形態学、acrosin活性、　acrosome　reaction　induced　testの3種類のパラメー

ターが考えられている。そこで今回、どの検査が臨床的に最も有用であるかの検討を行った。

〔方法〕体外受精を施行した126例の患者を受精成績より受精が正常に認められたA群、受精は認めら

れるものの受精率がきわめて低率であるか薬剤刺激によりようやく受精の成立が認められたB群、受精

の認められないC群に分類した。各群の患者について可能な限り透過電顕による正常精子頭部の頻度

（64例）、acrosin活性（87例）、およびCa－ionophore刺激によるacrosome　reaction　induced

test（46例）を行い、3群間でそれぞれの値を比較検討した。〔結果〕A群、　B群、　C群の透過電顕に

よる正常精子頭部の出現率は、31．1±10．Ovs　21．7±15．3vs　10．8±12．7％で、それぞれの群間で（AB

間PくO．05、BC間P〈0．01、　AC間P〈0．OO1）有意差が認められた。　Acrosin活性は、57．9±36．4

vs　41．3±25．8　vs39。1±18．21U／106　spermでA群B群、　A群C群間（AB間P〈0．05、　A　C間P〈

0．05）に有意差が認められた。Acrosome　reaction　induced　testでは、29．4±1．8　vs　26．4±3．7

vs21．9±1．0％で、それぞれの群間で（AB間P〈O．01、　BC間P〈α001、AC間P〈0．001）有意差

が認められた。　〔結論〕臨床的に有用性が高いのは、透過電顕による精子頭部形態学の検討またはac－

rosome　reaction　induced　testで特にacrosome　reaction　induced　testはB群C群間でも強く
有意差が認められ、受精の有無を予測するには有用であると思われる。

IV－4 不妊症患者のペネトラックによる精子貫通能テスト

金沢医科大学産科婦人科学教室

○福間秀昭，丹野治郎，羽根淳治，井浦俊彦，高林晴夫，桑原惣隆

不妊因子の中で精子と頚管粘液の不適合は重要な問題であり、従来の精子頚管粘液適合試験としてHuhner

test，　Miller　一　Kurzrock　testやKrenier　testなどが行なわれているが、最近臨床応用が可能となったペネトラッ

クテスト（セロノ社）を検討したので報告する。

（研究方法）最近、当科不妊外来を訪れた患者27名の配偶者について採取精液を分析し、ウシ頚管粘液

を用いた精子貫通試験（ペネトラック）を用いて精子貫通能の評価を行なった。27名中9名の患者に正
常精子，7名に奇形精子症，11名に精子減少症が種々の程度で見られた。精液分析の最も重要なパラメ

ー ターすなわち精子の濃度，精子形態，精子運動性を精子貫通能と比較した。

（研究結果）ペネトラックテストの結果は直進運動性と最も高い相関があり（r・O．68）、続いて全運動率

（r＝0．62）、精子数（r＝O．61＞、正常精子率（r＝O．51）と相関があった（P＞0．01）．正常精子のグループ中2例に粘液

中での精子貫通不全が見られた。精子数と精子運動性が正常であった6症例をswim　up法にて処理し、ペ

ネトラックテストの改善率を高めて、IVF・酊を施行した。正常な精子貫通能（＞30　mm！90分）を示した4症

例のみが受精したが、精子貫通能が30　Mm190分以下であった2症例では受精しなかった。

（結論）ペネトラックテストは従来の方法では不明な精子の運動性障害が検出可能であり精子運動能を簡

単かつ客観的に判断できるものと思われる。
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IV－5 ヒト精子受精能獲得過程へのprotein　phosphatase　inhibitorの影響

慶鷹義塾大学医学部産婦人科、新座志木中央総合病院＊、三菱油化BCL’＊、

森永乳業生化研＊＊＊

○古屋悟、遠藤芳広＊、大隅一興＊＊、大庭三紀子＊＊＊、鈴木秋悦、野澤志朗

【目的】ヒト精子受精能獲得過程における生化学的調節機構の解明はほとんどなされていない。本研究で

はヒト精子を用いて受精能獲得へのprotein　phosphatase　inhibitorの影響について検討した。

【方法】健常成人男子提供者の精液（精子数4000万／ml以上、運動率60％以上）に0．3％HSA含有modified

Krebs　Ringer　bicarbonate　medium　of　Biggers　et　al．（BWW）を加え10分間600xgで遠沈後、精子pellet

に1mlのBWWを加え、15分間swtm　upさせ運動率80％以上の精子を用いた。このswi　n　upさせた精子を
protein　phosphatase　inhibitorすなわち1－100nM　calyculin　Aあるいは1nM－1μM　okadaic　acid含有BWW

drop中で3時間まで培養し、経時的に受精能獲得の状態をchlortetracycline（CTC）蛍光法を用いて
観察し、capacitated　spermを示すと考えられているCPパターソの増加を対照群と比較した。つぎに

phosphate　freeのBWWを加え遠沈しsw㎞upじた精子を3mCi／ml［32P］orthophosphate含有BWW
中で100nM　calyculin　A存在下に15分間培養後、洗浄、抽出し、1次元電気泳動法により蛋白質
リン酸化の状態を検索した。さらに精子を100nM　calyculin　Aの存在下に15分問培養後10μM　C♂

ionophere　A　23187と3時間あるいはマウス卵透明層酸溶解液（10zona／μ1）と2時間反応させ、先体反

応を誘起し、CTC蛍光法を用いてacrosome　reacted　spermを示すと考えられているARパターンの増加
を対照群と比較した。【結果】CPパターンは15分の時点でcalyculin　Aによって1－100nMの範囲で濃度

依存性に増加し、同時に蛋白質のリン酸化も促進した。100nMのokadaic　acidでは同様の作用は認めら
れなかった。ARパターソはcalyculin　A処理群で約30％認められ、対照群より有意に増加した。【結論】ヒト

精子受精能獲得過程はcalyculin　Aにより促進され、その調節に蛋白質のリン酸化及び脱リソ酸化が関与

していることが示唆された。

IV－6 精子尾部の微細構造異常の精子機能へ及ぼす影響

秋田大学産婦人科
O松井俊彦、児玉英也、福田淳、武田志保、関根和子、Mtlrat　Tasdemir、
Isik　Tasdemir、清水靖、樋口誠一一一一一

〔目的〕精子尾部の微細構造異常が、精子の運動機能及び精子の受精機能に及ぼす影響を明らかにする。

〔方法〕体外受精を施行した男性不妊患者44例（受精成立例20例、受精不能例24例）について、精子尾

部の微細構造を透過電顕で観察し、正常尾部および各種異常所見（微細管の欠損および過剰、配列異常、

変性）の100精子当りの出現頻度を算定した。また、精子の運動機能は、swim－up法で回収された精

子（精子洗浄1時間後）を自動露出位相差顕微鏡を用いて、頭部の前進速度、振幅、首振りの回数、直

進率を評価した。精子尾部の各種微細構造所見の頻度と、体外受精の受精成立の有無との関連を検討し、

さらに精子運動率および精子運動の上記パラメーターとの関連性を検討した。　〔結果〕体外受精の受精

成立例と不成立例間では、正常尾部（68．8士18．Ovs51．8士13．9％、　P＜O．005）、辺縁双微細管の欠損

（8．1±4．2vs　14．8±7．9％、　P〈0．005）、中心微細管の異常（1．2±2．Ovs4．3±3．5％）の出現頻度に有

意差を認めた。正常尾部の出現頻度は、運動率（r＝O．65）と前進速度（r＝0．51）との間に正の相関を

認め、辺縁双微細管の出現頻度は、運動速度（r－－0．49）と首振り回数（rニーO．49）との間に負の相

関を認め、中心微細管の異常の出現頻度は運動率（r＝－O．60）との間に負の相関を認めた。　〔考案〕精子

尾部の微細構造で、正常尾部、辺縁双微細管の欠損、および中心微細管の異常の各所見の頻度は、精子

の運動機能および体外受精の受精成績に最も相関が認められ、男性不妊の精子機能異常に関与する重要

な所見と考えられた。
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IV－7 Immotile　spermatozoaに関する研究

神戸大学医学部泌尿器科学教室　　　　　　　　　　　　　末光病院

O岡田　弘、神崎正徳、林　晃史、田中宏和、藤澤正人、大家角義
松本　修、守殿貞夫

　不妊を主訴とする患者精液のなかで、精子に運動性の全く認められない症例を時に経験する。これら
のうちで、Eosin　Y染色で死滅精子が10％以下であった5例について検討を加えたので報告する。
年齢は28歳から40歳（平均34．6歳）、不妊歴2年から7年（平均3．5年）でいずれの症例も産婦人科よりpost

coital　test不良例として紹介受診した。既往歴ではcase－1に慢性副鼻腔炎、気管支拡張症を認めた。
内分泌学的検査、染色体検査に異常はなかった。身体所見でcase－3に左精索静脈瘤（grade　l）を認めた

以外は特記すべきものはなかった。各症例の精液所見を表に示す。
　　　　　　　　　　case－1　　case－2　　　case－3　　case－4　　　case－5

精子濃度（XlO6／m1）

精子運動率（％）

精子奇形率（％）

eosin　Y染色（％）

WBC／hpf
精液量（皿1）

115
0

35

4

0

6．0

1．7

0．1

90

5

3

2．5

190

0．1

33
2

0

2．9

2

0

90

1

1

2．0

7

0

90

8

4

4．0

電子顕微鏡による精子尾部横断面の観察でcase－1およびcase－2はinner　dynein　armの不整配列をcase－3

では9対のmicrotubular　doubletsの配列が不規則でありcase－4およびcase－5ではcentral　microtubules
の欠損による”9＋0”構造を取っていた。兄弟に同様の不妊症を認めたのはcase－5のみであった。いずれ
の症例もsitus　inversusは認めなかった。治療法は有効なものはないが、顕微受精の適応の有無にっい

て検討中である。

IV－8 ヒト精子長期冷所保存におけるCaffeine，　Pentoxifyllineの効果

横浜市立大学医学部泌尿器科

○菅野ひとみ、関口由紀、田中克幸、斉藤和男、木下裕三、岩崎 皓、穂坂正彦

　〈目的＞Caffeine，　Pentoxiffylineなどのメチルキサンチン誘導体は、精子運動性に対する賦活作用

を有することがよく知られている。今回我々は、精子の冷所保存（3℃、1週間）において、Caffeine，

Pentoxiffylineが精子運動性に及ぼす影響について検討した。
〈方法〉横浜市立大学医学部泌尿器科不妊外来を訪れた患者より採取した精液のうち、精子濃度20x106

／ml以上、運動率20％以上を対象とした。精液をIRVINE　SCIENTIFIC社のRefrigeration　Medium
（TEST　Yolk　Buffer）で1：1に希釈し、1）Control群、2）Caffeine添加群（lmM）、3）Pentoxiffyline

添加群（1mM）に分けた。1週間までの冷所保存（3℃）を行い、その後37℃に戻して、　Cell　soft
3000を用い、精子運動特性に関して検討した。
＜結果＞Caffeine，　Pentoxiffyline　添加群はContro1群に比し、有意に運動率、運動速度が高く、

その効果は添加直後から数日にわたって持続した。1週間の冷所保存の後は、数％の運動率の残存に留
まったが、添加群が常により高い運動率を示すことがわかった。
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IV－9 Acrosome　reaction　induced

果の分析

testによるpentoxifyllineのcapacitation促進効

秋田大学産婦人科
OMurat　Tasdemir、児玉英也、福田淳、松井俊彦、関根和子、
Isik　Tasdemir、清水靖、樋口誠一

〔目的〕Pentexifylline（P）は、体外受精において精子の受精能力を促進する作用が認められてい

る。その作用機序を解明するため、acrosome　reaction　induced　test（ARIT）を応用して、　P

のcapacitation促進効果の検討を行った。　〔方法〕AR　ITでは、　swim－uP法により回収された精

子を10μMのCa　一　ionoPhoreにて1時間刺激し、刺激前後のacrosome　reaction（AR）の頻度を

pisum　sativum　agglutininにより染色して算定した。2㎎／mlのPにて1時間incubateした精子
と無処置の精子で、ARITの成績を比較した。正常精子13例、および体外受精の治療により受精能力の

低下が明らかな男性不妊精子9例（臨床的にPが有効だった5例、無効だった4例）を対象とした。

〔結果〕正常精子では、無処置とP処置の精子のARの頻度はCa－ionophore刺激前で9．1±1．5　vs
lO．O士1．8％で有意差は認められなかったが、刺激後では28．7±3．4　vs　34．2±4．5％で、　P処理精子で

ARの頻度が有意に（P〈0。01）高率であった。　P無効の男性不妊精子は、　Ca－ionophore刺激後のAR

の頻度は22．0±2．1％と低率で、P処置によるARの増加は3／4例で認められなかった。一方P有効

の男性不妊精子では、Ca－ionophore刺激後のARの頻度が正常精子のレベルにあるか（2／5例）、

無処置で低率であってもP処置により30％前後への改善（3／5例）が認められた。　〔結論〕Pは、通

常臨床で用いられている濃度ではARを殆ど誘起しないが、　Ca－ionophoreで誘起されるARの頻度を
増加させることから、精子のcaPacitationを促進する作用があるものと考えられる。また、　P処置精

子でのARITは、臨床的にPの有効性を予測する上で有用と考えられる。

IV－10 体外受精におけるpentoxifyllineの有効性

秋田大学産婦人科
○武田志保、小川正樹、児玉英也、福田淳、松井俊彦、関根和子、

Murat　Tasdemir、　Isik　Tasdemir、清水靖、樋口誠一

〔目的〕体外受精で男性不妊の受精成績向上の目的で行っている、pentoxifyl　lineによる精子の薬剤

刺激の有効性について検討する。　〔方法〕精子の薬剤刺激は、swim　UP法により回収された媒精前の

精子を、2㎎／mlのpentoxifyllineを加えて60分間incubateして行った。1992年4月まで、　pen－
toxifyllineを使用した44例（精子濃度27．5±25．1xユ06／皿1、運動率38．6±20．3％、　mean±sd）にっ

いて検討した。　〔結果〕44例に対し49周期の薬剤刺激による治療が行われ、29／49（592％）に受精が

成立し、11周期に妊娠が成立した。pentoxifylline使用周期（n＝34）と非使用周期（n＝50）の両

方の経験がある29例にっいて、両周期の受精成績を比較したところ、受精成立は周期当りで23／34（67．

6％）vs　24／50（48．0％）周期、採卵卵子当りで83／329（25．2％）vs　56／395（14．2％）個で、

薬剤使用周期で有意に（P〈O．05およびp〈0．OO1）改善が認められた。精子濃度10xlO6／ml以下かっ

精子運動率30％以下の患者に対しては、有効例は認めなかった。　〔考察〕pentoxifyllineは比較的軽

症の受精障害例を中心に効果が期待される。
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IV－11 当科における卵管性不妊の治療成績

帝京大学医学部付属市原病院産婦人科、同・臨床研究部＊

〇五味淵秀人・金子義晴・貝原　学・太田昭彦＊

　卵管性不妊は女性側不妊因子のおよそ1／3を占めるとされるが、その診断、治療法については未だ多

くの問題が残されている。近年、卵管のバイパス手術的意義を有する体外受精・胚移植がいくつもの施

設で行われるに至り、従来より行われてきた卵管形成術とともに有用な治療手段となっている。そこで、

当科において経験した卵管性不妊症例についてその治療法および経過について検討を行った。

【成績】平成元年4月より4年3月までの3年間ee・37症例が開腹術、腹腔鏡あるいは子宮卵管造影によ

り両側卵管障害による不妊と診断された。このうち17症例に卵管形成術の適応を認め、11例に顕微鏡下

卵管形成術を行った。手術術式は端々吻合術9例、卵管采形成術2例であった。この結果、5例（45．5％）

に妊娠が成立した。妊娠例はいずれも端々吻合術施行例であった（妊娠率55．6％）。端々吻合術を施行

した9例中4例は、他院eeて既ee体外受精・胚移植を施行されたか、或は、体外受精。胚移植以外に妊
娠の方法はないと診断されていたが、術後2例に妊娠が成立した。卵管形成術の適応を認めなかった20
例のうち17例、更に卵管采形成術後2年経ても妊娠に至らなかった1例に体外受精・胚移植を施行し、
7例（38．9％）に妊娠が成立した。

【考察】顕微鏡下卵管形成術は開腹が必要であり体外受精・胚移植VC比し患者にとっての負担は決して

軽いものではなく、経頸管的卵管形成術など非観血的な治療法の開発は望まれるところである。しかし、

卵管端々吻合術における妊娠率は体外受精・胚移植を大きく上回っており、どちらの治療法を選択する

かという点には充分検討しなけれぽならないと考える。

IV－12 マイクロサージェリーによる卵管形成術374例の予後と今後の課題について

日大医学部産婦人科（駿河台日大病院）

o長田尚夫、山田祐士、鳥山太志、宮川典子、斎藤綾子、平田善康、
角田郁夫、本田利江、藤井トム清、吉田孝雄、佐藤和雄

　この10年間に不妊外来を訪れた2875例の不妊分類とその頻度は、子宮・卵管因子による不妊症が最も
多く、38．3％であり、続いて排卵障害、男性不妊が各々34．2％、27．4％であった。卵管性不妊症の主な

原因は、感染症によるものが最も多く、他に内膜症、卵巣嚢腫や筋腫核出術後の癒着によるもである。
性行為感染症が蔓延している今日、卵管性不妊は益々増加する傾向にありマイクロサージェリー（MS）
による卵管形成術の臨床的意義は大きい。われわれは、この10年間に374例にMSによる卵管形成術を
行なった。手術が有効と診断された症例は、343例92％で、現在までに妊娠もしくは分娩に致った症例は、
161例43％である。子宮外妊娠は、13例3％であった講演では、MSの成績の分析と残された今後の課題と
対策について述べる。
問題点と対策：

1癒着剥離術ならびに卵管采形成術：再癒着を如何に防止するかが術後の予後を大きく左右する。MS
による卵管形成術にとって残された最も重要かつ困難な問題である癒着防止法については、生物学的組
織接着剤による腹膜移植の効果ならびに今後の課題について述べる。1卵管開口術：卵管粘膜上皮の損
傷程度と卵管の肥厚度、開口部位によって予後は異なる。卵管エコー、卵管鏡ならびに新しい卵管開口
術の効果について述べる。皿卵管端端吻合術：吻合卵管径が大きく異なる場合の術式の改良ならびに腹
腔鏡下卵管端端吻合術について述べる。N子宮内卵管移植術：卵管角吻合術や子宮卵管吻合術ならびに
経子宮腔的卵管形成術の有用性とその効果について述べる。

　MSによる卵管形成術ば、まだまだ完成された手術法でなく、術式の改良、癒着防止法ならびに卵
管機能の解明といった多くの問題点や残されている。また卵管移植や人工卵管といった新し手術の開発
も大きな課題でもある。今後のMSによる卵管形成術の展望について述べる。
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IV－13 子宮外妊娠における保存手術およびMTX注入法について

長崎大学医学部産婦人科　○藤下　晃，松脇隆博，小濱正彦，山下　洋，鮫島哲郎，

健康保険諌早総合病院1，　増崎英明，石丸忠之，山辺　徹，中野龍夫X，加瀬泰昭＃

【目的】卵管妊娠に対する保存療法として，手術および薬物療法が挙げられる。今回，私どもは両治療
法の治療成績から，その適応について検討したので報告する。【対象】当科において保存手術を行った

22例（手術群），腹腔鏡下に確認し，病巣内にMTXを注入した12例（局注群）および関連施設において，
卵管妊娠と診断後，直ちにMTX筋肉内投与を行った16例（筋注群）を対象とした。手術群での発生部位は

膨大部14例，峡部6例および采部2例であり，局注群では，膨大部7例，峡部3例および間質部2例，また筋
注群では膨大部14例および峡部2例であった。保存手術の術式はsalpigoto皿y　16例，　salping。stomy　5例

およびmilking　1例であった。局注群では，腹腔鏡下に非破裂を確認した後，MTX15－－50mgを病巣内に注

入した。その後，hCGの下降が遷延する場合にはMTXの筋注を適宜追加した．筋注群では，MTXを1ウール（20

mg／日，4～5日間）ないし2ウール投与した。【結果】手術群，局注群および筋注群における治療開始時の尿
中hcG値（iu／1）の平均値（範囲）はそれぞれ8，424（1，200－－32，000），4，659（512’v19，200）および1，883

（50～4，800）であった。手術群および筋注群には再開腹を要したものはなかったが，局注群では2例（治

療前のhcG値は19，200および9，600iu／Dに卵管破裂がみられ，卵管切除が施行された。治療後，子宮卵

管造影を施行し得た例について，患側および対側卵管の通過性を検討した結果，手術群では，患側およ
び対側の開通卵管数はそれぞれ13／16および13／14であり，局注群では4／5および4／4，筋注群ではll

／13および10／11であった。局注群12例中，病巣内1回投与で治癒したものは5例のみで，残り7例はMTX

筋注を追加した。【考察】保存手術はhCG値の高低にかかわらず，ほとんどの未破裂卵管に対し有用かつ
確実な治療法となりうる。一方，MTX療法の選択にあたっては，hCG値を考慮にいれる必要があり，その

値は5，000iu／1以下が妥当と思われる。

IV－14 IVF－ET不適応例および不成功例における透視下卵管再疎通術
の試み

京都府立医科大学産婦人科学教室
大野洋介、藤本泰子、川嶋満子、田中一範、山元貴雄、岡田弘二

　〈対象〉腹腔鏡または開腹により両側卵管の閉塞を認めた挙児希望婦人で体外受精不適応の2例（子

宮筋腫、子宮奇形各1例）と体外受精不成功12例（男性因子5例、Poor　responder　2例、その他5
例）の計14例に対し透視下卵管再疎通術を試みた。これらの症例は卵管の癒着がないまたはごく軽度
であることを条件とした。術前の卵管評価は間質部閉塞17卵管、膨大部閉塞7卵管で外科的に3卵管
は切除されており、1卵管は単角子宮対側卵管で対象外であった。

〈方法〉子宮内にCook社製Jansen　Anderson　Intratubal　transfer　set　catheterを挿入し造影剤を注

入し子宮内を造影し卵管角にセットした。ガイドワイヤーを卵管内に挿入した後】nfusion　catheterを

挿入した。ガイドワイヤーを除去しlnfusion　catheterから造影剤を注入した。この操作を繰返し卵管の
再疎通を試みた。

〈結果〉これらのうち間質部閉塞で7卵管が再疎通に成功した。しかしながら膨大部閉塞例では1例も
再疎通しなかった。症例数で見ると両側再疎通例が1例、片側再疎通例が5例で症例あたりの再疎通率

は43％であった。これらのうち現在までに1例のみが妊娠し、妊娠例は単角子宮例で、体外受精不成
功例には妊娠を認めていない。

〈考察〉透視下卵管再疎通術の成績は一般に良好であるとされているが我々はすでに体外受精を行ない

不成功であった症例や体外受精不適応例といういわば難治症例を対象としておりその妊娠率が低いと考

えられた。また従来報告されているように間質部閉塞では再疎通率が高いが、膨大部閉塞例では再疎通
がきわめて困難であると思われた。
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IV－15 子宮内視鏡下卵管内人工授精（HIT）法の成績と妊娠成功例の検討

慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室

赤星晃一、杉村和男、岩田壮吉、大澤淑子、北村誠司、小林俊文、

野澤志朗

　配偶者間人工授精（AIH）法は比較的簡便に行える不妊治療のひとつであるが、当科においてその妊娠

例を検討すると、10回施行以内の妊娠例が多く、10回以上施行の妊娠例は非常に少ない。そこで当科で

はAIHを10回以上施行しても妊娠に至らない症例、洗浄濃縮精子使用配偶者間人工授精（W－AIH）法を
10回以上施行しても妊娠に至らない症例、非配偶者間人工授精（AID）法を10回以上施行しても妊娠に

至らない症例に対して、それぞれ子宮内視鏡下卵管内人工授精（HIT）法を行っている。最近の当科HIT

法の成績、及び妊娠例の検討を報告する。　【対象】平成3年4月より平成4年4月までにHIT法適応と
なったAIH法治療後及びW－AIH法治療後98症例とAID法治療後47症例の、計145症例とした。【方法】
腔式超音波で左右卵胞径を測定、施行日及び施行卵管を決定。施行当日に未排卵を確認後、子宮内視鏡

（Hysterofiberscope）を用いて、洗浄濃縮精子を卵管内に注入。【結果】1）AIH法治療後98症例のうち

9例が妊娠し妊娠率は9．2％、AID法治療後47症例のうち7例が妊娠し妊娠率は14．3％、計145症例中
16例の妊娠で妊娠率11．0％であった。2）AIH法治療後のHIT法妊娠9例のうち2例が正常精子、3例
が精子減少症、2例が精子無力症、2例が精子減少症及び精子無力症合併であった。3）AIH法治療後の
HIT法妊娠9例には、凍結保存精子を用いた1例と逆行性射精のため尿中よりの回収精子を用いた1例が
あった。4）HIT法施行後妊娠16例のうち、　HIT法施行10回以内の妊娠例は14例で、それ以上施行の妊
娠例は2例であった。【まとめ】1）AIH法、　W－AIH法、　AID法を10回以上施行しても妊娠に至らない症

例に対してHIT法は有効であった。2）HIT法による妊娠例では施行回数10回以内で妊娠することが多か

った。

IV－16 卵胞液添加による精子細胞内Free－Ca濃度の変化

徳島大学産婦人科

　○南　　晋　　村山眞治　石川ひろ美　小林津月　山野修司

　　　青野敏博

【目的】ヒト精子の先体反応はCa　infLuxによって誘起されると考えられているが、先体反応に先だっ

て個々の精子においてCa　mfluxが存在することを直接的に証明した報告はない。今回我々は先体反応

誘起物質であるヒト卵胞液の添加に伴う精子細胞内Free－Ca濃度の変化を顕微蛍光測光装置を用いて個

々の精子にっいて測定し、先体反応との関連を検討した。【方法】妊孕性の確認された正常男性より得

られた精液を7．5％非働化血清を含むWhittingham　T6液〔以下T6）でsRiM－UPした後18時間前培養した。

培養液中にFura21AM　1μM，’meを添加し20分間培養した後、運動精子をカバーグラスに付着さぜ、．ニコン

オプチフォト落射型蛍光顕微鏡を用いたフォトカウント方式にて細胞内Free－Ca濃度を測定した。次に、

2096卵胞液を含むN．　ermal　Tyrode液を加え単一精子の細胞内Free　Ca濃度の変化を経時的に追跡した．さ

らに各症例における卵胞液添加前ならびに添加後10分の精子細胞内Free－Ca濃度を測定し、先体反応と

の関連を検討した。【結果】D単一細胞内Free　－Ca濃度を経時的に追跡すると20％卵胞液を含むNormal

Tyrode液の添加により精子の69．2％に細胞内Free－Ca濃度の上昇が兇られた（上昇群）、．E昇群では卵胞

液添加により、117．　6±41．4nMから30秒以内にpeak値203．7±31．3nMにヒ昇した後、10分後には167．2±30．5

nMとなった．2）2⑪％卵胞液を含むNormal　Tyr〔｝de液を添加した場合17症例中！1症例で精子細胞内Free－Ca

濃度が有意に上昇した。全体では卵胞液添加前の精子細胞内Free－Ca濃度は平均146．4±42．4nMであった

が、卵胞液添加により平均174．4±38．3nMに上昇した。また卵胞液を添加したとき1ive　acrosome　react－

ed　spermの率は6．　8％から12．9％と有意に上昇した。【結論】卵胞液の添加により運動精子の2’，’3以上にCa

influxが起こり、このCa　infiuxによりacrosome　reac　t．　lonが誘起されることか示唆された。
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IV－17 精子の運動に与えるカルシウムイオンとサイクリックAMPの役割

帝京大学医学部泌尿器科学教室

○石田克美，友政　宏，矢崎恒忠，梅田　隆

【序】精子の凍結保存や受精能向上のために、精子にカフェイン等のサイクリックAMP分解阻害剤の

添加が行われて好結果が得られている。従来より精子の運動はカルシウムイオンやサイクリックAMP
の添加により活発になることが知られているが、このことは精子運動全般を包括して判断していること

で、これらの物質が精子運動の何を活性化するのかについての具体的な知見はあまり得られていないよ

うである。また、カフェイン等のメチルキサンチン類添加は精子内でサイクリックAMP分解阻害を行
わせるのと同時に精子内へのカルシウムイオン流入を促進する効果もあって、結果的にカルシウムイオ

ンの効果とサイクリックAMPの効果の双方が同時に現れているものと考えられる。そこで我々はこれ
らの物質が精子運動の何に効果を持つものなのかを検証し、受精能向上には具体的に何が必要なのかを
検討した。

【材料及び方法】精子の鞭毛振動数、振幅及び進行方向を運動能判定のパラメーターとし、進行方向の

区別が容易に判定できるハムスター、ラット及びマウスの精巣上体尾部精子を用い、膜透過性のある8

プロモサイクリックAMPやカルシウムバッファーにより微調整されたフリーカルシウムイオンを与え
た際の運動能を調べた。

【結果】カルシウムイオンは精子鞭毛振動数上昇に効果があり、サイクリックAMPは精子進行方向決
定に効果があった。さらにカリウムイオン濃度等の調節を行うことで、先体反応を起こさないままでハ

イパーアクティベーション類似の運動を誘起され得る可能性も見いだされた。また、精子無力症の患者

の精子にこれらの物質を添加した際の運動能の変化についても併せて報告したい。

IV－18 Caffeine、　Angiotensin　II、c－AMPの精子運動能に対する影響一Cell　soft

systemによる解析（凍結保存との関連について）

香川医科大学　泌尿器科学教室
O杉元　幹史，乾　政志，桑田　善弘，空本　慎慈，安元　章浩，
竹中　生昌

　人工授精において精子凍結保存の技術の向上は重要な問題である．一般的には凍結にはプログ

ラムフリーザーが理想的とされるが高価でありより簡便な方法が模索されている．また凍結によ
る影響では精子運動性は全般に低下するとされるが，運動の微細な変化に付いてまで調べた報告

はない．今回私たちは健康成人18人から用手的に得た精液を用いて，TYB（Test　Yolk　Buffe
r，IRVINE　Scientific）を用いた液体窒素による簡易凍結法を行い，凍結の運動性にあたえる影響

さちには凍結精液にたいするCaffeine，　AngiotensinlI，c－AMP等の影響を自動解析装置を用いて検

討した．その結果凍結により，速度，頭部振幅は増加し，運動率，直線性は低下した．また凍結
精子にたいするCaffeineの影響としては運動率，頭部振幅が増加し，速度は低下し，未凍結精子
にたいするCaffeineの影響とほぼ同様の傾向であった．他の薬剤についても同様の実験を行い検

討中である。今後凍結精子を用いた人工授精には授精能を損なわないような凍結保存技術ととも
に解凍、使用する際にこれらのパラメーターを人工授精に有利な状態に誘導する技術が必要と考
えられる．
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IV－19 薬物添加の精子運動への影響

千葉大学泌尿器科学教室

　○始関吉生、北川憲一、市川智彦、高原正信、島崎　淳

目的：精子運動能の解析は、自然妊娠に重要である。カフェイン、Dibutyl　cAMP、カリクレイン、　GTP、

DL一カルニチン添加による精子運動への影響を比較検討した。

対象および方法：千葉大学泌尿器科不妊外来を受診した精子濃度20×1　06／ml以上で、運動率30％以
上の精液を用いた。用手法にて精液を採取し、室温にて液化した後、Ham’s　F－10を加えて遠沈し精
子を回収した。30～70×1　06／mlの精子濃度になるようにHam’s　F－10を加え、洗浄精液を調節した。

カフェイン（2、5mM、5mM、7．5mM、15mM）、　Dibutyl　cAMP（2．5mM、5mM、7．5mM、15mM）、
カリクレイン（lU／m1、2．5U／m1、5U／ml、10U／ml）、　GTP（2．5mM、5mM、10mM、20mM）、
DL一カルニチン（5mM、10mM、20mM、40mM）を洗浄精液に添加し、経時的に精子運動を観察し
た。精子運動能の解析は、マクラ計算盤で、セルソフトシリーズ3000を用いた。セルソフトのパラメー

ターは、30Hzの15Frameで、測定可能な精子速度を10～150microns／秒とし、精子頭部の大きさは、
lpixe1を0．688μmで、4～25pixe1とした。
結果：カフェイン、Dibutyl　cAMP、カリクレインは、精子運動率、速度、頭部振動巾を上昇させた。

カフェインとDibutyl　cAMPは、7．5mM、カリクレインは5U／m1の濃度で、最大の精子活性効果を
示したが、カフェインが他の2剤よりその効果は、大きかった。カリクレインは、頭部振動巾の増大が最

も大きかった。GTPの添加では、運動率の上昇は認めず、高濃度のDL一カルニチンは、精子運動を抑
制した。

結論：カフェイン、Dibutyl　cAMP、カリクレインは、精子運動を活性化した。カリクレインは、精子
頭部振動巾の増大が大きかった。

IV－20 ヒト卵胞液添加の精子機能に与える影響について

聖マリアンナ医大産婦人科学教室

0栗林　靖，石塚文平，石田徳人，房間茂由，斉藤寿一郎，堀越裕史，

　大野祐子，近藤俊彦，浜田　宏

【目的】調整した精子に，採卵時に得られた卵胞液を卵の成熟度別に加え・経時的に精子先体反応を精子
運動能とともに測定することにより，卵胞液の精子機能に与える影響にっいて検討した。

【方法】対象は，妊孕性の確認されている健康な精子提供者12名で，Percoll－swim　up法にて精子を調

整し，これを，IVF採卵時に得られた卵胞液（Marrsらの分類により卵成熟度別にGO，G1，　G2，　G　3

に分類）を等量加え，1時間，3時間，5時間，10時間，24時間培養，また，control群として血清50
％添加培養液のみで同様の時間培養し，Triple　stain法より精子先体反応を，また，　精子自動分析装置

（cell　soft　series　3000）により精子運動能を測定した。
【結果】精子先体反応率（mean±S．　D．）は，24時間培養後，　contro1群，　G　1群・G2群・G3群で・そ

れぞれ，162±5．3％，22．　9±4、4％，28．　4±6．・5％，37．4±15．0％で，control群とG3群に有意差を

認めた。精子運動率は，成熟卵を認めた卵胞液中において，3時間培養後にcontrol群に比し有意に高か
った。精子速度，精子直進性には，3～5時間培養で減少傾向が認められ，精子頭部振幅，精子頭部振動

回数は，卵胞液添加の影響を受けなかった。

【結論】in　vitroにおいて，精子先体反応は，成熟卵を有する卵胞液添加により促進されることが示さ
れた。
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IV－21 新しい先体反応誘起法（密封ガラス管内インキュベーション法）の開発とその検討

セントマザー産婦人科医院
○田中威づみ，田中温，永吉基，塩見秀明，竹本洋一，鷹野和哉，高崎博幸

　目的：不妊症治療の中で卵子と精子との受精率を上昇させるためには，精子の運動性を高めかつ，先体

反応を高率に誘起する精子処理法が重要である。現在までに，良好精子回収法として多くの処理法が報告

されているがそれらのいずれを用いても十分満足できる結果は得られていない。今回我々は楠らが開発し
た先体反応誘起法（第85回日本畜産学会）をヒト精子に応用し，臨床上有用な結果を得たので報告する。

　方法：当院におけるIVF・ETにおいて採取された卵子が全て分割に至らなかった16症例（採卵数91個）を

対象とした。射出精液中より，運動精子を従来の方法により分離し（パーコール法＋ヒト卵胞液又は

Swim　up十ヒト卵胞液）この回収した精子浮遊液3～4ccを1500rpm×20分遠心し，上清をすて，ペレットの
みとし，これにK－3液（Nac1，　NaHCo3，　Cac12・2H20）を2cc加える。懸濁した精子浮遊液を2000rpm×5分，

上清を除去，これを2回繰り返す。最終的に得られた沈澱精子ペレットを空気が混入しないようにガラス
管内に吸引し，ガラス管の両端をワセリン・パラフィン混合物で密封する。このガラス管を39℃温水中で

30～60分インキュベートする。インキュベーション後密栓を除去し，キャピラリー内の精子を10％非働化血

清添加HTF内に注入し，その30分後に前培養をほどこした採取卵と媒精する。インキュベーション後の精

子の先体反応の有無を楠らの開発したトリパンブルー・ギムザ染色で判定した。結果①16症例，91個の卵
子の中で67％（61／91）で受精し，46％（42／91）で分割を認めた。この分割した卵子を子宮内に移植し3例で妊

娠を認めた。②先体反応の発生率は45％（137／300）と高率であった。③精子の運動は，インキュベーション

直後は，ほとんど静止しているが，5～20分後にはインキュベーション前の状態に戻った。結論：本法は簡

便で高率に先体反応を誘起し，精子運動能にも変化を認めない精子処理法であることが判明した。本法に

さらに検討を加えることにより，受精における先体反応の重要性が再認識されることと思われる。

IV－22 顕微受精に使用する生存先体精子獲得にっいて

　河内総合病院不妊センター　＊関西医科大学産科学婦人科学教室
○森本義晴、山崎雅友、桑名博士、牧野　滋、堀越順彦’、長尾幸一、

　宮田広敏、小山竜一、當仲正丈、森本武晴、椹木　勇s

【目的】近年Micromanipulatorを用いたAssisted　fertilizationの進歩は目覚ましいものがある。中で
も重度男性因子に対しては、Subzonal　insemination（SUZI）の応用が考えられる。柳町等によれば、卵

と精子のCell　fusionのためには、精子が先体反応を起こしている必要があるという。しかしながら、

現在のところ適当な先体反応惹起法は確立されていない。そこで今回、我々は薬剤や環境変化による先
体反応惹起率にっいて検討した。【方法】①Control群（1回洗浄、　Ham’sF－10中で1時間培養）②Ca－io－

nophore　A23187処理群③100X卵胞液培養群④50％卵胞液培養群⑤凍結融解群⑥dbc－GMP　and　Imidazole処

理群　⑦酸性群（pH7．2）⑧アルカリ性群（pH7．8）⑨低浸透圧群（200mOsm）⑩高浸透圧群（350mOsm）⑪低温群

（25℃）⑫高温群（45℃）の12群に分けて健常者精子を処理し、Triple　staini㎎およびBryan’sstaini㎎に
て染色した。っいで、光顕下で合計300の精子を数え先体反応惹起率にっいて検討した。　【結果】Tri－
ple　stainingにおいては、生存先体反応精子数（Mean±SD）およびその全精子のうちに占める割合（％）は，
①29±9．8（9．7）②75±26．2（25．0）③28±11．6（9．3）④28±21．3（9．3）⑤41±10．2（13．7）⑥72±16．3（24．0）⑦29±1

8．6（9．7）⑧32±20．6（10．7）⑨34±9．3（11．3）⑩66±3．5（22．0）⑪33±14．3（11．O）⑫26±11．4（8．7）であった。

また、一方Bryan’sstaini㎎による評価では、先体反応精子の数と割合（％）は、①41（13．7）②101（3
3．7）③169（56．3）④167（55．7）⑤142（47．　3）⑥122（40。7）⑦15（5．0）⑧53（17．7）⑨20（6．7）⑩92（30．7）⑪56（1

8．7）⑫36（12．0）であった。【結論】先体反応惹起率は、Calcium　ionophore　A－23187処理精子、凍結融

解精子で高率であったが、同時に死滅精子の発生率も高いことがわかった。更に、350mOsmに調整した

培養液中で培養またはdbc－GMPおよびlmidazole処理では、高率に先体反応を惹起させかっ多くの生存先
体反応精子を得られることがわかり、顕微受精の適応となる重度男性因子に応用可能と考えられた。
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IV－23 ブタ卵管上皮培養細胞がヒト精子運動能に及ぼす影響

鹿児島大学医学部付属病院産婦人科
○沖　利通　森　明人　山元慎一　福元清吾　竹内一浩
　中村佐知子　砂原昭一　堂地　勉　永田行博

　ブタ卵管上皮培養細胞（以下、卵管細胞と略す。）は、マウス体外受精胚移植において受精から初期

胚発育を促進し、更にマウス精子の運動性を向上させることを我々は報告してきた。今回、ブタ卵管上

皮がヒト精子に及ぼす影響を、運動性・尖体反応の2つの観点から検討した。
　卵管細胞やその他の培養細胞と正常ヒト精子との共培養を行い、以下のことが明らかになった。①受
精率は対照群の65．4％に対し、マウス穎粒膜細胞（以下、穎粒膜細胞と略す。）・卵管細胞・線維芽細

胞の間に有意差は認めなかったが、共培養群はいずれも受精率が80．O％以上と高かった。②3種の培養

細胞と共培養を行った結果、共培養群が対照群に比較して運動率が優れていた。特に穎粒膜細胞・卵管
細胞でその傾向が強く、受精率の向上の理由として、精子運動率の向上が考えられた。③ギムザ染色に

よる尖体反応の割合は、培養液による洗浄で10．3％、穎粒膜細胞との共培養では23．2％、卵管細胞で19

．0％、線維芽細胞で12．4％の結果であった。以上のことから、卵管細胞及び穎粒膜細胞との共培養では

、正常ヒト精子の運動性の向上と尖体反応の促進効果が認められた。従って、卵管細胞や穎粒膜細胞と

の共培養が精子無力症や乏精子症の精子受精能を向上させる可能性が示唆され、今後の検討が必要と思

われた。

IV－24 ヒト精液液化機構に関する研究

帝京大学医学部泌尿器科学教室，明治薬科大学第一生化学教室＊

○押尾　茂，友政　宏，四倉正己，遠山裕一，山本敦洋，矢崎恒忠，

　梅田　隆，松田兆史＊，秋浜澄行＊

【序】ヒト射精精液は、射精直後にはゲル状であるが通常室温で20～30分放置すると液化する。この液

化過程は、蛋白質分解酵素のカスケードにより進行すると考えられているがその詳細は明らかではない。
また、男性不妊症患者には液化が不良な症例も多く存在し、液化不良と妊孕性の低下には関係があると

され、液化不良症例の取り扱いは男性不妊症治療において問題となっている。今回、我々はヒト精液液

化機構を解明する目的で、射精直後の精液に各種蛋白質分解酵素阻害剤を加え、それらの液化阻害態度

を観察し、精液液化機構における蛋白質分解酵素の役割について検討した。
【方法】生理食塩水に、EDTA（5mM）、ウリナスタチン〔UTI）（50万IU／ml）、リマ豆トリプシンインヒビタ

ー
（LBTI）（10mM）、ロイペプチン（10mM）、プサン（10mM）、トランスアムチャ（t－ACA）（10mM）をそれぞれ

溶解し、そこに射精直後の精液を混合し、室温で30分間放置し、液化の様子を判定した。同時に精子運

動率と精子運動速度の測定をCell　Softを用いて行った。なお、対照には生理食塩水を用いた。

【結果】プサン群では、精液は自濁して粒状の物質が多く観察され、液化の抑制が認められた。また、

12時間37℃で放置してもその液化抑制は継続していた。さらに、EDTA群とt－ACA群で若干液化の遅れが

観察されたが、他の阻害剤では液化は正常に進行した。EDTA、　UTI、プサン群で精子運動は停止したが、

他の阻害剤では精子運動率、運動速度ともに阻害剤添加の影響は認められなかった。

【考察および結論】プサンによって精液の液化が抑制されたことから、精液液化機構にプラスミンが関

与している可能性が考えられた。また、プサン群で認められた精子運動率の抑制は、運動精子が粒状物

質の中にとじ込められたためと考えられた。我々は精漿中よりプラスミンおよびプラスミノゲーンを分

離しており、それらと精液液化の関係についても併せて発表したい。
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IV－25 Sperm　survival　testに及ぼす精漿の影響についての検討

長崎大学産科婦人科教室
○布施　正樹，石丸　忠之，山邊　徹

　最近，精漿中に精子運動促進および抑制因子が存在するといわれている．すなわち，精漿中のあ
る因子が精子妊孕能に影響を与えることが示唆される．そこで，sperm　survivaltest（SST）の結果に

及ぼす精漿の影響について検討した．〔対象〕当科でSSTを施行した31例を対象とした．　SSTの結果
による分類はGrade　I（SST36時間陽性）12例，　Gr　ade　II（SST36時間陰性および24時間陽性）7例，

Grade皿（SST餌時間陰性および12時間陽性）7例およびGradelV（SSTI2時間陰性および6時間陽性）
4例であった．〔方法〕対象から精液を用手的に採取させ液化させた．この液化精液を二分し，以下
のAおよびB法でSSTを施行した．　A法では通常のSSTを施行した．すなわち，液化精液を試験管下層に

置き，ついで10％配偶者非働化血清を含むHTF培地を重層した．そして精液静置法で回収したswim－
up精子を37℃，5％co2　in　air下に長期培養した．判定時間は培養後o，6，12，18，24，30および36時間で

行った．なお，判定基準は各判定時間で鏡検し，運動精子のみが認められる場合を陽性とした．B法
では液化精液に精漿を1：1に混和し，その精液を用いて通常のSSTを施行した．すなわち，Grade　1の
例ではGradeU，HIあるいはIVの精漿，　Grade　ll，皿あるいはIVの例ではGrade　Iの精漿を混和した．そ

して，AおよびB法によるSSTの結果を比較検討した．〔結果）SST　Grade　Iを呈した12例は，すべて
B法がA法に比べSSTの陽性時間が短縮した．またGrade　H，IIIおよびIVを示した19例は，　B法がA法に比

べSSTの陽性時間はすべて延長した．〔結論〕精漿中には，　SST結果に影響を与える因子が存在する．

IV－26 コンドーム中における精子直進運動率の変化

群馬大学産科婦人科学教室

○宇津木利雄、中島敬和、伊吹令人

　［目的］精液検査や人工授精の時の精液採取で、コンドームを使用することは勧められていない。コン
ドームを使用して精液を採取した場合の精子運動率を検討する目的で、コンドームの中へ精液を注入した
場合の精子運動率がどのように変化するか検討した。

　［対象及び方法］当科不妊外来通院中の不妊カップルの夫9症例の精液を用いて、採取後30分以上

の融解後、精液検査をマクラー板を用いて施行した。9症例の精子濃度は全て2000万／m1以上で、

2400万／皿1から1億2500万／皿1であり、直進運動率は50．2±19．9％であり、精子濃度、運
動率ともに正常と判定された良好精液であった。コンドームに精液1皿1を入れ、室温にて10分間隔で精
液の直進運動率の変化を肉眼で判定した。精液採取ボトルに残った精液をコントロールとした。

　［結果ココンドーム中精子の10、20、30、40、50、60分後の直進運動率は各々、44．8
±18．2％（Mean±SD）、36．0±14．4％、17．7±16．6％、9．5±8．6％、
7．6±12．3％、1．8±4．4％であった。コントP一ル精子の直進運動率は各々、52．3±
18．3％、45．6±15．0％47．3±22．5％、 50．6±21．5％、 53．8±18．6
％、49．3±18．6％であった。コンドーム中精子の直進運動率が10分後より直線的に減少を認め
たのに対し、コントロールは前値と変化を認めなかった。

　［考察］従来から言われているコンドームでの精液採取は10分後より直進運動率の著名な低下が観察
され、人工授精や精液検査のとき、コンドームを使用した精液採取は不適当であり、短時間で精子運動率
の障害をおこすことが明かになった。
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IV－27 Heat－shock　proteinsのヒト精子における発現

秋田大学産婦人科
○福田淳、Isik　Tasdemir、児玉英也、松井俊彦、　Murat　Tasdemir、

関根和子、清水靖、樋口誠一

〔目的〕Heat－shock　proteinsは、細胞が熱刺激などのストレスにさらされることにより発現される

ユニークな蛋白質であり、細胞の外的ストレスに対する防御機構の面から近年注目されている。しかし

これまで精子に関する詳細な報告は無いことから、今回精子におけるheat－shock　proteinsの発現に

ついて検討を加えた。　〔方法〕牛脳より70、90、105Kd、豚肝臓より60Kdのheat－shock　proteins
を精製純化し、家兎に免疫して4種類のheat－shock　proteinsに対するpoly　clonal抗体を作製し

た。精子濃度、運動率の良好な正常精子の検体より運動精子をswim－up法により回収し、42℃で0、1、

2、4時間の熱刺激を加えた。経時的に回収された精子をPBSにて洗浄後超音波処理し、上清に得られ
た蛋白成分をSDS一ポリアクリルアミドゲル電気泳動にて展開した。4種類の抗heat－shock　proteins

抗体によるwestem　blotting法を行い、各時間でのhest－shock　proteinsの発現を検討した。また、

精子無力症の精子については、ejaculation直後に同様の処理を行い、　western　blotting法にて検討

を行った。　〔結果〕M．W．60Kdのheat－shock　proteinは熱刺激前より検出され、経時的に増加する

傾向が認められた。90kdのheat－shock　Proteinは熱刺激前にはほとんど検出されず、4時間の刺激

にて検出されるようになった。7（》、105Kdについては、ほとんど検出されなかった。精子無力症で

は、無処置例でも90kdが発現している症例が認められた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔結論〕精子にはM．W．60、90　Kdのheat
rshock　proteinsが存在し、特に後者は熱刺激に特異的と考えられた。精子無力症例では、無処置でこ

れらheat－shock　proteinの発現が認められる例が存在し、精子無力症の病態形成への関与が予測され
る。

IV－28 ヒト体外受精における抗精子抗体検出の重要性

（酵素抗体法による抗精子抗体検出の考察）

杏林大学産婦人科

O南野智徳，神野正雄，生方良延，山田春彦，吉村泰典，中村幸雄

【目的】ヒト体外受精においては，一般に培養液に血清を添加するが，もし血清に抗精子抗体（ASA）が

含まれていると，受精・胚分割に障害をきたす可能性がある。そこでASAの有無を判定するために，酵
素抗体法による呈色反応を利用した抗精子抗体検出法を考案し，その有効性を検討した。

【方法】夫精液より遠沈法にて精漿を除去し，精子懸濁液を作り，妻血清を10％添加後20分培養する。遠

沈洗浄を2回行った後，プレパラートに滴下乾燥し，精子標本を作製する。組織中免疫グロブリン（IgG，
IgM，　IgA）の検出キット（ヒストコクサイ，国際試薬）を用い，酵素抗体法にて精子標本を染色する。

400倍にて検鏡し，精子が褐色を呈している時，ASA｛＋｝と判定した。　ASA｛一）例では，体外受精の培養

液に妻血清を添加し（1群），陽性例では，妻血清（皿群）またはプラズマネート（皿群）を添加した。

1～皿群における受精・分割率，妊娠率を比較・検討した。

【結果】卵あたり受精・分割率は，1群：63．　4％（N　＝292），皿群：20．　5％（N＝39），皿群：69．1％

（N＝81）であった。採卵あたり妊娠率は，1群：444％（N＝36），皿群：0％（N＝9），皿群：23．5
％（N＝＝17）であった。

【結論】患者血清がASA｛一｝に比して，　ASA（＋）で受精・分割率，妊娠率は低下した。これは，アルブミ

ン制剤を使用にて改善された。本法によるASAの検出は，ヒト体外受精の成績と良好な相関を示し，有
用性を示唆された。



236　（796）

IV－29 女性不妊患者血清中の精子不動化抗体と反応する精子抗原の解析

秋田大学産婦人科
OIsik　Tasdemir、福田淳、児玉英也、関根和子、松井俊彦、
Murat　Tasdemir、清水靖、樋口誠一

〔目的〕精子不動化抗体は不妊症の発症と密接な関係があり、その対応抗原に興味がもたれている。

そこで、western　blotting法により、精子不動化抗体と特異的に反応する精子抗原の解析を行った。

〔方法〕健常男性の精子をPBSにて洗浄回収後超音波処理し、上清に得られた蛋白成分を精子抗原と

して使用した。精子不動化抗体陽性血清は、当科で体外受精を施行した不妊女性患者約350例に精子不

動化試験を行った結果、強陽性（SI　50≧8）を示した血清9例を使用した。精子蛋白分画をSDS一ポ

リアクリルアミドゲル電気泳動にて展開した後、第一抗体に不動化抗体陽性（またはcontrol）血清、

第二抗体にgoat抗ヒトIgG抗体を用いたwestern　blotting法を行った。〔結果〕9例中4例に精子
不動化抗体に特異的に反応したと考えられるbandが認められた。　Bandの有無は、精子不動化抗体の

力価とは関連しなかった。BandのM．　W．は、それぞれ61、77　Kd、77　Kd、61、68、77、83、86　Kd、

68　Kdで、　bandの発現の強さやパターンは症例間で大きな違いが認あられた。　M．　W．77　Kdのbandは、

blotting陽性例の3／4例で認められ、2症例では非常に強いbandとして認あられた。〔結論〕不妊

女性血清中の精子不動化抗体に反応する抗原の一部は、western　blotting法により検出されることを

明らかにした。症例により結果が大きく異なるのは、精子不動化抗体の対応抗原の多様性を反映するも

のと考えられるが、M．　W．77　Kdの対応抗原は精子不動化抗体に比較的普遍的に観察され、その同定に

興味がもたれる。

IV－30 膿精子症における精漿中の1nterleukin　8（IL－8）

大阪大学医学部産婦人科：○下屋浩一郎，筒井建紀，富山達大
谷口　武，根木玲子，脇本昭憲，岡田恭芳，大橋一友，松崎　昇，
佐治文隆，谷澤　修

【緒言】男性不妊患者の中に散見される膿精子症は，精液検査時の白血球の増加として診断され，前立

腺炎や副睾丸炎などの炎症との関連が示唆されているが，その病態は未だ明かでない。近年，サイトカ

インが種々の炎症の場において重要な役割をはたしていることが明かとなってきた。特にlnterleukin－

8（1レ8）は単球などの種々の細胞から分泌され好中球の遊走，活性化を促進する炎症性サイトカインであ

る。そこで今回我々は，精漿中の炎症のマーカーとして1レ8濃度を測定し，精液所見との関連について
検討したので報告する。【方法】当科を受診した不妊患者配偶者の精液検査及び体外受精時に採取した
精液を1000xg，15分間遠心し，細胞成分を除いた後，上清を回収した。上清中のIL－8濃度をR＆D　syste

ms社のQuantikine　ELISA　kitを用いて測定した。また精液所見として精子数，運動率，奇形率に加え，
白血球の有無をギムザ染色を用いて形態学的に検討した。【結果】22名の精漿中のIL－8濃度は平均3．1±

1．9ng／mlであった。精液所見との関連では膿精子症6例においてIL－8濃度は5．0±2．4ng／m1であり非合併

症例16例においては2．4±1．Ong／mlで両者の間に有意差（p＜0．　Ol）が認められた。精子数，運動率による差

は認められなかった。【考察】精漿中には恒常的にIL－8が分泌されることが判明し，免疫防御機構に関

与している可能性が示唆された。感染合併の際にその分泌が増大していることが明かとなった。
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IV－31 精子の糖質（フコイジン）結合蛋白の分析

秋田大学産婦人科
○児玉英也、福田淳、松井俊彦、関根和子、Isik　Tasdemir、

Murat　Tasdemir、樋口誠一

〔目的〕精子の透明帯結合能は、精子浮遊液へのフコイジン添加により抑制されることが知られており、

精子の透明帯結合分子はフコイジン等の糖質とも接着する可能性が高い。本研究は、精子のフコイジン

結合蛋白を定性することにより、精子の透明帯結合蛋白を明らかにすることを目的とした。　〔方法〕市

販のフコイジンをシアノゲンブロマイドにて活性化した後ゲル濾過にて脱塩し、ジアミノヘキサンと反

応させ水酸基にアミノァルキル化した。透析後ビオチンと反応させ、ビオチン化フコイジンを作製した。
精子はPBSにて洗浄後、0．5％tritonで処理してE清中に得られた精子膜分画を、SDS一ポリァクリルァ

ミドゲル電気泳動にて展開した。次いで、ビオチン化フコイジンと反応させた後、ABCキットを用いて
フコイジンと特異的に結合する精子蛋白を検出した。　〔結果〕フコイジン結合蛋白として、いくっかの

bandが認められたが、比較的強いbandはM．　W．45Kd、67Kdおよび76Kdの蛋白であった。

〔結論〕ビオチン化フコイジンの作製により、精子のフコイジン結合蛋白の同定が可能となった。透明

帯結合障害を来すような男性不妊精子においてのフコイジン結合蛋白の変化に興味がもたれる。

IV－32 精子核クロマチン解析に対するAcridine　Orange染色の有用性

　福島県立医科大学産婦人科教室

0片寄　治男、柳田　薫、星　和彦、佐藤　章

（目的）核酸の染色法として以前より細胞核、特に体細胞の核の解析に用いられてきたアクリジンオレ

ンジは、1980年代前半頃から精子核にも応用されはじめ、主にヒト、ウシ射出精子の受精能の評価法と
して提唱されてきた。しかし、その染色性と精子核クロマチン性状との関連性については不明であり、

アクリジンオレンジが実地臨床上もっ意義にっいては疑問視されているのが現状である。今回、我々は
哺乳動物精子核クロマチンの性状、特に核蛋白間のS－S結合の状態とアクリジンオレンジの染色性の相違
にっいて知見を得たので報告する。（方法）精子核としては、ゴールデンハムスター、マウス、ラビッ
トの精巣、精巣上体caput，corpus，eauda、輸精管よりそれぞれ分離したものを供し、アクリジンオレン
ジはpH　2．5に調整したphosphate－citrate　bufferにて最終濃度0．02％で染色に用いた。精子核DNAの

acid　denaturationにはカルノイ液（methano1：acetic　acid・3：1）を選択し、観察にはepifluorescence
microscope（450－490nm；exitation　filter，520nm；barrier　filter）を用いた。　（結果・考察）アクリジ

ンオレンジ染色法は、蛍光の違いによりDNAのstatus、っまり二重鎖と一重鎖の識別が可能であるが、精
子核においてはクロマチンの性状により染色性が左右され、酸処理を施した場合、S－S結合の数の少ない、

哺乳動物の精子核としては未熟と考えられるものほどacid　denaturationを受けやすく、従ってRedある
いはYellow　typeの染色パターンを呈すると考えられた。ヒトやゴリラのように、射出精子中の核の成熟

段階にHeterogenietyの見られる種においては、アクリジンオレンジ染色法においても同様に蛍光パター
ンにばらっきが観察されることから、この方法を実地臨床に応用し、男性不妊患者の精液検査のパラメ

ー ターとしたり、更にDiamideなどの試薬との組合わせにより、より詳細なクロマチンの検索が可能にな
ると考えられた。
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IV－33 ウシ体外受精用培地へのGPM（　Gamete　Preparat’on　Mediumノの導入

福井県畜産試験場O前田淳一、小林修一

福井医科大学　　　根上　晃、富永敏朗

【目的】ウシ体外成熟胚の受精時にGPM（Serono社）を用いて条件を変化させて体外受精し、分割、

胚発生に対するGPMの影響を検討した。

【方法】と殺されたウシ卵巣から未成熟卵子を採取し（ホルスタイン、黒毛和種）、M・199＋5％

CSで20時間培養（体外成熟）した。体外成熟後、　GPM　（5mMカフェイン、10pg／mlヘバリン
添加）を用いて体外受精を行った（GPM（＋））。体外受精後、体外培養を行い、受精後48時間後の

卵割状況、および受精後7－10日間に発育する胚盤胞数を数えた。対照は従来使用しているBO液を

使用した。また、受精条件やカフェイン、ヘパリン無添加群も検討した（GPM（・））。

【結果】受精後48時間に発生した2細胞期以上の胚はGPM（＋）で72．0％‘422／586」，で対照（65．0％

（3　f　7／4　88））と差はなく、胚盤胞発生率も22．0％（f29／586」で対照で25．0％（1　22／488））に比べて発

生率に差はなかった。一方GPM（一）群でもそれぞれ39．4％（93／236，，8．7％（1　9／236？でカフェイン、

ヘパリン無添加群でも受精や胚発生が観察できた。

【考察】GPMを精子調整用培地や体外受精用培地に使用可能であることが判明した。ウシ体外受精用

培地は要時調整であり、その調整が受精率を決定することがある。安定したロットがGPMによって

供給されることになり、今後の体外受精時成否を決定する安定条件の一つとなると考えられる。

IV－34 ウシIVF由来胚の凍結保存一treltatose添加の胚凍結に対する効果一

福井県畜産試験場　　　Oj、林修一、前田淳一

福井医科大学　　　　　根上　晃、富永敏朗

【目的】ウシ未成熟卵、体外成熟、体外受精胚（ウシtVF胚）に二糖類の一種であるtrehaloseを添

加し凍結保存一融解処理を行ない、その後の胚発育に対するtr帥a’oseの影響を検討した。

【方法】ウシIVF胚はと殺された卵巣から採取し、成熟培養を行なった胚盤胞703個を用いた。凍結

溶媒は33％牛血清、10％1，2・PropanediolにO．25M　trehaloseを添加し、trehalose無添加群と
比較検討した。凍結溶媒の添加、除去は無段階で行なった。凍結はプログラムフリーザーを用いて行な

い、一定時間凍結後、融解し卵丘細胞と共培養を行ない、24時間後以内に胚盤胞の形態観察を行なっ

た。胞胚腔の回復した胚を生存胚と定義し、その後の脱出胚盤胞に発育した胚も合わせて検討した。

【結果】ウシ1VF胚の生存率はtrehalose添加群69．8％‘44／63」で、無添加群27．5％（17／40）に比

較して有意（p♪O．Ol）に高値であった。脱出胚盤胞に発育した胚も同様に添加群36．5％（23／63，で、

無添加群10．O％‘4／40）に比較して有意に高値を示した（p》O．Ol）。

【考察】ウシ’VF胚の凍結保存時にtreha’oseを添加することによって、凍結保存後のウシtVF胚

の生存性が向上した。trehalose添加はウシIVF胚のみならず、多くの胚に対する保護効果が存在す

る可能性が示唆された。trehaloseの作用機序も合わせて考察する。
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IV－35 GnRH類縁物質の徐放剤による犬の繁殖機能の調節

　大阪府立大学農学部獣医臨床繁殖学教室

O権田昌弘、稲葉俊夫、森　純一
　滋賀医科大学医学部附属動物実験施設　鳥居隆三

　最近開発されたGnRH類縁物質（GnRH－A）の徐放剤を用いて、犬の繁殖機能の調節について検討した。

　方法：ビーグル種雄成犬を用いて、GnRH－Aの徐放剤（GnRH－Aとして0．Ol，0．1，1mg／kg）を1回背部

皮下に注射した。薬剤投与後経時的に精液検査を行うとともに、血中LHおよびandrogens濃度をRIA法に

より測定した。また、分娩後3～6カ月の非発情期の犬を用いて、本徐放剤（1mg／kg）を皮下注射し、そ

の後、3カ月毎に同量を反復投与して発情の回帰を観察した。さらに、分娩後5カ月の非発情犬を用いて、

本徐放剤（0．1皿g／kg）を1回皮下注射した。発情開始日に雄犬と交配させるとともにGnRH－A（0．03皿g／kg）

を1回筋肉内に注射し、その後妊娠の成否を超音波エコーを用いて観察した。

　結果：　雄犬にGnRH－Aの徐放剤をlmg／kg投与すると、投与後4週以降で精液量および精子数の減少、精

子生存率の低下、および奇形率の上昇が観察され、犬卵子に侵入し得る精子は全く観察されなくなった。

精液性状の低下は投与後16週あたりまで続き、その後徐々に回復する傾向がみられた。血中性ホルモン
濃度は投与直後に一過性に上昇したが、2～5週では有意に減少し、その後徐々に回復を示した。なお、

0．01または0，1皿g／kgの投与群では精液性状に著しい変化は認められなかった。雌犬に本徐放剤を1皿g／kg

投与した場合、分娩後4カ月以内に投与を開始した個体では投与期間中発情の回帰は観察されなかった。

一方、分娩後5カ月以降で投与を開始した個体では、投与後毎回発情が誘起され、雄犬との交配により、

妊娠して正常子犬を分娩するものも少数例観察された。分娩後5カ月の雌犬に本徐放剤を0．1皿g／kg投与す

ると、投与後10～14日目に発情が誘起され、雄犬との交配後、4頭中3頭が妊娠して正常子犬を分娩した。

　以上の結果から、GnRH－Aの徐放剤の投与時期および投与量を調節することにより、犬の繁殖機能を一

時的に抑制あるいは促進させることが可能と思われた。
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V－1 早発閉経に移行した症例の内分泌学的特徴

　大阪医科大学産婦人科学教室

o奥田喜代司、佐伯理男、後山尚久、岡崎　審、

　井本広済、植木　実、杉本　修

　難治性排卵障害例の1つである早発閉経は現在でもなおその病態や治療法が解明されたとは言い難い
。われわれは閉経や早発閉経の一機序として、卵巣の原始卵胞の減少などに伴う高ゴナドトロピン状態

が卵巣機能の低下を助長すると考えている。今回、2例において有排卵状態より早発閉経に移行した症
例を経験したので、その内分泌学的特徴を中心に報告する。

　第1例目は30歳の婦人で、5年前に挙児希望を主訴として初診した。子宮卵管造影検査および精液検
査は異常がなかったが、血中　prolactin値が81ng／mlと高値を示したのでbromocriptineを投与し、
不規則な月経周期より規則的な排卵周期になった。しかし、血中LH，　FSHは時々卵胞期に30　mlU／m1以

上の高値を示した。トルコ鞍には特に異常はなかった。昨年3月より無月経となった。卵巣生検中には
原始卵胞が認められないため早発閉経と診断した。第2例目の症例は35歳の婦人で、挙児希望を主訴と
して4年前に初診した。月経は整調で、前医での腹腔鏡検査ではとくに異常は認められなかった。血中
LH値は4　mlU／m1と正常であったが、　FSH値は21　mIU／mlとやや高値を示した。第一例目と同様に本例も

、hMG療法は無効でむしろ排卵障害を来した。その後、　LH，　FSH値が30　mlU／ml以上となり、第2度無月

経となった。また第1例目の症例ではGnRH　agonist投与後のhMG－hCG療法で排卵がみられたが、妊娠は
成立しなかった。

以上により、有排卵例においても卵胞期に血中FSH値が高値を示す症例は早発閉経に移行する可能性が
あり、これら症例に対するhMG投与は排卵障害を助長することがあることが判明した。これらのことは
高ゴナドトロピン状態が卵巣機能の低下を助長するとの仮説を支持するものである。しかし、このよう
な早発閉経の予知および排卵誘発が妊孕能にどのような影響を与えるか今後の検討課題である。

V－2 当教室におけるPOF8例の検討

順天堂大学医学部産婦人科1），越谷市立病院産婦人科2＞，国際親善病院産婦人科3）

○武内裕之’），岡部親宜L），町田正弘1），福田　勝’｝，高田道夫1），山本　勉2），伊藤　哲S）

　早発卵巣不全（premature　ovarian　failure：以下POF）には，さまざまな病態が包含されており，
その原因は多岐に渡っている。
　今回，我々は当教室において最近3年間に経験した病態の異なるPOF8例について検討し，若干の知見
を得たので報告する。
　POFの定義は，①正常に初経が発来し，②40歳未満で，③6カ月以上の無月経があり，④FSHが30mIU
／ml以上，⑤血清estradiol値が30pg／ml以下の全ての条件を満たすものとした。
　対象とした8例の年齢は26歳から38歳，無月経の初発年齢は20歳から38歳であり，全例が第2度無
月経であった。染色体検査，腹腔鏡下の卵巣生検により，premature　follicle　depletion（PFD）6例
とgonadotropin　resistant　ovary　syndrqme（GROS）2例に分類し，前者は性染色体異常群3例と
正常群3例に細分した。性染色体異常のPFD3例の内訳は，46，　t（X；1）（q24；p36），47，　XXX，46X，
de1（X）（pl1）であった。　GROSの1例はルポイド肝炎でステロイドを服用しており，血中自己抗体が
高値を示し，卵巣生検により卵胞が証明された。また，卵巣生検で卵胞が証明されなかったにもかかわら
ず，Kaufmann療法4周期施行後に，基礎体温が2相性を示し，　progesteroneが4ng／m1まで上昇した
1例もGROSと診断した。
　以上の3群で，初経，無月経の開始年齢，内分泌検査所見について比較検討したが差は認められなかった。
また，経腔超音波検査，腹腔鏡検査においてPFD群では染色体の異常の有無によらず，子宮は萎縮してい
た。一方，GROS群では子宮はほぼ正常の大きさであった。卵巣は，両群とも萎縮しており，経腔超音波
検査で同定できた症例はなかった。
　このようにPOFはその原因をはじめ病態，治療などが複雑であり，今後検討されなければならない疾患
の1つであると思われる。
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V－3 GnRHaを用いて排卵誘発可能であったPOE　PCO各一症例について

千葉大学　産婦人科

○木村博昭，布山隆史，田中　圭，稲葉憲之，高見澤裕吉

　今回我々は，高ゴナドトロピン血症を示したPOF患者1例およびPCO患者1例に対し，GnRHaで
であるスプレキュアを使用しPOF患者では排卵を，　PCO患者では排卵から妊娠を認めたので報告する。

　症例1）POF　2度の採血により血中（LH，　FSH）は（38mIU／彬，98mIU／雇），（35mIU／雇，
86mlU／πのと高ゴナドチロピン血症を示す。カウフマン療法を施行したが効果なし。■年12月よりスプ

レキュア900μg／日i．n．開始する。使用開始後23日目において12　mmの卵胞が認められ27日目Vl　1　8mmとなり

hCG投与により排卵が認められた。その際の血中LH，　FSH，　E，は3．5mIU／ine，　ZgmlU／ine，　320pg／m9

であった。その後も同様にH4年2月より投与開始したが2ケ月間反応は認められずスプレキュアを中止。中

止後11日目に17餌πの卵胞が認められ13日目に18ππとなりhCG投与により排卵した。その際の血中LH，
FSH，　E　2はそれぞれ4．9mlU／ine，7．5mlU／磁，275pg／m9であった。

　症例2）PCO血中LH，　FSHはそれぞれ14．1mIU／ine，11．6mlU／ine。経膣超音波法において卵巣
径は左右それぞれ4．O　x　2．2・cm，4．4　x　2．3㎝。　Gn－RHa，　hMG－hCG療法にて2度OHSSを発症

し入院した既応あり。消退出血後5日目よりスプレキュア900μg／日i．n．開始。　開始後8日目に左卵
巣に1ケのみ1・4．5・mmの卵胞を認める。10日目には18．5πmとなりhCGを投与。この時の血中LH，　FSH，
E2値はそれぞれ5．8mlU／雇，3．3mIU／循，410　pg／meであり，2日後の超音波にて排卵を確認できた。

この周期において単胎妊娠を認めた。

【まとめ】GnRHaはhMG（pFSH）を投与する前処置として用いられることの多い薬剤であるが，

POFまたはPCOの症例の中にもGnRHa単独で排卵誘発可能である症例も存在する。このような疾
患の一治療法として使用可能な方法と考えられた。

V－4 早発閉経・Turner症候群患者におけるホルモン補充療法の

骨密度および末梢血Tリンパ球サブセットにおよぼす影響

新潟大学医学部産科婦人科学教室
　○倉林　　工、　安田　雅弘、　藤巻　　尚、　山本　泰明、

　　織田　和哉、　吉沢　浩志、　田中　憲一

【目的】　近年、骨粗嶺症発症における免疫的機序が注目されている。若年ながら将来の骨粗嶺症のハ
イリスク群と考えられる早発閉経・Turner症候群婦人に対するホルモン補充療法の、骨密度に対する有

用性および免疫的パラメータとしての末梢血Tリンパ球サブセットにおよぼす影響について検討した。

【対象・方法】　当科外来にて管理中の20～40才の早発閉経17例（初診時未治療群5例、治療群12
例）、Turner症候群9例（未治療群3例、治療群6例）について、全例にKaufmann療法を行った。　以
後3～6カ月毎に、QDR－1000Ir（Hologic社）にて第2～4腰椎骨密度、血清骨代謝パラメーター、さらに
FACS（Fluorescence　Active　Cell　Sorter）にて末梢血中のTリンパ球サブセットを測定した。　また、

同年令で月経順調な婦人35例を対照群とした。
【結果】　①腰椎骨密度について、早発閉経（未治療群0．829±O．077，治療群0．918±O．　094g／cm・’一）、

Turner症候群（未治療群0。660±0．033，治療群O．885±O．148g／cバ）とも対照群（1．039±O．107g／cm2）

に比べ著明な骨量減少を示した。　②Tリンパ球サブセットでは、早発閉経・Turner症候群ともCD4
（％）、CD4／CD8比とも対照群に比べ有意に低値を示し、治療群ではやや改善傾向が認められた。
③1年間のホルモン補充療法後も骨密度が骨折閾値くO．8g／cm2）以下の患者は、早発閉経で10％（1／10）、

Turner症候群で60％（3／5）認めた。
【結論】　早発閉経・Turner症候群患者は、若年にもかかわらず著明な骨量減少を示し、ホルモン補充

療法では改善されない症例も認められた。　末梢血Tリンパ球サブセット異常は、エストロゲン欠乏と

免疫的変化と骨代謝の三者における関連性を示唆している可能性も考えられた。
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V－5 ターナー症候群における骨塩量

大阪大学医学部産婦入科
雨宮京夏、　甲村弘子、　安達　　浩、　神田裕樹、
西崎孝道、廣田憲二、三宅　侃、谷澤　修

　〈目的〉骨粗嶺症はターナー症候群の合併症のひとっとされている。しかしながらその
詳細についての報告は少ない。今回、我々は本症の腰椎骨密度をDEXA法を用いて測
定したので報告する。

　〈方法〉大阪大学医学部産婦入科を受診した本症22名を対象とした。年齢は17歳か
　ら43歳（平均26．2±8．0歳）で本症の診断は末梢血の染色体分析により行った。
　このうち20例が原発無月経であった。血中LH，FSHは高値を示し、血中エストラ
　ジオール値は10pg／ml未満であった。継続的にカウフマン療法を施行している症例では
治療開始後平均5．9年経過していた。骨密度はDExA（QDR－1000，　Ho1Qgic社製）
を用いて第2一第4腰椎を測定した。骨代謝回転の指標として血中オステオカルシンを

　（Os）骨吸収能の指標として尿中ハイドロキシプロリン（Hp）を測定した。
〈結果〉　①全症例の骨密度の平均値は正常人の同年齢の骨密度の80％であり、骨量
低下が著明であった。また骨密度Zスコアが一2．0以下の症例は13例あり過半数を占
めた。②カウフマン療法施行開始年齢と骨密度Zスコアとの相関をみると有意な負の相
関がみられた。しかし、治療期間と骨密度との間には関連がなかった。③血中Os値に
ついて治療開始前と治療中の値を比べると前者で高くなっていた。また尿中Hp値が高
いほど骨密度は低下しており、骨代謝回転の充進が推測された。
〈結語〉①本症では腰椎骨密度の著明な低下が認められた。②本症では骨端線閉鎖すれ
ばできるだけ早期にカウフマン療法を始めることが骨塩量低下の防止に有用であると思

われる。

V－6 片側卵巣摘出後の代償性排卵はインヒビンにより抑制される

群馬大学医学部産科婦人科学教室
O土井正樹、長谷川喜久、新川唯彦、伊吹令人

卵胞の成熟とその排卵機序については不明の点が多い。その解明のために代償性排卵の成立因子につい
て検討され片側卵巣摘出後のPSH上昇が重要な因子であることが推定されている。またインヒビンの抗

体を投与するとFSHの上昇と過排卵が見られることから、代償性排卵に関与する卵巣性ホルモンはイン
ヒビンであることが示唆されている。そこで私どもは片側卵巣摘出ラットに精製ウシインヒビンを投与
して代償性排卵を抑制するかどうかを検討した。　【方法】4日周期のWistar－lmamichi系の雌ラットを14

時間点灯下で飼育した。発情後期20時に片側卵巣を摘出した。インヒビン10μgを6時間毎に4回投与
し、経時的に採血した。血中のFSH，　LH，　E・とインヒビンはRIAによって測定しインヒビンを投与した

実験群と対照群とを比較した。　【結果】片側卵巣摘出後の次回発情機における排卵数は対照群の15、　Oに

対して実験群では7、6個であり代償性排卵はインヒビンによって完全に抑制された。片側卵摘後対照群
のインヒビンは一過性に減少した後に徐々に回復した。FSHは逆に上昇し、後に漸減した。インヒビン

の投与によってこのFSHの上昇は完全に抑制された。インヒビンの最終投与から12時間後にFSHのリバ
ンドが見られた。この時のLHの値は62，4ngであり対照群の27，4ngより有意に高い値を示した。　E2は対照

群と実験群の間で有意の差は見られなっかた。以上の結果より片側卵巣摘出による代償性排卵は一過性
に減少したインヒビンによりFSHが上昇し成熟卵胞数が増加する結果であることが明らかにされた。し
たっがってインヒビンは卵胞の発育と排卵数の調節因子として最も重要なホルモンであることが示唆さ
れた。
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V－7 ウシ卵胞液中のアクチビン（AVN）とアクチビン結合蛋白質（AVNBP）の精製

群馬大学医学部産科婦人科学教室

O長谷川喜久、伊吹令人

卵胞液中には下垂体からのFSHの分泌を調節する物質が三種類発見された。その一つはFSHの分泌を抑
制するインヒビンである。インヒビンのβサブユニットのダイマーがアクチビン（AVN）であり、　FSHの

分泌を促進する。また第二のFSH抑制物質であるホリスタチンはAVNの結合蛋白質であることを明らか
にした（AVNBP）。しかしながら35回大会で報告したインヒビンの免疫吸着クロマトの素通り分画には

PSHの分泌促進あるいは抑制活性は殆ど見られなっかった。これはAVNとAVNBPが結合すると生物活性が

見られなくなることによることを明らかにした。従ってウシ卵胞液中のAVNとAVNBPは結合型で存在して
いることが考えられる。そこでその複合体を分離しAVNとAVNBPの二つの活性物質を精製することを試み
た。　【方法】ウシの卵胞液をMatrex　Red　A　カラム、硫酸セルロフアイン、ヘパリンセプアロース、ヘ

パリンセルロフアインにより精製した。ヘパリン結合蛋白質をさらにSuperdex　200　P9を用いてFPLCに
より分離した。最後に逆相ののHPLC（5C，・AR）によりAVNとAVNBPを精製した。　AVNはラット下垂体細胞

からのFSH分泌促進とウシインヒビンβサブユニ・ソトの単クローン抗体により測定し、　AVNBPはFSH分

泌抑制とAVNの結合によって測定した。【結果】AVNとAVNBPはMatrexRed　Aに吸着し、さらに硫酸セル

ロファインと二つのヘパリンカラムにも吸着し2、5HのNaClによって溶出された。　Superdex　200　pgに
よって2つのピークに分離された。第一のピークは140kDa．でありAVNの免疫活性があった。第二のピー
クは40kDa．であった。従って先のピークがAVNとAVNBPの複合体であると考えられた。そこで逆相のHPLC

で第一のピークを分離すると6つのピークに分離した。初めの3ピークはFSHの分泌を抑制するAVNBPで
あった。後の3分画はFSHの分泌を促進することからAVNであると考えられた。　SDSPAGEとウェスタンブ
ロットの結果AVNの3分画はそれぞれアクチビンA，　ABとBであることが明らかになった。

V－8 ラツト卵巣穎粒膜細胞のFSHレセプターに対するActivinの作用について

群馬大学医学部産婦人科

O中村　学、峰岸　敬、中村和人、五十嵐茂雄、長谷川喜久、伊吹令人

（目的）Activin　は卵巣に対して様々な作用を持ち、特に穎粒膜細胞に対しては，その分化や増殖を促

す作用があると報告されている。そこで我々は、Activinの穎粒膜細胞におけるFSHレセプターに対す
る誘導作用を明かにするために、ラットの穎粒膜細胞培養よりmRNAを抽出し、　FSHレセプターの増加作

用をmRNAおよび蛋白レベルで検討した。
（方法）日令21の幼若雌ラットにdiethylstilbestrol　2mgずっ4日間皮下注射し、日令26に卵巣を摘出、

非血清培地にてprimary　granulosa　cell　cultureを行う。　培養後24時間でmediumにActivinを添加
し、その後経時的にcellより蹟RNAを抽出し、　northern　blot　analysisによりmRNAの量と、同時に同じ

培養系にてFSHのreceptor　binding能を測定した。一方、　Activinを投与後1時間までの細胞内cAMP産生
の測定も行った。

（結果）FSHレセプターのMRNAはnorthern　blotにより2．4kb，5．5kbにバンドを認めActivin投与後
24時間以内にピークをむかえた。レセプターの発現はそれよりやや遅れ、Activin投与後24時間でピー
クをむかえた。Activin投与後の細胞内cAMPの上昇は認められなかった。
（結論）Activinは穎粒膜細胞に作用して、皿RNAを介してFSHのレセプターの発現を促進することが明

かとなった。尚、Activinのこの作用はcAMPとは異なるセカンド・メッセンジャーによるものと思われ
た。
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V－9 Growth　hormone投与におけるrat卵巣の反応について

群馬大学産科婦人科学教室　○小澤聖史　長谷川喜久　水沼英樹　伊吹令人

群馬大学内分泌研究所　　　　小澤一史

1目的】卵巣、特に卵胞発育にたいするGrowth　hormone（以下GH）の関与については、これまで多くの報

告がある。今回我々は、先天的GH単独欠損ratに対するGH投与の卵巣並びに各種ホルモンへの影響につ
いて検討した。

1方法1GH単独欠損rat（SDR　dr／dr）を2群（各群N＝6）に分け、それぞれGH（rhGHセローノ社）投与群
とGH非投与群とした。　GH投与群に対しGH　200mIU／皿1を連続2週間腹腔内投与し、非投与群には等量の生食

を同様に投与した。2週間後体重測定、卵巣摘出、下垂体摘出、血液採取を施行した。各種ホルモンに対
しては、RIA法にて下垂体中一FsH、血中一LH、　Fs　H、　Inhibinを測定した。

1結果】2週間のGH投与に対しGH投与群は21．3±3．Og（mean±SD）の体重増加を示し、非投与群の体重増
加6．3±4．2gに対し有意の体重増加を示した（P＜0．01＞。また平均卵巣重量はGH投与群で36．5±2．4皿g、

非投与群で24．6±4．1皿gとやはりGH投与群で有意に高値を示した（Pく0．01）。　LHは2群とも測定感度以下

であった。下垂体組織中一FSH，血中一FSH濃度は2群間において有意差は見られなかった。血中一lnhibin
はGH投与群では2．75±0．43ng／皿1、非投与群では2．12±0．32ng／mlと有意差がみられた（P〈0．05）。

【考察】下垂体摘出ratではGHの投与によりPMSGに対する卵巣の反応性が充進したという報告がなされ

ているが、今回我々の実験成績では、先天的GH単独欠損ratにGHを投与する事で有意に卵巣重量の増加
およびinhibin分泌の充進を見られることが示された。血中FSH，LHはGH投与群、非投与群において有意な

差がみられなかった事よりこれはGHの直接作用に基づくものと考えられた。

V－10 成長ホルモン（GH）の卵巣直接作用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申杏林大学医学部産婦人科，東京女子医大産婦人科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ○安藤　索，南野智徳，小山典宏，吉村泰典，中村幸雄，岩下光利，
　安達知子亨武田佳彦＊

【目的】hMG－hCG療法抵抗性無排卵症に対して成長ホルモン（GH）を併用することにより，卵胞発
育促進効果がみられることが報告されている。今回GHの卵巣に対する直接作用について検討を加えた。

【方法】in　vitroにおける家兎卵巣灌流装置を用い，一側卵巣をanion　excha㎎e　HPLCによりbovine

pituitaryから得られたbGH（200，100，10，1nglmL）にて12時間灌流した。他側卵巣はmedium　199
のみにて灌流し，対照群とした。灌流期間中の卵胞径の増大，卵成熟度（％GVBD），排卵の有無，卵変

性度を両群間で比較検討した。
【結果】10，100，200ng／mLのGHは12時間の灌流後の卵胞径を有意に増大させた。しかもGH濃度と
卵胞径増大度との間には用量反応性が観察された（control　1．28士O．06－1．39士O．05　mm；GH　200ng／

mL　1．37士O．05→1．82士0．05mm；100　ng　l　mL　1．31士0．05→　1．74士O．05　mm；10ng’mL　1．44士O．06→

1，70士O．06mm）。しかしながらGHはgonadotropin非存在下で排卵を惹起しなかった。卵胞卵の核成
熟はGH投与により有意に促進されたが，　GHは卵変性には何ら影響を与えなかった。
【考察】GHは卵巣に対して直接作用を有しており，卵胞増大や卵核成熟を促進させることが明確とな

った。hMG－hCG療法抵抗性無排卵症に対するGHの有効性は，一部にはその卵巣直接作用に起因す

ることが示唆された。
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V－11 Bromocr　pt　neの卵巣直接作用

久留米大学医学部　産婦人科学講座
　○友成廉平　平井ひろみ　友成美鈴　東島利紀
　　池田雅紀　奈良崎妙子　堀大蔵　薬師時道明

　　以前、我々はhMG－hCG療法中の不妊患者にbromocriptineを投与する
ことにより、hMGの減量とOHSSの発生が抑制できることを報告した。今回我
々は、穎粒膜細胞の培養によりin　vitroでのbrom。criptineの卵巣直接作用
を検討したので報告する。
　　（方法）生後25－30日のFischer系雌ラットを使用し、pure　FSHを61U
皮下注した。卵胞を成熟させ48時間後に頚椎脱臼にて屠殺し、その卵巣を実験
に供した。卵胞を27G針にて穿刺し、穎粒膜細胞を採取した。10％FCS，DMEM
にて48時間前培養後、各種濃度bromocriptine（0，1，10，100，1000nglml）を
含む10％FCS，DMEM＋FSH301Uldl＋testosteronelOOng／mlの培養液を
48時間毎に交換し、12日間培養した。培養液は、RIAにて測定する日まで
一 80℃で凍結保存した。
（結果）FSHとtestosteroneを添加しない培養液では、2日目のestradiol
（E2）は976．9±128．1ng／ml／lOsccl1であったが、以後急速に減少した。
FSHとtestosteroneを添加した培養液では、control群に比較して100ng／ml群
で6日目、8日目にE2が増加する傾向が見られた。
（結論）in　vitroでもbromocriptineは、穎粒膜細胞に直接作用し、E2を
増加させることが明らかになった。

V－12 ヒトLH／hC6レセプターのサブタイプの構造とその機能

群馬大学医学部産婦人科
〇五十嵐茂雄、峯岸敬、中村和人、中村学、伊吹令人

我々は、以前ラットLH／hCGレセプターのcDNAをプローブとしてヒトのLH／hCGレセプターのクローニン
グを行い、674アミノ酸よりなるレセプターのcDNAを得たが、その際、63アミノ酸を欠いているレセプタ

ーのcDNAを同時に得た。今回、全長のレセプターとその63アミノ酸の欠損したレセプターの機能に関し
て調べたので、ここに報告する。　（方法）LH／hCGレセプター及び細胞外ドメインの63アミノ酸の欠損し

たレセプターのcDNAをEchoRIサイトにてpcDNA－1に組み込み、293cellにカルシウム沈澱法にてトランス

フェクションした。48時間培養後、hC6に対する結合能及びcAMP産生能の検討を行った。結合能は、
culture　dishよりlmM　EDTA　PBS（一）にて細胞を回収、0．IXBSA　PBS中でクロラミンT法により1251標識し

たhCGを加え、段階希釈を行ってincubateした。1時間後、遠心し、沈査を洗ったのち、γcounterにて
カウントした。なお、非特異的結合は、多量の非標識hCGを加えることにより測定した。　c甜P産生能は、

培地を0．5mM　MIX面ediu囲とし、30分のpre－incubateの後hCGを各々の濃度でmediumに加え、1時間反応さ
せ、エタノール抽出にて、sampleとした。　cAMPは、radio－immuno－assay法にて測定を行った。　（結果）

hC6の結合能は、サブタイブレセプターに対しても認められ、その親和性は、　LHIhCG　．レセプターのKd

＝1．60xlO’ieMに対し、　Kd＝1．76xlO“ieMであった。　LHlhCGレセプターは、　hCG　lng／mlより有意にdose

dependentにcAMP上昇が認められたが、サブタイプレセプターにおいては、1μ9ん1まで反応が見られな
かった。　（結論）ヒト卵巣において発現されているLH／hCGレセプターの63アミノ酸の欠損したレセプタ

ーはhCGに対しbindingはあるがcAMPの上昇が見られず、細胞内ヘホルモンの情報が伝わっていない。
つまり、生体内に於て、この63アミノ酸の欠損したレセプターがLH／hCGレセプターと競合し、卵巣のhCG
の感受性低下に関わっていることが示唆される。



246　（806）

V－13 ヒト卵巣oxytocin遺伝子発現に関する研究

防衛医大　産科婦人科

〇三井千栄子、古谷健一、牧村紀子、石川尚顕、今泉英司、関　克義、永田一郎

【目的】高等哺乳動物の卵巣には微量ながらoxytocin（OT）が存在するとされているが、その遺伝子
発現に関する検討は充分にされていない。われわれはウシ黄体細胞におけるOT遺伝子発現の特徴を報
告し、卵巣黄体がOT産生組織であることを示した。今回はヒト黄体細胞のOT遺伝子発現をRT－PCR
法を用いて検討した。

【方法】（1）組織採取：黄体組織は正常月経周期を有する患者の婦人科手術時に患者の同意を得て採取し

た。（2）RT－PCR：cDNA作成は既報のGTC／CsCL・AMV－RTにて行い、　PCRはOT遺伝子のExon
l（OTを含む）からExon　3（neurophysin）を含む領域で実施した。またPCR　productは電気泳
動・blotting後、　OT　Exon　2　probeにてhybridizationした。（3）塩基配列解析：PCR　productを

ABI　Model　373A・Dye－Terlninator法にて塩基配列解析を行った。
【結果】（1）ヒト卵巣黄体におけるOT遺伝子発現は、排卵直後の初期黄体細胞のみに認められ、中期・

後期黄体細胞ではほとんど検出できなかった。この結果は、発現レベルの差はあるが、ウシ卵巣黄体に
おけるOT遺伝子発現パターンに類似した。（2）RT－PCR　productは塩基配列解析の結果、既知のヒト

視床下部OT　cDNAに一致した。
【結論】ヒト黄体のOT遺伝子発現レベルは、ウシ黄体と比較すると低いがその発現パターンが類似す
ることから、卵巣OTがなんらかの生理学的意義を有する可能性が示唆された。

V－14 体重減少性無月経症例の内分泌学的検討

東北大学産婦人科。日母宮城県支部

○田村みどり，渡辺　正，寺田幸弘，舷山由有子，千田定則，陳　偉業，

　村上　節，萬代泰男，戸沢秀夫，深谷孝夫，矢嶋　聰

　体重減少性無月経は，若年者の卵巣機能障害の原因として重要な病態であると考えられる。我々は，

体重減少性無月経と診断され，内分泌学的検索のなされた32例に関して，ゴナドトロピン（LH，　FSH，

PRL）の基礎値と負荷試験時の変化，　E2，　Tのほか，病的体重減少を除外する目的と性機能との関連で

甲状腺機能（TSH，　T3，T4）を検討し，低栄養ないし低エストロジェンによる影響をチェックする目的で

骨代謝パラメーター（PTH，　Ca，　P，オステオカルシン）の検討も行なった。　LH－RH負荷試験に着目すると，

基礎値も低く，負荷に対してほとんど無反応の例と，反応が正常パターンの例の2群に分かれ，症例に
よっては，PCO様とも考えられる良好な反応をしめす例もみられた。無反応群の平均E2は17．5±12．2pg
／mlと，正常反応群の平均E255．8±344pg／mlに比し低値の傾向がみられた。さらに，無反応群では平
均T3値26±O，7pg／mlで，正常反応群平均T3値3．4土α6pg／m1に比し低値であった。このように，体重減

少性無月経例の卵巣機能障害には，受診時の卵巣機能障害の差について，初診時に体重が回復傾向にあ

った群と，回復していなかった群とにわけて検討してみると，年齢，体重減少率等に差がみられず，初
診時のE2値，　LHの基礎値とLH－RH負荷試験に対するLHの反応性のいずれも非回復群が回復群に比べ
低い傾向が認められた。　（E2平均：回復群67．0土75．7pg／ml，非回復群20．4土13．5pg／ml，　LH－RH負荷時

のLH：回復群前値4．0土2．6m　IU／m1，30分値29．5±11．8m　IU／ml，60分値24．5±8．4　m　IU／ml，非回復群前

値1．7±1．9mIU／ml，30分値8．1±11．5m皿J／ml，60分値7，3±9．9mIU／m1）骨代謝パラメーターに関しては，

著明な異常を示す例は認められなかった。このように，体重回復例では卵巣機能も回復傾向にあり，体
重減少性無月経に対し，積極的に体重の回復をすすめることの意義が示唆された。



（807）　247

V－15 体重減少性無月経患者に対するブセレリン＋クロミフェン併用療法の試み

山口大学医学部産科婦人科

O中村康彦、石松正也、手山知行、吉岡尚美、加藤　紘

【目的】体重減少性無月経患者のPrimary　lesionは、視床下部にあると考えられている。しかしこの

部位の障害はしばしば二次的な下垂体機能不全を引き起こし、　下垂体Gonadotrophの萎縮や機能低下
を生じる可能性があり、たとえ視床下部が回復しても充分な月経周期を回復するのには時間を要する事

も考えられる。最近、当科ではこうした体重減少性無月経患者に対してクロミフェンと共に下垂体賦活
の目的でGnRHアナログのブセレリンを用いて良好な成績を得たので報告する。　【方法】対象は全て
L臣剛負荷テストで反応性不良を示す第二度無月経であり、治療第一選択薬は原則としてクロミフェン

単独とした。それが無効の場合ブセレリン300μg／日X7日に引き続いてクロミフェン投与を行っだ。
クロミフェンの投与方法としては、10G　mg　2　X／5日または100－150－200　mg各5日間のStep
up投与とした。　また治療対象群の視床下部状態の推測を目的としてブレマリン負荷テストを可能な限
り行った。　　　【結論】1）ブセレリン＋クロミフェン療法にて卵胞発育もしくは排卵に成功した症

例は8例中3例（37．5％）であった。2）無効例の1症例につきブセレリンの投与期間を2週間とし
てみたが、明かな卵胞発育は得られなかった。3）ブレマリン負荷テストを施行した4例中良好な反応

を認めた1例のみがブセレリン＋クロミフェン療法にて月経周期の獲得に成功した。4）ブセレリン＋
クロミフェン療法にてゴナドトロビン値の回復を認めるもエストロゲン値の上昇を認めなかった症例は

HMG負荷テストの結果、　POF状態に移行している可能性が示唆された。　【考察】ブセレリン＋クロミ
フェン併用療法は自宅にて使用可能なteめ、特に高校生等の若い女性に多い体重減少性無月経には有益

と思われる。またその適応にあたっては、ブレマリン負荷テストが有益と思われた。

V－16 徐放性GnRHアナローグ（リュープロレリン）投与による

血中ホルモンの変動

掲協医科大学産婦人科

○北澤正文，正岡　薫，加藤廣英，熊坂高弘

目的：GnRHアナローグ（GnRHa）は子宮内膜症の治療のみならず㎜による排卵誘発法にも併伊される様

になった。現在は鼻腔内投与法が用いられているが将来このlong　actingの徐放性GnRHaの7任症治療
への応用も考えられる。今回我々は本剤投与中の下垂体一卵巣系の反応をみる目的で血中LH．　FSH，

prolactin（PRL），estradiol（E，），　progesteron（P）を測定した。また本剤投与時の本剤に対する下垂体の

反応も毎回検討した。

対象及び方法：正常月経周期を有する21例の子宮内膜症の患者にリュープロレリン徐放性沖吋剤（TAP－
145－SR）3τ5㎎／回を4週間毎6回皮下投与した。血中LH，　FSH，　E2，　P，　PRLを本剤投与前，投与中は投与開

始後までは1週間毎にその後24週後までは4週間毎に，　24週後から再来月経終了時までは2週悶毎に測

定した。また本剤投与による下垂体の反応性の抑制をみる目的で本剤投与1時間後のLH，　FSHを測定した。

本試験についてはすべて患者本人の同意を得て行った。

結果：LHは2週後までは投与前より高値を示したが，3週以降は24週まで5mIU／m似下であった．　FSHは

4週に至るまで投与前より低値を示し，4週以降は全体的にわずかな上昇を示し5皿田／認前後の値を持続

しLHにくらべ抑制は著明でなかった。本剤投与1時間後のLH，　FSHの反応をみると2回目投与以降特にLH

はほとんど消失した。E2濃度はLHと同様3週以降は大部分30pg／π4以下に抑制され，　P濃度は・i週以降

ほとんどlng／磁以下の低値を示した。　PRLは抑制はみられず正常範囲の変動であった。また［1・f清中本剤

に対する抗体はみられなかった。

結論：徐放性GnRHアナローグの長期投与によりLHL　E　2，　Pは極めて強く抑制されるがFSH，　PRLの抑制は著

明でなく本剤は特にLH放出に対するdo皿一regulatio皿を来すものと考えられる。
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V－17 子宮筋腫に対するLuteinizi㎎hormone－releasing　hormone　agonist（LHRH　a）

治療の適応に関する研究

杏林大学医学部産婦人科学教室

○生方良延，神野正雄，安藤　索，南野智徳，吉村泰典，中村幸雄

　手術適応の子宮筋腫を有する婦人にLuteinizi㎎hormone－releasing　hormone　agonist（LHRHa）を

900μg／day，4か月間投与することによる手術回避の適応にっいて検討を加えた。手術目的で当院に紹

介されるも，手術を希望しない45歳以上の婦人で，投与終了後2年以上経過観察が可能であった39例を
対象とし，LHRH　a治療の有効例，無効例の比較検討を行った。投与方法は，月経終了直後よりLHRHa
としてbuserelinを1回あたり150μgずっ，両側鼻腔内に1日3回（900μg／day），4か月間点鼻投与し
た。13例が投与終了後，閉経期に移行し，治療目的が達成され（閉経群），26例で終了後，月経が再開

した（月経群）。　月経群の平均年齢（mean±SEM）は4＆3±0．4歳，閉経群は5α9±O。7歳で閉経群が
有意に高齢であった。投与前における血清luteinizing　hormone（LH），　Estradiol（E2）値，および子宮

容積は月経群，閉経群の両群間に差は認められなかったが，血清fdlicle－stimulati㎎hormone（FSH）

値は閉経群が有意に高値であった。LHRHa投与により，月経群では，　LH，FSH値の有意な低下が認
められた。このLH，　FSH分泌不全の結果，　E　2値，子宮容積はともに投与期間中前値より有意に低下し
た。閉経群においてはLHRHa投与期間中のLH，　FSH値の有意な低下は認められなかった。投与終了
後は月経群ではLH，　FSH，　E　2値，子宮容積は前値に復するが，閉経群ではLH，　FSH値は前値より有
意に上昇し，E2値，子宮容積は有意に低下した。副作用としては，　hot　flushes，乳房緊満感，頭痛，

頭重感，心李充進等がみられたが投与継続に支障をきたす症例はなかった。これらの結果より，閉経期

に近い婦人で，FSH前値の高値，　LHRHa投与中のLH，　FSH値の有意な低下が認められない症例では，

LHRHa療法後，閉経期に移行し，手術回避の可能性が高いことが示唆された。

V－18 難治性不妊症例における自己免疫因子の検討

名古屋大学医学部分院産婦人科　○福垣洋行、塚原慎一郎、山ロー一雄、

稲垣資郎、中村潔史、近藤育代、菅沼信彦、名古屋大学医学部産婦人科＊
北川武司＊、廣岡孝＊、古井憲司＊、花井一夫＊、浅田義正＊、友田豊＊

【目的】抗リン脂質抗体などの自己免疫異常と習慣性流産との関係が注目されているが、今回当科の難

治性不妊症例におけるLupvs　anticoagulant（身夏下LAC）、抗cardiolipin抗体などの抗リン脂質抗体
と抗DNA抗体．抗核抗体について検討した。

【対象と方法】当科における体外受精反復例およびAIH反復例などの難治性不妊症例を対象とした。

LACは、定性法として簡易な希釈Prothrombin時間と通常Prothrombin時間との比であるProthrombin時
間比で測定し、Prothrombin時間比が3．　00以上を異常としLAC陽性と判定した。抗cardiolipin抗体は

EIA法、抗DNA抗体は肌ISA法、抗核抗体は間接蛍光抗体法で測定した。
【結果】自己免疫異常の頻度として、LACの陽性率は87例中45例（51．7％〉、抗cardiolipin抗体は33

例中2例（6．1％）、抗DNA抗体は86例中20例（23．3％〉、抗核抗体は88例中16例（18．2％）といずれも

高い陽性率を示した。　LAC陽性率は自然流産例のある症例に対して66．7％（12／18）、AIH反復例に対し

て63．　6％（21／33）とさちに高値を示したが、その後のIVF及びAIHで妊娠した症例に対しては20．　OX

（2／10）と低率であった。不妊原因から見たLACの陽性率は子宮内膜症73．1％（19／26）、原因不明62

．2％（23／37）と、卵管因子33．3％（7／21）、男性因子33．3％（2／6）と較べ有意に高率であった。抗DNA

抗体、抗核抗体の陽性率は不妊原因による差は認められなかった。またLACの陽性率は年齢による差は
認められなかったが、抗DNA抗体、抗核抗体の陽性率は年齢により上昇する傾向を認めた。

【結論】不妊原因として自己免疫因子が何らかの影響を与えていることが示唆された。現在自己免疫異

常に対し副腎皮質ステロイド剤投与などの有用性を検討しているe
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V－19 抗リン脂質抗体陽性反復流産患者における抗GM3抗体の存在

名古屋市立大学産科婦人科学教室

O尾崎康彦、青木耕治、青山朋美、平尾有希恵、八神喜昭

【目的】一部の反復流産患者の血清中に抗リン脂質抗体が存在することが報告されている。

　リン脂質と同様に細胞膜を構成している糖脂質のなかでも、胎盤や血小板をはじめ生体内に広く存在

しているガングリオシドGM3は、免疫原性を有し、その自然抗体の存在が報告されている。
　今回我々は、ガングリオシドGM3の生物学的機能のひとつである、リン脂質と抗リン脂質抗体との
反応性への調節に注目し、健常人および反復流産患者血清中の抗GM3抗体の測定を試み、抗リン脂質
抗体との関連について検討した。

【方法】血清中の抗GM3抗体測定は、ウシの脳より抽出したGM3を抗原としてマイクロプレートに

固相化したELISA法で測定した。
　健常男性、非妊健常女性、健常妊婦及び産褥婦のIgG、IgMクラスの抗GM3抗体価を測定し、それぞ

れmean十3SDを正常値上限とし、それ以上を抗GM3抗体陽性とした。
　抗リン脂質抗体陽性32例を含む反復流産患者58例の抗GM3抗体を検索した。
【結果、考察】ELISA法にて、抗リン脂質抗体陽性反復流産患者32例の抗GM3抗体を測定した。
　その結果14例（43．8％）が抗GM3抗体陽性であった。　IgGクラス抗体の陽性例は7例、　IgMクラス

抗体の陽性例は11例で、ともに陽性は4例であった。
　抗リン脂質抗体陽性の反復流産患者31例にプレドニゾロン・アスピリン療法を施行したところ、抗GM3

抗体陰牲群では17例中16例（94，1％）に生児が得られ、陽性群での生児は14例中7例（SO．　O　qo）であった。

　これらの結果から、抗GM3抗体が抗リン脂質抗体陽性反復流産の予後に対して、何らかの影響を与
えている可能性が示唆された。

V－20 正常経産婦及び習慣流産婦人単核球におけるリソホカイソ分泌能一ヒト絨毛細

胞の増殖に及ぼす効果

札幌医大産婦人科

○金谷美加・福江ひろみ・水沼正弘・藤井美穂・山本　弘・田中昭一・工藤隆二

【目的】習慣流産の発生機序及び治療のメカニズムについてはまだ不明の点が多い。最近ある種のリソホ

カイソが絨毛細胞の増殖及び分化作用を有することが報告された。今回，正常及び習慣流産婦人のリソホ

カイン分泌能に注目し，その絨毛細胞増殖効果を検討した。【方法】正常経産婦10例及び習慣流産婦人15

例について末梢血単核球を分離し，無血清培地にて72時間培養後その上清を採取した。夫単核球との混合

培養も同様に施行し上清を採取した。各上清及び各種リソホカインをヒト絨毛細胞培養の系に添加し，

〔3H〕－Thymidineの取り込みにより増殖能を測定した。【結果】正常及び習慣流産婦人ともに単核
球の単独培養上清ではコントロールと有意差は認められなかったが，夫単核球との混合培養上清では，正常

例で1943％，習流例で105．8％と正常例で有意な絨毛細胞の増殖効果が認められた。習慣流産婦人では
妊娠維持に必要なリソホカイソの分泌不全が存在することが示唆された。



250　（810）

V－21 免疫治療後、体外受精一胚移植にて妊娠分娩した反復流産患者の1例

済生会神奈川県病院　産婦人科

○小林淳一、吉村慎一、斉藤美和、小西康博、中野真佐男

　反復する流産患者に対しての原因検索と治療は、近年様々な角度から行なわれている。当科でも1988

年10月より125組の反復流産患者を取り扱ってきた。これらの症例中には、流産後続発性不妊となる例
が見られ、そのうち卵管性不妊例が4例存在した。今回、私達は、既往流産7回、さらには子宮外妊娠
を経験し、両側卵管閉塞となった患者に対し、夫リンパ球免疫治療を行い、体外受精一胚移植（IVF－
ET）にて妊娠し、生児を得た症例を経験したので報告する。

　　（症例）年齢37才。夫38才。24才で結婚。26才より34才までに、他院で妊娠6～9週での流産を
6回経験す。この間、反復流産の原因検索は特にはなく、27才で他医にて卵管形成術を施行されている。
－7月当院受診し、反復流産の系統的原因検索を行った。この際、右卵管閉塞、抗核抗体陽性、

夫婦間微量細胞毒テストにて妻血清中に夫の抗一Bce11抗体のないこと以外に特記すべき異常は存在し

なかった。検索後、妻に対し夫リンパ球免疫治療を行った。平成2年4月、治療後初回妊娠は6週にて
進行流産となり、さらに同年8月、左卵管妊娠となり、卵管切除術を行った。この間、免疫治療は3カ

月毎に1回行った。平成3年1月、IVF－ETを施行するも着床に至らず、同年7月、2回目にて妊娠が
成立した。その後順調な妊娠経過を経て、平成4年3月30日、正常分娩にて女児（3124g）を出産した。

　こうした難治性反復流産患者についても、その原因検索と免疫治療を含む治療を行なう一方で、IVF
－ ETを行い生児を得たことは意義深いと言える。また、　IVF－ET目的の患者でも、初期流産を繰り返
す症例に対して、反復流産患者の系統的原因検索の必要性が示唆された。

V－22 フローサイトメーターによる妊婦血清中の抗胎児リンパ球抗体に関する検討

慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室

　0岩崎賢一、牧野恒久、松林秀彦、小沢伸晃、梅内正勝、野澤志朗

【目的】習慣流産に対する夫リンパ球による免疫療法の効果の評価法としては、MLR抑制試験やクロス

マッチなどの方法があるが、近年、その一つとしてフローサイトメーターを用いたクロスマッチ（FCMX）

による抗リソパ球抗体の測定が優れているとの報告がある。今回我々は、妊娠中に産生されるとされて

いる遮断抗体をとらえる目的で、FCMXを応用して妊娠血清中の抗胎児リソパ球抗体の産生に関して検
討したので報告する。

【方法】FCMXは、　Gilman－Sachsらの方法に準じて行い、胎児Tリンパ球に対する母体IgG抗体をター

ゲットとしてtwo－color　flowcytometryによる解析を行った。対象は無作意に選んだ妊婦とし、妊娠時期

別に3～5回末梢血を採取し、胎児リソパ球としては分娩時の贋帯血から分離したものを用いた。陰性コ

ントロールとしてはAB血清を用い、抗リソパ球抗体の量の評価としては、蛍光強度のピークおよび平均
の陰性コソトロールからのシフトなどのパラメーターを用いた。また、特異性を検討するために、症例に

よっては第三者のリソパ球との反応についても解析した。

【結果・考案】経産婦のごく一部の症例では、妊娠初期から抗胎児リソパ球抗体の産生を認め、一部の

経産婦と初産婦では妊娠後期からの同抗体の産生を認めたが、その他ほとんどの症例では、有意なシフ
トは認めなかった。抗体産生を認めた者の特異性に関しては、症例によって特異的な抗体もあれぽ、非
特異的なものもあった。測定法の感度の問題はもちろんあるが、少なくともこの方法で検出できる抗胎

児リソパ球抗体は、必ずしも妊娠に必須なものではないと考えられた。
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V－23 新生仔胸腺摘出（NTx）マウスの自己免疫性卵巣炎（NTx卵巣炎）における

effector細胞とsuppressor細胞の解析

O坂本泰樹1，Hedy　Smith2，　Kenneth　S．K．　T　ung　3，笠井健吉4，熊澤浮一豊

1九州大学医学部泌尿器科，2Dept．of　Imm1皿ology，　St．　Jude！s　Hospital＆
Research　Center，Memph　is，TN，　USA，3Dept．　of　Pathology，　Univ．　of

Virginia，Charlottesville，VA，　USA，4日本生物科学研究所

　生後3日目のマウスに胸腺摘出術（NTx）を施行すると4～6週後に自己免疫性卵巣炎（NTx卵巣炎）
が起こる。NTx卵巣炎は未成熟マウスへ受身移入でき・正常の成熟マウスの脾細胞投与により予防でき
る。今回の研究では、そのeffector細胞とsuppressor細胞の解析を行なった。
　坂口らの報告と異なり・NTx卵巣炎の受身移入は同系マウスへのみ可能で、同種異系マウスへの移入

はできない。NTxマウスの脾細胞をCon　Aを加え培養すると成熟マウスへも受身移入できる。この

effector　T細胞はCD4陽性である。受身移入に用いるNTxマウスの脾細胞はオスからの脾細胞の方
がメスからの脾細胞より多くの細胞数を必要とし、effector細胞の活性化には内因性の卵巣抗原が必
要と考えられる。

　NTx卵巣炎を抑制する正常成熟マウス脾細胞からのT細胞もCD　4陽性である。NTx卵巣炎の抑制は
正常成熟マウスの胸腺細胞によっても可能で・suppressor細胞は成熟した胸腺由来と考えられる。正常

マウスに存在するsuppressor細胞は卵巣抗原に特異的であるという坂口らの報告に対し・今回の我々の

実験では・オスからの脾細胞もメスからの脾細胞と同程度tc　NTx卵巣炎を抑制し・内因性の卵巣抗原を

除去するために出生時に卵巣摘出術を施行したマウスの脾細胞を用いても同程度の抑制が得られる。従
って、正常成熟マウスにおけるsuppressor細胞は抗原非特異的と考えられる。

V－24 IUDの避妊機序に関する免疫組織化学による検討

東京慈恵会医科大学産婦人科

○秋山芳晃、松本和紀、後藤　誠、川嶋正成、川勝雅秀、許山浩司、

　渡辺直生、楠原浩二、寺島芳輝

〔目的〕IUDの避妊機序については古くより多くの報告があるが、今もって明確な結論は得られてい
ない。そこでIUD挿入子宮内膜における免疫担当細胞の出現頻度、細胞接着分子、　IgG　subclass等を
免疫組織化学で検討し、非妊着床期内膜のそれと比較検討した。

〔方法〕IUD抜去時、抜去したIUDをPBSにて洗浄、遠沈し、得られた細胞にてスメア標本を作
製した。同時に採取した子宮内膜組織の凍結切片を作製した。CD68、　CD64、　CD32、　CD56、　CD57、　CD16、

CD　4、CD　8、HLA－DR、　lgG1～4、IL－1α、β、　M－CSF、　CSF－1　Receptor、カドフェリン、　EGF、　EGF－

Receptor、　CD54（IC醐一1）などのmonoclonal　Abを第1抗体として常法のABC法にて免疫組織化学を行

なった。対照には非妊着床期内膜を用い、陽性細胞の出現頻度、分布などを比較検討した。

〔成績〕①mφはIUD内膜には少数であったがIUDスメアには多数出現した。②IUD内膜ではm
φ以外に多数の活性化T細胞がHLA－DRを発現していると考えられた。③NK細胞は着床期内膜とIUD
内膜で出現頻度に差がなかった。④CD4（＋）T細胞はIUD内膜とIUDスメアに多数認められ、　CD8
（＋）T細胞はIUD内膜に出現していた。⑤スメアではIL－1βG）細胞も認められた。

〔結論〕子宮腔には活性化されたmφとCD4（＋）T細胞が多数出現しており、IUDの存在によりmφが

田CCLASS皿抗原を提示し、これに対するreceptorをもっCD4（＋）T細胞が動員されるものと考えられた。
これがCD8（＋）細胞を動員し、避妊効果を挙げている可能性が示唆された。
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V－25 妊娠初期絨毛における補体制御因子の分布

　岡山大学産科婦入科学教室
O錦織恭子、長谷　淳、片山隆章、新谷恵司、野間　純、

　清水健治、工藤尚文

【目的】近年、細胞表面の補体および補体制御因子に関して研究解析が進み、その作用、構造が明かと

なってきた。この細胞表面の補体制御因子の存在は抗体や細胞性免疫と比較し極めて単純である補体反
応にいわば、自己と非自己の認識能力を与えるものである。今回我々は、妊娠初期絨毛に対し補体制御
因子であるdecay　accelerating　factor（以下DAFと略）、membrane　cofactor　protein（以下とMC

P略）、MAC　inhibitory　factor（以下とMACIFと略）と補体成分であるClq，　C3，　MACの細
胞表面の分布を確認し補体系の動態に関して検討した。　【方法】臨床症状に異常を認めず、超音波検査

にて胎児心拍を確認し発育遅延を認めない妊娠7週の症例に対して検討を行った。絨毛は、採取後すみ
やかに凍結し染色まで一80℃にて保存した。染色法はFITCを用いた蛍光抗体法とABC法による酵素抗体法

を併用した。蛍光抗体法のコントロールは一次抗体及び二次抗体にPBSを使用したものと一次抗体の
かわりにPBSを使用した2種類を用いた。酵素抗体法に関してはpositive　contro1として抗核抗体を

使用し反応停止を行った。【結果】正常妊娠の絨毛に関しては、DAFはsyncytiotrophoblastにもcyt
otrophoblastにも分布を認めたが、症例によりsyncytiotrophoblastに相対的に強い分布示したものとc

ytotrophoblast内側に強い分布を示したものがあり個体差が認められた。　M　C　Pはsyncytiotrophoblas

t、cytotrophoblastの双方にほぼ同様の分布を示し症例による差はほとんど認めなかった。　MACIF
は絨毛の外側、syncytiotrophoblast表面に強い分布を認めたがcytotrophoblastにはほとんど分布を確

認できなかった。C3、Clqは特異的な分布は認めなかった。MACは絨毛表面に部分的に強い染色
性を認めた。　【結論】妊娠初期絨毛上での補体反応は赤血球等と同じく、MCP、DAFとMACIF
の二段構えの防御機構により正常妊娠においては補体活性の制御が行われていると確認された。

V－26 精子不動化抗体の精巣ヒ体精子に対する反応性について

1）兵庫医科大学産婦人科、2）神戸大学泌尿器科

○亀田　絹1）、小森慎二t｝、辻　芳之1）、香Ill浩二且〕、礒島洋｛り

松本　修2）、守殿卓夫2）

【目的】ヒト射精精子に対して補体依存性精子不動化（SI）作用を示す不妊患者血清及び種々のモノク
ローナル抗体（MAb）を用いて、これらS豆抗体の精巣上体精r一に対する反応性を精r不動化試験及び間
接蛍光抗体法により検討した。　【方法】SI－MAbは、不妊婦人の末Sii　i（ILリンパ球由＞kのヒト型
MAb（H6－3C4）とヒト精子・精漿等を免疫したマウス山来の7種類のマウス型MAbを川いたt、また、不
妊婦人患者血清はSI抗体陽性・陰性血清それぞれ8検体・5検体について検．・J’した、精巣ヒ体精r一は
患者の承諾を得た上で泌尿器科的手術の際に精巣L体頭部の粘巣輸出管及び精巣ヒ体管よe）採取した。
精子に対するSI作用と精r凝集（SA）作川を調べた。精r・をスライドグラスに塗布しメタノー一ル［1111定後、

FITC標式第2抗体を用いて蛍光染色を行った。　【結果】ヒト型MAb　H6－3C4および3種類のマウス
S1－MAbでは、射精精子に対して示した強いSI・SA作川を認めず、蛍光染色でも粘f膜表llliに抗原を
検出できなかった。一一方、他の4種類のマウスSI－MAbは、射精精r・に対して示したと1［　iJ様のSl作川お

よびSA作用を認め、精子上に抗原の局在が認められた。　SI抗体陽性患者lrlL清では8例tli　7例に精巣ヒ
体精子に対するS1作用を認めたが、　SI抗体陰性lllL清ではSI作川を認めなかった。　【結1m註】射零ll精r一に

対してSI作用を示す不妊患者lflL清のiliにも精巣ヒ体精r一に対しSI作川を示すものと示さないもののあ

ることが解った。同様にマウスSI－MAbの中にも精巣L体精r・に対してSI作用を示すものとそうでない
ものが存在した。この結果は、精∫・不動化抗体対応抗原の多様性を示すものであり、少なくともその
中には精巣に由来するものと、精巣ヒ体体部以後に発現する抗原のあることが明らかになった。
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V－27 精子不動化および受精阻害モノクローナル抗体（MAbIGI2）が認識する精f膜蛋白抗原

の解析とその遺伝子クローニング

1）兵庫医科大学産婦人科、2）近畿中央病院産婦人科

○小森慎：lu、阪田和f・L）、亀川　絹L｝、川路秀リP、辻　芳之り、香山浩：D、

礒島晋．三1）

【日的】ヒト受精現象に関与する精子膜蛋白抗原の解析とその蛋白をコードする遺伝∫・の分離を目的
とした。　【方法】ヒト凍結保存精子より精」用莫構成蛋ICIを分離した後に、　Complete　Freund’s　Ajuvant

と共にCBAINマウスを免疫した。同マウスより得た脾細胞を川いて型の如くNS－】細胞と細胞融合を
行いモノクローナル抗体（MAb）産生株を樹立した。　ELISA法にて精r・膜蛋ド1成分に対する反応性のイ∫

無と精子不動化活性の有無を調べてMAbを選別した。得られた抗体を用いて以ドの実験を行った。（1）
蛍光抗体染色によるヒト精子ヒでの抗原の局在．（2）ハムスターテスト、ヒト卵透明帯を川いた精r進
入阻害実験及びhemizona　assay．（3）ヒト精漿、乳汁、正常血清を川いた精f不動化活性の吸収実験。
（4）精子膜成分を用いたwestern　blottingによる結合分子の解析、（5）ヒト精巣cDNA　libraryからの対

応抗原をコードする遺伝子の分離。　【結果】精子膜成分に反応し且つ精f不動化活性を有するMAb
lGl2を得た。　MAb　IGI2は、（1）ヒト精子の頭部～尾部を染色した。（2）ハムスターテストにてのヒト

精子の受精を阻害した。さらにヒト卵透明帯への進入も阻害した。又、hemizona　a∬ayにより明かに
ヒト精子の結合に対する阻害を認めた。（3）精漿にて精了・不動化活性は完企に吸収されたが、乳汁、lfiL

清にては吸収されなかった。（4）Western　blottingにて　15～25kDaに　band　を認めたt．！（5）ヒト精巣

cDNA　libraryを検索して陽性クローンを1ケ分離した。そのcDNAの長さは約1．5kbで、　・部塩基配列
を決定した結果、既存の蛋白にhomologyを示すものは認めなかった。　【糸，lll論と考察】今II【1我々が樹

立したMAb　IG12の認識する対応抗原は、ハムスターテスト等の結果より受末lll現象に関’」・しているこ

とが明かとなった。そしてその対応抗原の遺伝子を単離することに成功し、現在までの解析の結果、
未知の蛋白の可能性が強く示唆された。

V－28 Immunomodulatorとしてのヒト精漿中Fcレセプター

徳島大学医学部産科婦人科

O前田信彦、平野浩紀、前川正彦、大頭敏文、鎌田正晴、青野敏博

｛目的）Fcγレセプター（FcγR）はimmunomodulaterとして知られているが、我々はこれまでに、精漿

中に既知のFcγRとは異なる、新しいCD16（FcγRIH）関連抗原の存在することを明らかにしてきた。そ

こで、本研究では、精漿中のFcRを純化し、各種免疫反応に及ぼす影響にっき検討した。（方法）凍結乾

燥保存した精漿の75X硫安の不溶画分から、各種クロマトグラフィーを用いて抗原を精製した。抗原の
検出は、SDS－PAGE、抗FcγR皿（CD16）抗体であるLeullbを用いたWestern　blotにより行った。免疫応答

系として各種マイトジェン刺激リンパ球活性化反応（LB）、エフェクター系としてNX活性及びADCC活性系

に各種濃度の精製抗原を添加し、その影響を検討した。（成績）精製したCD16関連抗原は、クーマシーブ

ルー染色にて16KDの1本のバンドとして検出された。同抗原の添加により、PWH刺激LBは用量依存的に
抑制され、1μg／■1で刺激指数増加率14．3±5．IXとほぼ完全に抑制された。しかし、PHA及びConAによる

LBは1μg／m1の抗原添加で107．5±21．4Z及び63．9±10．e露であり、さらに照活性、　ADCC活性の抑制は、

－8．3Z及び5ZとConA刺激LBに軽度抑制を示した他はほとんど抑制作用を示さなかった。（結論）今回純化

した16KDの抗原は、モノクローナル抗体Leullbと反応することからFcγRm（CD16）と考えられ、　PWNによ

るリンパ球活性のみを強く抑制したので、この抗原は精子抗原に対する抗体産生を抑制していると考え
られる。
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V－29 抗核抗体と不妊症

岡山大学医学部産科婦人科学教室
○片山隆章　浅桐和男　長谷川　淳　錦織恭子

　新谷恵司野間純清水健治　工藤尚文

【目的】膠原病を中心とする自己免疫疾患の患者に高率に検出される抗核抗体は、習慣性流産の患者に

も高率に出現し、不育との関連が注目されてきている。ところが抗核抗体と不妊との関係は不明である
ため、今回その関係にっき検討した。　【方法】対象は当科不妊外来を受診した不妊を主訴とする125人で

あり、患者血清を分離し、蛍光抗体法により抗核抗体の陽性、陰性の判定を行い、陽性の場合は染色パ

ターンの分析、抗体価の測定を行った。　【結果】125人の不妊患者のうち、陽性は35人（陽性率28％）と
高率に認めた。年齢、不妊期間は、陽性群32．1±4．4歳、6．5±4．　4年、陰性群32．　9±4．6歳、6．5±3．8年

と両者に差を認めなかった。陽性群の抗核抗体の染色パターンはspecle型を22人（63％）と最も多く認め

た。陽性群の内follow　up可能であった28人にっき検討すると、17人が妊娠し、（妊娠群）、11人は妊

娠しなかった（不妊群）。両群の年齢、不妊期間に差はなく、抗核抗体の染色パターンは、妊娠群はsp
ecle型を11／17（65％）、homogeneous型を3／17（18％）その他3／17（18％）、不妊群はspecle型を8／11（7

3％）、specle型＋　homogeneous型を2／11（18％）、その他1／11（9％）であり、いずれもspecle型を最も多

く認めた。しかし抗体価は妊娠群は17人すべて40倍以下であったが、不妊群は11中4例が80倍以上であり、

不妊群に抗体価の高い症例を多く認あた。陽性群の内23人にpredonizolone（PSL）5mgを月経周期5日目
より14日間使用したところ12人が妊娠し、高い妊娠率が得られた（妊娠率52％）。しかもそれらは全例投

与開始から5周期目までに妊娠していた。しかし抗核抗体陰性群のうち43人に同様のプロトコールでPS
Lを投与したところ、妊娠したのは8人のみであった（妊娠率19％）。【結論】不妊患者には高率に抗核
抗体陽性例が存在し、抗体価の比較的低い症例に多く妊娠を認めた。また不妊治療におけるPSLの効果は、

抗核抗体陽性例に対してより有効であった。

V－30 MelatoninのProlaαin分泌機構に関する検討

高知医科大学産科婦人科学教室

○岡谷裕二、相良祐輔

【目的】夜間のProlactin（PRL）分泌の増量にはMelatonin（MLT）の分泌が強く関連していることを報告してきた。

今回、ラットを用いてPRL分泌機構におけるMLTの関与の詳細を検討した。　【方法】卵巣摘除後…週のSprague

Dawley成熟雌ラットを用いた。1）頚静脈カテーテルより無麻酔下にMLTIOO　pt　gを投与し、大腿動脈カニュー

レより継時的に採血した。2）下垂体門脈血中の生理学的レベルとなるように頚静脈よりDopamine（DA）O．4

μ　g／kg／minの連続投与下にMLTIOOμgを頚静脈より投与し、大腿動脈カニューレより継時的に採血した。

3）14時に頚静脈よりMLTlOO　pt　gを投与し、60分後、　t　20分後に断頭し、視床下部Mcd㎞emincn㏄中のDA，

DOPAC，　Serotonin（5－HT），5－hydroxy　indoleacetic　acid（5－HIAA）含量を高速液体クロマトグラフを用いて測定した。

【成績】MLT投与により血中PRLは60分で前値の171．2±48．8％に達し、以後減少し120分でMLT投与前値に復

した。DAの単独連続投与下では血．中PRLの有意の減少がみられたが、　DA投与トでMLT投与しても血中PRLの

増量は認められなかった。Median　eminence中のDA含量は、　MLT投与後に変動が認められなかったが、　DOPAC

含量およびDOPACIDA　RatioはPRLピークに一致して60分でそれぞれ0．84±0．28ng／mg．prot．，　O．074±O．018と

Vehicle投与群に比し有意に減少し、12〔｝分後にVehicle群レベルに復した。　・方、　Med㎞cminen㏄rllの5－HT，5－

HIAA，5－HIAA／5－HT　RaIioともMLT投ti後に明らかな変動は認められなかった。　【結論】以上の成績から、

MLTは視床ド部のDA・Neuronに作用し、そのNeuron　activityを減弱させることでPRL分泌を促進する機序が強く

示唆された。
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V－31 高プロラクチン血症婦人における排卵障害の機序の検討

徳島大学医学部産科婦人科

0松崎利也，米田直人，桑原章，横山裕司，斎藤誠一郎，漆川敬治，

安井敏之，東敬次郎，苛原稔，青野敏博

［目的］高プロラクチン（PRL）血症婦人における排卵障害の機序にっき検討した。

［対象。方法］高PRL血症性排卵障害患者5例（血中PRL：33～120ng／皿1）の16周期ならびに正P

RL血性排卵障害患者4例の10周期に対し，　LHの律動性分泌の検討、プレマリン負荷試験、　GnRH
負荷試験等を施行した後、GnRHの律動皮下投与（20μg／120分）による排卵誘発を行った。　hCG非

投与周期では卵胞成熟後もGnRHの投与を続け、10日間以上排卵を待機した。　hCG投与周期では卵

胞成熟後hCG5000単位を投与し排卵を誘発した。血中PRL値の高低および排卵前のhCG投与の有
無に分けて平均発育卵胞数、卵胞の成熟した率および排卵率等にっき検討した。

［結果］非治療時のLHの律動性分泌は、正PRL例では平均1．7回／4時間、高PRL例では平均1．　3
回／4時間と、ともに低頻度であった。プレマリン負荷試験における48時間後のLH値は、正PRL例で
は前値に比し＋107％（平均）であったのに対し、高PRL例では一4．9％（平均）と反跳性上昇を認めな

かった。　血中PRLの高低にかかわらずGnRHの律動投与により全例全周期に卵胞が成熟したが、
hCG非投与周期での排卵率は正PRL例の86％に比し高PRL例は20％と有意（p＜O．　05）に低率であっ

た。hCG投与周期では高PRL例、正PRL例ともに全例全周期排卵した。　hCG非投与周期での排
卵の有無は血中PRLの高低とプレマリン負荷試験におけるLHの反跳性上昇の有無に相関しており、
非治療時のLHの律動性分泌の頻度とは相関しなかった。非排卵例もhCGの追加投与により排卵した。
［結論］高PRL血症性無排卵症ではGnRIIの律動性分泌の障害とエストロゲンのLH放出に対する

ポジティブフィードバック機構の障害が主な病態であり、PRLの卵巣レベルでの卵胞発育および排卵
に対する抑制は少いと思われた。

V－32 黄体期中におけるPRL測定の臨床的意義について

北海道大学医学部産婦人科
○林　正路　桜田芳弘　田中俊誠　藤本征一郎

〈目的〉黄体機能が正常と思われる婦人の黄体期中期（MLP）における血中PRLの正常域を明らかにし、
MLPにおける血中PRL値と黄体機能の関連性について検討する、ことを目的とした。
〈対象及び方法〉当科不妊ならびに不育症外来でBBT上排卵性周期が認められる婦人52例（52自然
排卵周期〉において、排卵後7±2日で血中estradi・ol（E2）・progest　ero皿e（P　4），　P　RLの測定および子宮内

膜日付診（日付診）を施行した。対象症例をA群（P4；10皿g〆ml＜，日付診のずれが2日以内）、B群（日

付診のずれが3日以上）、C群（P4；10ng／ml＞，日付診のずれは2日以内）に分けて、各群における
血中PRL値を比較検討した。なお、　MLPのPRLとP4ならびにE2との相関については、日付診を施行
しなかった症例を含めた64例（68自然排卵周期）において検討した。
＜結果＞A群（n＝24）、B群（n＝16）、　C群（n＝12）の黄体期中期PRL値は、それぞれ8．3±2．7（ng／m1，　M±SD）、

11．0±6．5（皿g／m1）、10．1±5．7（ngtml）であり、B群ならびにC群のPRLはA群より高い傾向が認められ

た。A群におけるPRL値のMeao±2SD（3．　0　・一　1　3．　6n9〆ml）をMLPのPRLの正常域とすると、B＋C群

（n冒28）中6例（21．4％）のPRLは正常域を越えていた。　MLPにおけるPRLとP4、　E2の相関にっい

ては、相関係数（r）がそれぞれr＝0．276（p＜0．05）、r＝0．149でP4とPRLとの間において有意の負の

相関を認めた。

＜結論＞1）当科における血中PRLの正常域を明らかにした。2）MLPのPRLとP4との間には負の
相関のあることが示された。
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V－33 高TSH値を伴った高PRL血症の一妊娠例

山梨医科大学産婦人科

○小川恵吾、永井聖一郎、笠井　剛、木下俊彦、加藤順三

　甲状腺機能低下症は高PRL血症の原因のひとつとして知られている。しかしながら、その治療におい
ては甲状腺機能の回復を目的とした甲状腺剤投与を行うか、高PRL血症の回復を優先させるかにっいて
はしばしば苦慮するところであり、臨床的経験の蓄積を待つところである。そこで今回我々の経験した

妊娠例を通し、高TSH血症を伴なった高PRL血症の治療について考察したので報告する。
　症例は34歳の原発性不妊であり、BBT上short　luteal　phaseを認めた。スクリーニング検査にて
高TSH血症（TSH：14μu／m1）および高PRL血症（PRL：44ngノ皿1）がみられた。　free　T3，　free　T4，

TSH　receptor抗体などの甲状腺機能には異常はみられず、ゴナドトロピン値も正常範囲内であった。し

たがって、subclinical　hypothyroidismを伴なった高PRL血症と診断し、　Bromocriptine　smg／day

を連日投与した。Bromocriptineの投与後もPRL値は15～45ngん1であり、有意な変化を示さなかっ
た。しかもBBT上short　luteal　phaseの改善もみられなかった。そこでBromocriptineは無効と考
え、T4剤O．05mg／　dayとclomiphene　100mg／dayを併用させたところ第一周期に妊娠した。この際
にPRL値の変化は認められなかった。

　高TSH血症を伴なった高PRL血症ではBromocriptineの投与は有効でなく、甲状腺剤投与が有効で
ある可能性がある。

V－34 高プロラクチン血症におけるプロモクリプチンの投与法と血中濃度（夜間採血）の検討

昭和大学藤が丘病院　産婦人科

○清水　篤，船津雅幸，楢林充子，田口　敦，田村和司，宮川善二郎，
　木村武彦，野獄幸正

　プロラクチン（PRL）血症に対するプロモクリプチン（BC）の至適投与法を検討するためBC5　mgを
投与し，投与方法を経口（PO）と経腔（VT）の2経路，投与時間をPOの18時（PO18）と22時（PO22）

の2方法で行い，血中のBCとPRLの濃度を測定した。採血は対照として18時から2時間毎に翌朝6
時まで，PO22とPO18ではPO後30分毎に2．5時間まで追加し，　VT後は1時間目から30分毎に2．5
時間まで追加して，肘静脈の留置カテーテルから採取し，BC，　PRL，　LH，　FSH，　Progesterone，

Estradiol等を測定した。　PRL測定はWHO　3rd　IRP－PRLを使用したACS　180で行った。　BC濃度は，
内服後1．5～2時間後に0．347～O．　360　ng／nfと頂値を示し以後漸減した。　P　O　22のAUCは1．　27　ng／nf・

h，PO18は2．　30　ng／nf・hであった。　VTは8時間後に1．158　ng／meとPOの3倍の頂値を示し以後漸減

したが15・5時間後でもO．　765　ng／nfとPO頂値の2倍以上を保っており，　AUCは11．61ng／me・hとPOよ

りも高値であった。PRLは対照で22時頃より上昇し2時～6時まで330　ng／nf以上であったが，　P　O22
では前値310ng／nfがL5時間から下降し，8時間後に94％減の25．6ng／meに，　P　O　18では前値27．　4　ng／nf

が1．5時間から下降し，6時間後に64％減の10ng／meに低下した。　VTでは前値18．　4　ng／・・eが6時間から

下降し，10時間後に64％減の6．7ng／meに減少した。副作用は悪心，鼻閉が見られたが嘔吐はなく，　V　T

の方が軽微であった。BCの濃度とPRLの変動とは必ずしも一定ではなく，POではPRLがL5時間後
から減少し始めたが，VTではBCがPOより高値になってもPRLが減少せず時間の遅延がみられた。
またBC濃度がPOより高いVTで副作用が弱いため，　PRLを低下させたり，副作用をおこす物質はCB
の代謝物である可能性が示唆された。BCのAUCとPRL低値の持続時間と副作用から考察すると，投
与時間はPRLが上昇する以前に投与したPO18の方が良好であり，投与方法はVTの方が良好であった。
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V－35 Bromocriptine（0．625㎎）肛門坐薬の原発月経困難症への治療効果

国立名古屋病院　産婦人科　　○戸谷良造・三輪　是・鈴置洋三

　原発月経困難症の原因は不明である。我々は、10数年前よりBromocriptine肛門坐薬を高PRL血症患
者に用いてきたが、その患者の中に、月経痛の軽減、もしくは消失を認める症例が存在することに着目
した。

　Bromocriptine　O．625㎎肛門坐薬を、原発月経困難症患者18例に1日1錠連続投与し、月経痛、並び
に月経随伴症状への効果を検討した。18例中2例は、本剤投与による月経痛の軽減はみられなかったが、
16例には改善効果がみられた。子宮内膜症、あるいは子宮筋腫を合併した続発月経困難症例5例に投与

したところ、全例に月経痛の軽減が認められた。また、子宮内膜症のため、閉経後も下腹痛を訴える2
例にも試みたところ、下腹痛の軽減が認められた。

　月経痛の軽減効果は、次回月経周期にみられたものが約60％、2周期以降が約40％であり、投与開始
数日後に月経となった症例には効果が認められなかった。本剤は、効果発現までに日数を要することか
ら、本剤が、直接鎮痛剤として働く可能性は考えにくい。PRL抑制作用による卵巣機能改善を介して、

月経痛軽減をもたらす可能性、あるいはBromocriptineは、ドーパミン作働薬であり、本剤が、直接脊

髄後角、あるいは内子宮口近位の神経終末部のドーパミン受容体に働いて、治療効果をもたらす可能性
も推察される。
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VI－1 無症候性子宮外妊娠における腹腔鏡下治療

東邦大学佐倉病院産婦人科学教室

○大高　究、宮城美香子、堀　正行、柳堀　厚、松島弘充、伊藤元博

　近年、低単位hCG測定法や経腔超音波断層法の進歩の結果、子宮外妊娠に対する診断・治療はより
早期から行なうことが可能になってきた。また、その治療法として腹腔鏡下での保存手術の報告が数多
く散見され、その有用性が指摘されている。われわれも、3例の無症候性子宮外妊娠に対し腹腔鏡下手術

を行ない、若干の知見を得たので報告する。【対象】当院が開院した平成3年9月より平成4年6月まで
に治療した子宮外妊娠14例のうち緊急開腹手術に至ったll例を除いた無症候性の3例を対象とした。
【方法】全身麻酔下に腹腔鏡を施行。ダグラス窩に貯留した血液を吸引し、卵管着床部位を確認。患部周

辺の卵管間膜にピトレッシングを約51U局注した後、鋏鉗子を用いて卵管を縦切開し、内容物を鉗子で
除去した。【成績】症例はいずれも特記すべき臨床症状はなかったが、経腔超音波検査で子宮内に胎嚢像

が見えず、ダグラス窩にフリースペースが認められたため子宮外妊娠を疑い腹腔鏡を施行した。妊娠週

数は5～7週で術前の尿中hCG値は200～40001U／1であった。腹腔鏡所見としては3例とも卵管膨大
部妊娠であり、2例が未破裂で、1例は破裂しており、その周辺に血腫の付着が見られた。また、ダグラ
ス窩貯留血液は40～100m1であった。術中出血はほとんどなく、術時間はいずれも1時間以内であった。

患者は術後経過良好であり、第4病日に退院に至った。術後尿中hCG値は順調に下降し、3例とも20日
以内にLHレベル以下に低下した。現在外来通院にて経過観察中であるが、全例基礎体温も2相性を呈し
ており、今後、子宮卵管造影検査を予定している。【考案】子宮外妊娠の早期診断には経膣超音波による

子宮内胎嚢像とダグラス窩フリースペースの有無の観察が重要である。また、その治療法としての腹腔
鏡下手術は術後癒着、入院日数などの点で患者への侵襲が少なく、その有用性が示唆されたが、術後の
妊孕性については今後症例を重ねて検討する必要があると考える。

VI－2 不妊症における腹腔鏡・子宮鏡下選択的卵管内カテーテル挿入術後の予後の検討

琉球大学医学部産婦人科、＊那覇市立病院産婦人科
中里和正、高宮城直子、正本仁、新川唯彦、稲福薫、佐久本哲郎、

束政弘、金澤浩二、伊是名博之零

【目的】：腹腔鏡・子宮鏡下選択的卵管内カチーテル挿入術及び卵管疎通検査施行後の妊娠成立例につ

いて腹腔内所見及び子宮卵管口所見と比較検討した。

【対象】：1990年1月から1992年4月までに不妊原因検索のための腹腔鏡検査施行時に子宮鏡下に選択

的卵管内カテーチル挿入術を行い、卵管疎通性を調べた104例である。平均年齢及び不妊期間はそれぞれ
33．8±4．3歳と5．8±3．3年であった。

【方法】：麻酔下に腹腔鏡及び子宮鏡検索を行う。次で子宮鏡下に5．5Frアンギオ用カテーテル（DHBP

type，　Cook　Co．　USA）を一側の卵管口より約2cm挿入した。3．OFrの内筒を用いてインジゴカルミン液を

注入し、腹腔鏡下に卵管采からの流出を確認した。更にリピオドール3m1を注入したのち、生食水5m1で

卵管内を洗浄した。卵管、卵管采、卵巣の病変は可及的に腹腔鏡下で処置を加えた。

【結果】：104例中子宮腔内、腹腔内所見がIE常を呈したのは7例であった。残り97例は何らかの
異常所見をみとめた。104例中39例（37．5％）に術後妊娠が成立した。妊娠成立までの期間は術後1
周期から12周期以内であり平均4．2周期であ一）た。この39例中36例の卵管采は少なくとも一・側は

正常であった。両側卵管水腫例からは妊娠成立はなっかた。残り3例は2例が癒着、1例がphlmQsisで

あった。子宮内膜症は14例で認められた。一方子宮卵管口は28例で狭窄や閉鎖が認められた。39
例は選択的卵管内カテーテル挿入により少なくとも…側の卵管疎通性は確認された。疎通性の確認され
なかった例からは妊娠成立はなかった。

【結論】：以上のことより不妊原因検索のための内視鏡検査においては腹腔内所見に加えて、子宮卵管

口所見の評価も重要であることが示唆された。
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VI－3 当科における腹腔鏡検査症例の検討

山梨医科大学　産婦人科
○永井聖一郎、小川恵吾、笠井 剛、木下俊彦、加藤順三

（目的）当科における腹腔鏡検査症例について検討した。（方法）1984年4月から1991年4月までの7年
間に不妊のために腹腔鏡検査を施行した45例である。腹腔鏡に引き続いて、あるいは数か月を経て開腹

手術を施行した症例や男性不妊などを除外した。腹腔鏡所見より異常所見が認められなかった症例18例

（A群）、子宮内膜症症例12例（B群）片側卵管閉塞または卵管周囲癒着症例14例（C群）、PCO症例1
例（D群）に分類した。平均年齢はそれぞれ33．4±3．1歳、32．1±4．2歳、31．3±4．3、28歳であった。

また、平均不妊期間はそれぞれ130．8±103．2ヶ月、74．5±58．1ヶ月、47．9±40．2ヶ月、3ヶ月であ

った。（結果）A群では4例（22．2％）が妊娠し、2例が自然妊娠し、1例はHMG＋HCGにて、1例は
HMG＋HCG＋AIHにて妊娠した。4例いずれも1年以内に妊娠した。　B群では、6例（50．0％）が妊
娠した。そのうちRAFS分類でstage　H以上の症例は4例でいずれもダナゾール投与後に妊娠を認め、　stage

Iの症例は2例でHMG＋HCG、　parlodel＋clomidにて6か月以内に妊娠した。　C群では4例（28．5％）
が妊娠し、うち1例は子宮外妊娠であり、3例は1年以内に妊娠した。D群では妊娠例は無かった。（結
論）腹腔鏡検査を施行し、その後開腹手術などを必要としないと判断した症例においては、1年間の観察
期間がひとつの基準となると考えられた。

VI－4 腹腔鏡下手術の経験について

近畿大学医学部産科婦人科教室

○新屋敷康、永井　堅、高瀬規久也、笠野有里、猿渡善治、

　三橋洋治、星合　昊、野田起一郎

近年、腹腔鏡下手術は、多くの周辺機器の発達、進歩にともない、その応用範囲を広げりつつある。今

回、我々は、KTP（チトリン酸カリウム）レーザーを使用する機会を得た。このKTPは発煙量が少
なくレーザー光の有効距離が短く腹腔鏡に適したものと考えられる。使用方法は腹腔鏡下で石英ファイ

バーにてレーザー光を導き照射をおこなった。対象症例は、不妊症17例、子宮内膜症1例、卵巣嚢腫

2例、粘膜下筋腫1例、卵管留膿腫1例、PID後腹腔内癒着と思われる症例1例で、術式は癒着剥離
術、Blueberry－spotの蒸散、凝固等の卵巣嚢腫摘出、筋腫核出などであった。これらレーザー使用を含

め当科での腹腔鏡下手術経験を報告する。
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VI－5 術後早期second　look　laparoscopyの有用性

　大阪医科大学産科婦人科学教室

○奥田弘賢　奥田喜代司　宮崎和典　佐伯理男
　植木　実　杉本　修

妊孕能保存を意図した手術、特に開腹手術後の癒着を完全に避けることは難しく、症例によってはこの

癒着形成がかえってその後の妊孕性を阻害することがある。そこでこの術後に内性器をもういちど直視
し、手術後に生じた癒着を剥離するsecond　look　laparoscopy（SLL）の有用性が近年指摘されるようになっ

た。教室でも1988年10月より開腹保存手術後7～14日目にSLLを行い、癒着の程度をAFS癒着スコアを用

いて検討してきた。今回手術後2年以上を経過した41症例にっいて、予後を含めた検討を行った。41症
例の、1）開腹時、2）閉腹時、3）SLL時、4）SLL終了時の平均癒着スコアはそれぞれ1）20．6、2）0．9、3）6．3、

4）1．5であった。開腹時すでに癒着が高度であった症例が大部分であるが、開腹手術により減少した癒

着は術後7～14日目のSLL時に再び上昇していた。このSLLでは子宮を強く前屈させ癒着部位を把持鉗子
で挟んで引っ張るだけで剥離は容易に可能であった。41例中2年以上follow　upできた症例は17例で、5
例が術後5カ月から1年6カ月の間に妊娠に至った。妊娠例の平均癒着スコアの推移は1）20．　4、2）O．2、3）

4．　6、4）0であり非妊娠例のスコアの推移と特に差は認めなかった。【まとめ】開腹術後7～14日目にSL

Lを行い術後の再癒着を観察したが、細心の注意を払ったにもかかわらず再癒着は41例中35例（85％）に高

率に生じていた。SLL時の剥離を行うことにより、SLL終了時に癒着のなかった症例は41例中30例となり、

癒着スコアからはSLLの有用性が示唆された。しかし妊娠に至ったのは5例だけであり、開腹時に癒着が
高度で広範囲に手術操作を行った症例ではSLL時に再癒着を剥離しても妊娠率の向上は多くを望めない
と思われた。

VI－6 新しいIHカテーテルを使用した卵管開通術

掲協医科大学越谷病院　産婦人科、放射線科＊

○林　雅敏、岩崎尚彌季渡部秀樹、瀬川裕史、大蔵健義、矢追良正

【目的】ROschらによるfl凹。roscopic　transcer▼ical　fall。pian　tube　catheterizationは卵管閉塞を伴

う不妊症に対して有効な治療法である。彼らは吸引ヒステロキャスを用いているが、子宮膣部の大きさ
には個人差があり、吸引カップが適合せず十分な効果が得られないことがあるc、そこで我々はバルーン

および外子宮口部のストッパーをもった子宮カテーテル（IHカテーテル）を考案作製し、これを用い
て卵管開通術を行なった。そしてさらに改良を加えてきた。IHカテーテルは装着が容易で、有効であ
り報告する。　【方法】患者には鎮痛のため卵管開通術の30分前に、インドメタシン座薬50mgを挿入す
る。8－FのIHカテーテルを外子宮口より内子宮口をこえて挿入した後、バルーンの括栓を開き2．　Omlの

生理食塩水を注入し、バルーンを拡張させ、括栓を閉じる。ついでIHカテーテルを手前に引き、バルー

ンを内子宮口に密着させる。その後、ストッパーを移動させ外子宮口に固定する。このIHカテーテル
を通して、5－Fのカテーテルを子宮腔内に挿入する。その内腔を通してO，　035インチのJガイドワイヤー

を卵管角に固定する。そこに5－Fのカテーテルをかぶせることによって、卵管角に置く。Jガイドワイ
ヤー抜去後、0．035インチのstTaight　safetyガイドワイヤーの誘導により、5－Fのカテーテルの先端を

卵管口にiedgeする。この後i。trolanを注入し、卵管造影を行なう。軽度の閉塞であればこの卵管造影

によって、卵管は開通する。これで卵管が開通しなければ0．Ol5インチのガイドワイヤーを卵管に挿入
し、3－Fカテーテルをかぶせることによって開通させる。　【結果】7人の卵管閉塞のある不妊症患者に
IHカテーテルを装着したところ、手技は容易で、確実であったbついで卵管開通術を施行し、近位卵
管の閉塞は全例その再開通に成功した。このうち3人の患者は卵管の再開通後2ヶ月以内なので、妊娠
の有無の対象からはずすと、4例中1例に妊娠が認められ、現在異常なく妊娠継続中である。
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VI－7 当科におけるマイクロサージェリーによる卵管形成術の成績に関する検討

虎の門病院産婦人科

○奥：野　隆，東梅久子，高橋敬一，宮川智幸，児島孝久，伊豆田誠人，

　佐藤孝道

　当科においては1986年にマイクロサージェリーを導入したが，今回，本法による卵管形成術の成績にっい

て検討をしたので報告する。【方法と対象】1986年8月から1992年6月までの約6年間に卵管性不妊の診
断にてマイク・サージェリーを施行した63例を対象とした。63例の平均年令は31．0±4．5歳で，平均不妊期

間は47．8±30．7カ月であった。原発性不妊が36例，続発性不妊が27例であった。術式の分類は，1）癒着剥

離術，2）子宮内卵管移植術，3）卵管端々吻合術，4）卵管開口術，5）卵管釆形成術，6）左右別手術とした。
【結果】63例中20例（妊娠率31．7％，IVF妊娠3例を除く）が27回妊娠した。流産に至ったものは3妊娠，子宮

外妊娠は3妊娠であった。複数回妊娠したものは6例であった。初回妊娠に至るまでの期間は，平均8．7±8．3ヵ月で

あり，6ヵ月以内に13例，12ヵ月以内に延べ15例，24ヵ月以内に延べ19例，そして36ヵ月以内に全例の延べ20

例が妊娠した。術式別の妊娠の割合であるが1）癒着剥離術を行った症例では5例中2例（40．0％）が妊娠し

た。2）子宮内卵管移植術例では2例中2例（100．0％）が妊娠し，3）卵管端々吻合術例では8例中4例（50．0

％）が，4）卵管開口術例では30例中8例（26．7％）が，5）卵管釆形成術例では8例中3例（37．5％）が，そ

して6）左右別手術では10例中1例（10．0％）が妊娠に至った。【考察】①左右別手術では3ヵ所以上の形成
術を行った症例が4例あるなど重症例が多いために低い妊娠率となったものと考えられた。②卵管開口術の
予後は不良であるとの報告が多いが，当科においては他と同等の結果を得る事ができた。③追跡期間が短

い症例が含まれるが，今後追跡期間の延長により妊娠率はさらに向上すると考えられる。④重症例では成

績が悪くIVF－ETとの適応の関係が今後の課題であると考えられた。

VI－8 不妊外来で認められた副角を有する単角子宮5症例の検討

　　　　　　　　　　　　　　　＊富山県中央病院産婦人科，同病理
0小嶋康夫，大田　悟，大口昭英，佐竹紳一郎，金井浩明，舟本　寛，
　中野　隆，舘野政也，三輪淳夫＊

　子宮奇形は不妊，不育症など妊孕性の障害を契機として診断されるものが大部分を占めていると思わ

れる。今回我々は当科不妊外来において興味ある経過をたどった副角を有する単角子宮（AFSの
Mti・11erian　anomally分類基準による第量群a，・b，　c）5症例について報告する。いずれも腹腔鏡または開

腹によって確定診断した。症例1は32才の1回経産婦。妊娠5か月で急性腹症のため緊急手術をおこな
ったところ左副角妊娠破裂であった。副角摘出術後妊娠し，現在妊娠6か月である。症例2は21才の
初産婦で妊娠6週で子宮右方に腫瘤を認めたため子宮外妊娠の疑いで腹腔鏡を施行したところ右副角妊
娠であった。症例3は36才の1回経産婦で続発性不妊のため腹腔鏡を施行したところ右副角を有する単

角子宮であり，子宮内膜症が認められた。ダナゾール療法後妊娠し骨盤位分娩で生児を得たが・3か月
後に急性腹症，副角子宮留血腫のため子宮全摘術を行った。症例4は22才の初産婦で，子宮外妊娠の
疑いで腹腔鏡を施行し左副角を有する単角子宮と診断した。結局不全流産となり，その後妊娠し生児を
得ている。症例5は27才の初産婦で左卵管膨大部妊娠のため開腹した際に右副角と診断された。　左卵

管切除術を施行し今後IVF－ETの予定である。
　副角を有する単角子宮の場合，子宮外妊娠や子宮内膜症を合併する頻度が高いと報告されている。
また不妊不育治療をすすめる際にともすれば単角子宮にのみ着目していることが多いものと思われるが

症例L2，3のように副角妊娠や副角子宮留血腫など副角に伴う重大な合併症を稀ながら認めることが

あり若干の考察を加えて報告する。
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VI－9 中隔子宮形成術後不妊例の検討

筑波大学臨床医学系産婦人科

○西田正人、岡本　一、岡根夏美、久保武士

　子宮奇形の中でも中隔子宮はその頻度が最も高く、また流早産原因や不妊原因となるため治療上重要であ

る。治療法は手術療法で高い妊孕性が回復するが、全例に妊娠が成立するわけではなく、術後に不妊となる

症例も経験される。今回当院で手術治療した中隔子宮33例のうち、術後1年以上を経た27例の予後を検討し
若干の知見を得たので報告する。

　27例中、完全中隔子宮5例、不全中隔子宮22例であった。妊娠歴は原発不妊9例、妊娠既往のあるもの18

例、内生児を得ている症例は2例で、この内1例は28週の早産児で未熟児網膜症のため全盲である。術式は

21例に我々が開発したJones手術の変法を、4例にTompkins手術を、2例にStrass皿a皿手術をおこなった。

原発不妊9例中6例が術後妊娠し、5例が生児を得、1例が間質部妊娠であった。一方、妊娠既往のある18

例中14例が妊娠し12例が生児を得た。原発不妊9例中妊娠しなかった3例は、子宮内膜症1例、排卵障害1

例、術後両側卵管閉鎖となったもの1例であった。一方、妊娠既往のある18例中妊娠しなかった4例は、多

発子宮筋腫1例、第一度無月経1例、乏精子症1例、不明1例であった。従って、妊娠に至らなかった7例
中原因が子宮奇形以外に求められるものが5例、明らかに手術が原因と考えられるものが1例、不明が1例

となり、この2例を手術のために不妊となったと考えると27例中2例（7．4％）に術後の不妊が引き起こさ

れたことになった。

　子宮形成術の後遺症としては、月経痩、子宮腔癒着、卵管閉鎖、卵管周囲癒着などが考えられるが、我々

の経験例には月経痩、子宮腔癒着は無かった。従って、手術に際しては、卵管を傷付けないように操作する

こと、術後の癒着を避ける事が大切であり、これによってより妊娠率を向上させられると考えられた。

VI－10 当科における子宮筋腫核出術施行例について

北里大学産婦人科、大和市立病院産婦人科＊

○川内博人、石川雅一一、飯野譲二、中居光生、劔持　稔＊

　不妊症例に対する子宮筋腫核出術の予後を左右する因子の一つとして、術後に生ずる癒着は不可避な

問題で、それ故に臨床的な意義が大きい。われわれは、子宮筋腫核出術の術後成績の改善を目的として、

術後7日目にEarly　Second－100k　Laparosc・py（以下ESLL）を行い、良好な結果を得ているので報告
する。

　対象は、昭和62年10月から平成3年12月までに、子宮筋腫核出術とその術後7日目にESLLを実施し
た30例である。30例中22例（73．3％）に術後癒着が存在したが、これらはすべて容易に鉗子による圧排ま

たはaquadissectionにより剥離可能だった。術後経過観察期間は4か月～3年6か月で、挙児希望を
有する22例中16例（72．7％）に妊娠の成立をみた。

　子宮筋腫核出術後の癒着発生は高率であることに留意し、これに対処する方策として早期に行うESLL

の必要性を強調し、その有用性を指摘したい。
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VI－11 多嚢胞性卵巣に対する内視鏡下レーザー治療とその臨床的効果

東北大学産婦人科

○舩山由有子　渡辺　正　寺田幸弘　田村みどり　陳　偉業　千田定則

　村上　　節　萬代泰男　戸沢秀夫　深谷　孝夫　矢嶋　聰

【目的】臨床的に排卵誘発が困難である多嚢胞性卵巣（PCO）に対して，レーザーによる卵巣焼却術を施

行し，その有効性を臨床的・内分泌学的に検討することを目的とした。

【方法】PCO45例中クロミッドやHCG－HMG療法にて排卵誘発が困難であった25症例を対象とした。全
症例に対して，腹腔鏡下にレーザーを用いて両側卵巣に小孔を開け，その術前後の臨床所見および
内分泌動態からその有効性を検討した。
【結果】追跡が可能であった22症例中20例（90．9％）に術後排卵が確認され，そのうちユ3例（59．　1％）

が自然排卵であった。7例（31．8％）はpure－FSH療法にて，　1例をのぞいて高度な卵巣過剰刺激症

状を呈さずに排卵した。9例（40．9％）が術後妊娠成立し，うち4例が自然排卵，5例がpure－FSHに
よる誘発によるものであった。術前にHMG－HCGまたはFSH　一　HCG　tW法にて卵巣過剰刺激症候群が17例

中10例（58．8％）に認められたが，術後は8例中2例（25．0％）であった。16例（1例は排卵せず）
にっいて内分泌学的検討を行ったが，14例でLHの基礎値の改善を認めた。　LH〆FSH比は10例（62．5％）

で改善が認められた。LH－RH負荷後の田値の反応パターンは，術後12例（75．0％）に改善が認めら
れた。

【結論】PCOに対する腹腔鏡下レーザー焼却術は，クロミッド無効例やHMG－HCG療法にて卵巣
過剰刺激症候群を発生し易い症例に対して，卵巣模状切除術と同等に有効な治療法であった。しかも卵
巣模状切除術と比べると手術侵襲が少なく反復治療が可能で，今後広く応用されるべき治療法と思われ
る。

VI－12 子宮内膜症に対するレーザー治療の経験

大阪大学医学部産婦人科
O上浦祥司，　谷口武，　下屋浩一郎，　金井利仁，　橋本一昌
　筒井建紀，　木村俊夫，　佐治文隆，　谷澤修

【緒言】内膜症に対するホルモン療法の進歩にもかかわらず，癒着症例やチョコレート嚢腫合併症例に

おいては未だ十分な成果が上がっておらず，これら症例においては手術療法は欠くことのできない治療
法の一つとなっている．これらの症例に対し以前より開腹手術が行われてきたが，開腹のために生ずる

新たな癒着が問題となっており，腹腔鏡下手術及び嚢腫内膜のアルコール固定療法が行われるようにな
ってきた．今回我々はKTPレーザーを使用する機会を得，子宮内膜症症例に対し治療を試みたので報告す

る、【方法】術前にMRI，CT，超音波，腫瘍マーカーなどによりチョコレート嚢腫であると考えられた症例

に対し腹腔鏡下診断の後腹膜面に存在するブルーベリースポットなどの子宮内膜症病変をKTPレーザー

にて蒸散する．次いで，卵巣周囲の癒着を可急的に剥離し，卵巣に存在するチョコレート嚢腫に対しKT
Pレーザーにて切開を加えた．double　lumen　irrigaterを用いてチョコレート嚢腫内容を洗浄吸引し悪

性腫瘍でないことを確認するために，一部を細胞診に提出した．さらに嚢腫内壁をレーザーにて十分に

蒸散した．切開窓は開放し癒着剥離面はlnterceedにて覆った．【結果】子宮内膜症4例に対してKTPレ

ー
ザーによる嚢腫内膜蒸散術を行った．術前の腫瘍径は55mm－24mmに分布し月経痛の強いものは4例中3

例に認められた．Re－AFS分類ではII期が1例III期が3例であった．処置後全例において月経痛の軽減が

観察されたが，1例において経過観察2ヶ月目に超音波上再発が認められた．この症例は切開窓部分が
卵管間膜に非常に近く出血の危険性が高いため十分な蒸散ができなかったものであった．【考察】以上
より当方法は開腹手術に比べ侵襲度が低く，術後の癒着などの発生が低いと考えられ，不妊症を合併し
た子宮内膜症の手術として有用であると考えられた．またその施行に当たっては，チョコレート嚢腫内

壁を十分に蒸散する事が重要であると考えられた．
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VI－13 子宮外妊娠に対するKTPレーザーを用いた卵管保存手術

　大阪大学医学部産婦人科
O谷口武，　上浦祥司，　下屋浩一郎，　金井利仁，
　筒井建紀，木村俊夫，佐治文隆，　谷澤修

橋本一昌，

【目的】高感度妊娠診断キットや画像診断の進歩にともない，子宮外妊娠が破裂前に診断されることが多

くなってきた．破裂前子宮外妊娠の確定診断には腹腔鏡が多用されているが，多くの場合開腹され卵管

切除が行われてきた．最近，卵管妊娠部分へのプロスタグランディンやメソトレキセートの注入療法や

腹腔鏡下に卵管の部分切除術や切開術が行われるようになり，一定の成果をあげるようになってきた．

我々もKTP／YAGレーザーを用いて子宮外妊娠4例を腹腔鏡下に手術したので報告する．【方法と結果】症

例は卵管膨大部妊娠例2例，卵管狭部妊娠1例，間質部妊娠1例であった．手術時の週数は6週から9週
に分布し，手術前の尿中hCG値は160mIU／mlから8000mlU／mlであった．これら症例に対し，　KTPレーザーを

使用し，卵管縦径に平行に切開を加え，絨毛組織を排出した．絨毛排出後卵管粘膜の剥離欠損面からの出

血をKTPレーザーを用い止血した．卵管の開窓部には癒着防止剤であるInterceed（Johnson＆Johnson　C

o．ltd）にて覆い，周囲との癒着の防止に勤めた．卵管狭部妊娠例及び膨大部妊娠例ではこの方法にて十

分止血でき，術後の再出血など重篤な合併症は認められなかった．これに対し間質部妊娠の1例では，

子宮筋層からの出血を十分にコントロールする事ができず，やむおえず妊娠部位を切除した．いずれの
症例においても術後のhCGの低下は良好であった．【結論】以上より本法を行うに当たっては，妊娠部位，

腫大径及びhCG値など十分な適応基準についての検討が必要と考えられた．

VI－14 挙児希望例における子宮外妊娠の各種保存療法の成績

　大阪医科大学産科婦人科学教室
○前田隆義　坪倉省吾　佐伯理男　宮崎和典　奥田喜代司

　植木　実　杉本　修

近年、高感度hCG測定・内視鏡・超音波診断などや手術手技の進歩・発展により子宮外妊娠の治療法は

時代とともに変遷してきている。教室では挙児希望の未破裂型卵管妊娠には可能な限り卵管保存的療法
に努めている。特に最近は腹腔鏡ならびに経膣Echoを診断的だけでなく治療的に用いて保存的療法に努

めており、その治療成績とその手技にっいて報告する。昭和63年1月から平成4年6月までに教室で
治療した子宮外妊娠は99例で、卵管膨大部妊娠81例（未破裂型69例、破裂型12例）、峡部妊娠
7例（未破裂型3例、破裂型4例）、卵巣妊娠3例、頸管妊娠2例、腹腔妊娠2例であった。膨大部非
破裂型卵管妊娠69例中、卵管切除術19例（27．5％）、開腹保存手術32例、非開腹MTX局所注入1
0例、腹腔鏡下手術9例（腹腔妊娠の1症例を含む）に行った。MTX局所注入10例中、経腔Echo下
注入法7例、腹腔鏡下注入2例、経腔Echo腹腔鏡併用例1例であった。経腔Echo下注入後、出血等で開
腹手術を必要とした症例が2例、hCG　titerの下降が悪く再度MTX中入を必要とした症例が2例であっ

た。一方、腹腔鏡下手術症例9例中、1例は腹腔内に胎嚢様組織を摘出した。4例は、卵管膨大部およ
び卵管采付着の組織を圧出もしくは摘出した症例であり、4例はNd－YAG　Laserを用いて卵管を切開し、

外妊組織を摘出した症例である。MTX局所注入法は非常に非侵襲的であるが、確実性に乏しい場合が

あり入院日数が17．1日と長かった。一方、腹腔鏡下手術（特にLaser使用例）は全身麻酔下で腹腔
鏡やLaserなどを必要とするが、確実で入院日数も7．7日と短かった。患者の負担の軽減の観点から
も、今後は非開腹保存療法を行う症例が増加すると思われるが、術後の妊孕性にっいては不明な部分が

あり開腹手術療法と比較検討したい。
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VI－15 組織接着剤の噴霧による術後腹膜癒着防止効果

大阪医科大学産婦人科学教室
0岡崎　審、佐伯理男、奥田喜代司、前田　隆義、

　金子卓司、奥田弘賢、井本広済、杉本　修

　挙児希望患者に対する開腹手術においては特に手術後の腹膜癒着発生の防止が重要である。これに対
し従来より多くの試みがなされてきたが、その癒着防止効果は十分とは言い難かった。そこで、我々は
保存手術後の癒着防止の症例として子宮筋腫核出を選び子宮創部およびMenge法による円靭帯の縫合部
に組織接着剤（ベリプラストP⑪）を噴霧し、その癒着防止効果を検討したのでここに報告する。
　【対象】　開腹にて子宮筋腫核出術を受けた30例を対象とした。

　【方法】　30例中21例には癒着防止剤であるコンドロイチン硫酸、ハイドロコーチゾン、トラジロー
ルを腹腔内に投与した。残る9例には子宮筋腫核出術した創部及びMenge法による円靭帯の縫合部に組

織接着剤（ベリプラストP⑪）を噴霧して被覆した。これらの症例に手術後7日目に　second　look
laparoscopy　（SLL）を施行し、その腹膜癒着をスコア化して比較検討した。

　【結果】　SLL時の子宮筋腫核出部の腹膜癒着は癒着防止剤腹腔内投与群17／21例（82％）に認められ
たのに対し、ベリプラストP⑪噴霧群では1／9例（11％）であった。また子宮位置矯正術（Menge法）に
よる円靭帯への腹膜癒着は噴霧を行わなかった群では10／15例（67％）に見られたのに対し、噴霧を行っ

た群では0／5例（0％）と低頻度であった。
　【結論】　子宮筋腫核出術例に対する組織接着剤の噴霧による腹膜懸着発生の防止は有用であると考

えられた。今後その他の開腹術例に対する癒着防止や腹腔鏡直視下手術時にも応用が可能であると思わ
れる。

VI－16 精路閉塞症の治療：再手術症例の検討

関西医科大学泌尿器科　　○松田公志，六車光英，小松洋輔

京都大学泌尿器科　　　　　　堀井泰樹，小倉啓司，吉田　修

【目的】精路閉塞症の治療は顕微鏡手術の導入により著しく向上したが，必ずしも100％の成功率ではない。

術後も精子が出現しない症例では，吻合そのものの失敗のほかに，二次的な閉塞が生じている可能性もあ
る。再手術を施行した症例について，吻合部の状態，再手術術式，術後成績などについて検討する。

【対象】1985年5月から1991年8月までに京都大学泌尿器科で，1991年9月から1992年6月までに関西医大
泌尿器科で精路再建術を施行した計45例のうち，再手術を施行した10症例について検討した。初回手術術

式は，精管精管吻合術8例，精巣上体精管吻合術2例で，閉塞原因は，精管切断術3例，鼠径ヘルニア手
術による精管閉塞5例，精巣上体炎1例，Y・ung症候群1例である。【方法】手術用顕微鏡下に精管精管
吻合術は端端2層吻合，精巣上体精管吻合術はS　pe　cific　tubule法またはside－t・－end法を行った。

【結果】精管切断術後の3例では吻合部が閉塞しており新たに精巣上体精管吻合を施行した。ヘルニア術

後のうち3症例では吻合部は開通しており別に精巣上体精管吻合を追加，1例は吻合失敗で交叉性精巣上

体精管吻合術施行，1例では術後高度之精子症であったが吻合部に狭窄あり再吻合を施行した。精管精管吻

合部が閉塞していた4例のうち2例では，精管の剥離が長く血流障害が閉塞の原因と考えられた。精巣上体
精管吻合術後の2例はいずれもSpecific　t・ub・ule法を行った症例で，頭部での再手術はさほど困難ではな

かった。術後経過の短い4例を除いた6例では，いずれも精子が出現，3例で妊娠が成立した。

【考察と結論】長期精管閉塞症例で，精管閉塞部から粘棚な液が流出し精子が確認できない症例では，精
巣上体での二次的な閉塞の疑いが強い。精管精管吻合術は精管の血流に十分留意すべきである。精巣機

能の良好な閉塞性無精子症では，たとえ初回手術に失敗しても再手術で妊孕性の回復が得られる可能性

は高く，積極的な手術が勧められる。
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VI－17 Microsurgical　epididymal　sperm　aspiration法による妊娠成立例の検討

京都大学泌尿器科，同産婦人科＊，関西医大泌尿器科＊＊，
北野病院泌尿器科＊＊＊，醍醐渡辺病院＊＊＊＊
○小倉啓司，中村健一，堀井泰樹＊＊＊，松田公志＊＊，吉田　修，
　江見信之＊＊＊＊，渡辺栄三＊＊＊＊，森　崇英＊

　先天性精管欠損症は閉塞性無精子症の13～17％を占める比較的頻度の高い先天異常で，我が国でも現
在までに約200例の報告がみられるが，治療成績は，きわめて不良である。当科男性不妊外来において，
最近経験した9症例のうち3症例に人工精液瘤造設術を施行し，AIH，　IVF－ETなどを試みたが，妊娠成
立に至らなかった。2症例に対し，Microsurgical　epididymal　sperm　aspiration（MESA）による方法で

精液を採取し，ZIFT法を試み，1症例に妊娠の成立を認めたので，その有用性などにつき検討した。

【対象および方法】1987年から1992年の間当科不妊外来患者のうち9例の先天性精管欠損症を経験した。

平均年齢28．6歳，平均不妊期間は56．6カ月，両側性8例，片側性1例で，精液量，精漿中フルクトース

値，pHの低下を認めた。このうち3症例6精巣上体に8人工精液瘤造設術を施行し，人エ授精および
体外授精を試みた。一方，2症例3精巣上体に，MESAを施行し，体外授精を試みた。
【結果】人工精液瘤造設症例において，術後精液を穿刺採取し，AIH，　IVF－ET施行したが，全例妊娠成

立に至らなかった。術後平均59．2日後には採取不能となった。一方MESAを2症例に施行し，　ZIFT法
にて1症例に妊娠の成立を認めた。
【考察および結論】本疾患のような広範囲にわたる精路閉塞に対しては，精路再建術が不可能なため，

従来より人工精液瘤による治療が一般的におこなわれてきたが，諸家の報告をみても，成績は不良であ

る。MESAによる方法は，麻酔下に顕微鏡手術を要するという欠点はあるものの，人工物による組織あ
るいは精子に対する影響を除外でき，運動率良好精子採取部位が同定でき，その部位よりの選択的採取
が可能であるなどの利点もある。治療効果の可能性の高い方法でもあり，今後積極的に行われるべきで
あると思われる。

VI－18 不妊とcervical　intraepithelial　neoplasia（CIN）

東京慈恵会医科大学産婦人科
○許山浩司、楠原浩二、川勝雅秀、落合和彦、松本和紀、寺島芳輝

〔目的〕近年、異形成上皮、上皮内癌等のCINの発生年齢が低下しているとの指摘がある。従って、

生殖年齢にもCINの発生が稀ではなく、時に不妊患者にもCINが合併する事があり、その取り扱い
に苦慮するところである。今回、不妊治療の目的で来院し、CINが発見された症例を経験したので、

CINの治療と不妊の予後等にっき報告する。
〔方法〕対象はCINを合併する不妊患者7例である。年齢は28歳から37歳、平均29．9歳。原発性不妊

5例、続発性不妊2例である。CINの内訳は高度異形成3例、CIS3例、Ia期癌1例である。その
うち6例には診断的、治療的円錐切除術を、1例にはLaserによる蒸散法を行った。これら7例の不妊
症の予後および妊娠成立例の妊娠、分娩経過を検討した。

〔結果〕7例中4例が円錐切除術後、妊娠にいたった。これらはAIHやestrogen補充療法等をするこ
となく、自然妊娠成立であった。妊娠に至らなかった3例のうち1例は精子異常を、他の1例は双頸双
角子宮と排卵障害を合併し、他の1例は年齢（37歳）と両側卵管閉塞の合併により挙児を断念した。妊娠

成立例4症例中2例は頸管縫縮術を行った。分娩様式は4例中2例は吸引分娩を、1例はfetal　distress
のため帝切にいたり、残り1例は現在妊娠中である。なお、現在までにCINの再発はみられない。

〔考察〕今回CINを合併する不妊患者7例に対し、円錐切除術、あるいはLaser治療を行った。特に
前方法は頸管腺の部分切除より頸管粘流の分泌低下をきたし、これが新たな不妊原因となるのではない

かと考えたが、予想に反し妊娠例は全てが自然妊娠にいたったことは興味ある結果であった。今後より

侵襲の少ないLaser治療にっいても検討したい。
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VI－19 不妊症婦人　特に無排卵周期症患者の骨密度測定（DEXA法）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の意義について

西恵会　西川婦人科内科クリニック
（婦人科）　○中村享史　伊藤文俊　岡知子栗林裕之
　　　　　　　西川潔　　（放射線科）　下山勝已

近年骨粗嶺症に対する社会的関心が高まり、それに対する検査法や危険因子にっ
いて、多くの研究がなされている。以前より、我々はMD法を用いて更年期患者
及び不妊症患者のうち重症無排卵症に対して検索をおこなってきたが、今回DE
XA法を導入し、比較検討を行ったので報告する。当院に不妊を主訴として来院
した患者（平均31．7才＞　63例に対してDEXA（DPX一αLUNAR
社製）を用いて、第2－－4腰椎、大腿骨頚部の骨密度を測定した。その結果、
63例中45名は正常であり、骨密度平均は腰椎1．222g／cm2、大腿骨頚
部0．946g／c㎡であり、18例中に腰椎または大腿骨に骨密度の異常低値
を認めた。その内分けは腰椎、大腿骨共に骨密度の異常低値を認めたもの4例

（6．3％）、骨密度平均　各0．923g／c㎡，0．718g／c㎡、
腰椎のみの異常は5例（7．9％）、骨密度平均O．981g／c㎡、大腿骨の
みの異常9例（14．3％）、骨密度平均O．765g／c㎡であった。以上の
結果から若年の無排卵周期症の患者にっいても早期からの管理・治療が必要と思
われる。またMD法との比較検討、並びに内分泌学的考察も加えたので報告する。

VI－20 妊娠周期ならびに非妊娠周期に紺る子宮動脈血流動態の変化の検討

大阪市立大学医学部産科婦人科学教室、住吉市民病院産婦人科＊

藤野祐司、伊藤文俊、松岡逸子、小嶋哲矢、荻田幸雄、康文豪＊

【目的】近年、産婦人科領域にお・いても血流動態の把握に大きな関心が持たれている。今回、我々は、

妊娠周期、非妊娠周期における子宮動脈血流動態の変化を計測し、興味ある知見をえたので報告する。

【方法】不妊外来受診の患者にお・ける非妊娠周期、および妊娠周期における卵胞期、排卵期、ならびに

黄体期子宮動脈血流動態の変化を経膣超音波ドップラー法を用いて計測し、比較検討した。
【成績】1まず、左右の子宮動脈のPu　1　satility　Index（PI）の間では相関係数R＝0．66（P＜0．05）の有

意な相関が認められた。そこで、左右どちらかの子宮動脈血流動態をPI値で計測、比較したところ非妊

娠周期、および妊娠周期群間におけるPI値はそれぞれ2．26±0．80、および2．39±O．89となり、特に両
者の間には有意差は認められなかった。一方、非妊娠周期、お・よび妊娠周期群間にお・いて排卵前卵胞径、

黄体期中期Estradiole値、　Progesterone値には統計学的有意差は認められなかったが、黄体期中期の

子宮内膜厚は妊娠周期において厚くなる傾向が認められた（P〈O．05）。さらに、月経周期においては、

非妊娠周期群（67周期）の卵胞期PI値（2．30±O．78）、排卵期PI値（2．51±1．05）、ならびに黄体期
中期PI値（2．50±0．97）であった。一方、妊娠周期群（6周期）の卵胞期PI値（1．67±O．22）、排卵期

PI値（1．89±0．41）、黄体期中PI値（2．23±0．69）となり、卵胞期PI値ならびに排卵期PI値において

非妊娠周期に比較して低値を示す傾向（P＜0．05）が認められた。

【考察】妊娠周期にお・いて子宮動脈血流動態の卵胞期、排卵期、および黄体期中期を通じての変化が認

められ、しかも子宮内膜厚を増すことより、子宮動脈血流動態のダイナミックな変化がより着床に有利
な子宮内環境を創り出す可能性が示唆された。
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VI－21 若年卵巣悪性腫瘍患者の性機能の検討

東京慈恵会医科大学産婦人科
○川嶋正成、松本和紀、落合和徳、後藤　誠、秋山芳晃、許山浩司、

　川勝雅秀、楠原浩二、安田　允、寺島芳輝

　最近の癌化学療法とG－CSF等の補助療法の進歩により卵巣癌の治療成績は向上してきている。そ
れに伴いQOLの立場から若年者の性機能面でのCareが重要視されっっある。そこで最近経験した10例
の10代卵巣悪性腫瘍患者と8例の20歳代前半1卵巣悪性腫瘍患者（境界型を含む）について、その組織型、

進行期、治療法、その後の性機能、内分泌環境等にっき検討し、QOLの観点から若年者の卵巣悪性腫
瘍の特徴、取扱の注意点などを考察した。
　術式はla期では患側の附属器別出術と対側の懊状切除術を、それより進行した症例では根治術を原則

として行っている。片側付別例では術後化学療法後のホルモン動態、月経の状態等を検討した。

　片側付別例で術後化療を行わなかった例は無論のこと、術後PVB7コース施行した症例でも血中
Estradiol－17β値は128～329μg／認と卵胞発育を認めている。

　内性器全別例ではEstrogen－replacenent　Therapyを行い性機能の維持に努めている。

　以上癌治療後の性機能に関し報告する。

VI－22 原発性肺扁平上皮癌に由来する生理活性を有するhCGα・β複合体の特性

東京大学母子保健学　　○福岡　秀興，日暮　眞，

香川医科大学第一内科　　玉木美穂，山岸善文，村尾孝児，高原二郎．

非絨毛性hCG産生腫瘍では、株化細胞を含めhCGα・β複合体は存在せず、　freeβsubunitの
みが産生分泌されている。またそのためhCGの生理活性は存在しない（西村，Hussa，Cole等）
と言われているが、活性を有する高分子hCG複合体を産生すると考えられる極めて稀な肺癌を
経験し、その特性を分析し得たので報告する。症例は78歳男性で、左肺尖部に原発し多発性の
肺内転移を認める原発性扁平上皮癌（T4NIMi，StagelV）で、　女性化乳房のあるhypogonado－
tropic　hypogonadismを伴っていた。血中及び尿中hCG（mIU／m1）は10100，1060、血中hCGβ
（ng／ml）は170と高値を呈したeまたestradiol，progesteroneレベルは男性の正常域内にあっ
た。化学療法（CBDCA＋VP－16＋ADM）と放射線の併用療法により腫瘍は縮小し、　hCGは抵下し、
それとともに女性化乳房は軽快し、低値であったFSHとLHのレベルは正常化した。経気管支生
検で得た腫瘍細胞は、syncytiotrophoblastic　giant　cellを認めない扁平上皮癌であり、　hCG
α及びβsubunitの存在を、免疫組織学的に確認した。　Wes　tern　immunobl。ttingで、尿中では
α・β複合体も存在するが、　hCGβcore　fragment（βFG）が主であった。血中では分子多様
性を示す高分子α・β複合体（46－98Kdalton）が存在するも、明らかなfreeβsubunitは見
出せず、本腫瘍の産生するhCGはα・β複合体であることが確認され、血中hCGβの高値は複
合体を認識したものと考えられる。肺癌では、尿中βFGの陽性率は41％（西村）と高く、これ
らはすべてfreeβsubunit産生に基づくものと想定されており、本例にみるごとく活性を有す
るhCGα・β複合体を産生する非絨毛性肺癌は極めて稀なものと言える。
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VI－23 当院の不妊診療における妊娠例の検討

（HSG検査施行後の妊娠例を中心として）

国立横浜東病院　産婦人科

○小竹和美，高野　昇，上杉健哲，田中宏一，漢那磨理意，田嶋達矢

　近年，不妊診療に，体外受精，さらには顕微受精など画期的な治療法が応用され，従来は不可能とさ

れた不妊夫婦にも妊娠の可能性が得られるようになった。しかし不妊因子の究明，治療法の選択になお
検討の余地が残されている。今回当院の不妊診療における妊娠例，とくにHSG検査後の妊娠例を中心
に調査し，より明確な治療方針を検討してみた。

　問診，BBT，描写式卵管通気試験HSG，男性因子などの検討結果，明らかな不妊因子のみられ
ない例にはHSG施行後，原則として6ケ月間無処置，性交時期を指示して，経過観察としている。
　過去5年間の当院の挙児希望例は229例，妊娠成立例は55例24％，この中HSG後無処置観察中に妊娠
したもの31例56％と最も多く，卵巣機能異常・ホルモン治療後が8例15％，卵管形成，子宮腔内ポリープ

除去など手術によるもの6例11％，内膜症・直接局所薬物療法によるもの4例7％であった。HSG後
の妊娠31例中3周期以内の成立は20例65％，6周期以内が25例81％で，片側疎通2例以外は全例両側疎
通の卵管陰影を示したが，卵管膨大部陰影拡大造影剤流出，卵管周辺の異常を疑う造影剤拡散限局像の

みられたものが7例23％であった。なお疎通性はあるも従来の型では説明できないリズム不整な通気曲
線を示す例が17例55％にみられている。なおHSG後の妊娠31例中子宮内膜症との診断で治療を受けて
いた2例を含め，いわゆる臨床的子宮内膜症が8例みられた。
　最近，子宮内膜症例の腹水中のマクロファージの増加，不妊に関連するいくつかの物質増加に対する

造影剤の治療効果に関する研究報告がみられる。対象妊娠例に臨床的子宮内膜症例も含まれ，従来の主
たるHSG後の妊娠成立要因，造影剤注入による器械的刺激に加え，造影剤による臨床的子宮内膜症へ
の治療効果も示唆され，治療としてのHSGの今後の有効利用が期待された。

VI－24 ヒステロファイバースコープによる子宮内膜腺開口と血管像パターンの評価

および不妊症，不育症患者のスクリーニング検査への応用

○原　鐵晃，大畠清久，児玉尚志，竹中雅昭，上田克憲，岡本悦治，

　大濱紘三（広島大産婦）

【目的】子宮内膜の腺開口や血管像所見の評価を行う上で，ヒステロファイバースコープがどの程度有

効であるかの基礎的検討を行うとともに，不妊症および不育症患者へのスクリーニング検査を検討した．

【方法】①1000μm，200μm，25μmのミクロメーターをヒステロファイバースコープで観察し，2点
間識別能を検討した．②増殖期内膜および分泌期内膜（各5例）の，腺腔長径と腺間距離を計測した．

③不妊症13例（原発性8例，続発性5例），不育症12例，計25例の分泌期内膜を観察し腺開口や
血管像所見とホルモン環境との相関性の検討，ならびに子宮内腔隆起性病変や奇形，癒着の有無も検討

した．また，内視鏡実施当日に子宮内膜日付診，超音波による子宮内膜厚測定，血中P4値，　E2値，　P肌値

測定を行い，それらの結果との関連性も検討した．【結果】①1000μmおよび200μmのミクロメータ

ー の計測は容易であったが25μmの計測は困難であった，したがって，75～100μm程度の2点間識別を
要す所見の判定はヒステロファイバースコープで十分に可能と思われた，②増殖期の腺腔長径は平均73

μm，腺間距離は平均129μmで，分泌期内膜ではそれぞれ115μmと278μmであった．③．内視鏡的に
内膜不良と判定した5例のうち2例は低P、値を示し，1例は日付診で低Pa効果内膜と判定され，1例は

超音波計測による着床期子宮内膜厚5mmであった．内腔異常は不妊症例で2例（完全双頸双角子宮1例，

内膜ポリープ1例），不育症例で6例（弓状子宮4例，子宮内膜ポリープ3例，子宮内腔癒着2例）み
られた．【結論】ヒステロファイバースコピーにより子宮内膜の血管像や腺開口所見の評価は十分可能

で，子宮内膜のホルモン環境およびその反応性の推定もある程度可能である事が示された．
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VI－25 当教室におけるFallopian　Tube　Recanalizationの成績

三重大学医学部産婦人科学教室，同放射線科学教室＊

○浜口元昭，寺田　厚，箕浦博之，野村浩史，伊東雅純，豊田長康

加藤憲幸＊

［目的］我々は平成2年8月より，従来の子宮卵管造影法（HSG）で卵管閉塞が疑われた不妊症患者に対して

R6sch，　Thurmondらにより開発された非観血的なfallopian　tube　recanalizationの手法（FTR）を用い

て，選択的卵管造影を施行しているが，今回，その成績を報告するとともに，本法の有用性にっいて検討し

た．［対象と方法］HSG，卵管通気法（それぞれブスコパン処置下）にて卵管近位端閉塞が疑われた不妊症患

者を対象として，鎮静下にてtefron　catheter（9Fr，5．5Fr，3Fr）および各種guid　wires（．035　curved

Safe－T－J，．035　straight　Safty，．015　COPE）を用い，拡大透視下にてFTRを施行した．子宮と
catheterの固定にはHyscath（Cook），9Fr　baHoon　catheter（Clinical　Suply）および我々が独自に考

案工夫したadaptorを用いた．固定後HSGにて閉塞部位を確認した後，　FTRを行い，選択的卵管造影を施
行するとともに卵管内に抗生剤，ステロイドを注入した．以後3周期に超音波下卵管通水法を行い経過を観

察し，再閉塞が疑われた症例には再度HSGを行い卵管開通性にっいて検討した．また本法施行時の放射線被

曝線量については，アンダーソン人体ファントムにてシュミレートし検討した．［結果］15症例
（24－39y／o，不妊期間：2－14年），18卵管（うち両側卵管閉塞7症例），16周期に本法を施行した．

catheterization成功率は，卵管あたり94．4％（17！18）と高く，卵管開通率にっいては，症例あたり
86．7％（13／15），卵管あたり77．8％（14／18）であった．本法施行後の妊娠率は33．3％（5／15）で，平均3．6周期

後に妊娠成立した．その内訳はoccult　pregnancy　1例，　ectopic　pregnancy　1例，1例に生児を得，2

例がon　going　pregnancyである．また再閉塞率は卵管あたり5．6％（1／18）と低かった．吸収線量にっい

ては，アンダーソン人体ファントム（TLD端子，　rad変換係数0．926）でのシュミレートにて約
420mrad／minと推計され，被曝時間が数分であることを考え合わせると許容範囲内にあると推測された．

VI－26 当院における腹腔鏡症例の検討

富山県立中央病院産婦人科

○舟本　寛，佐竹紳一郎，小嶋康夫，金井浩明，中野　隆，舘野政也

　近年，腹腔鏡は婦人科領域において検査および治療の手段として不可欠なものとなってきている。当

科では昭和61年より腹腔鏡を実施しており，平成4年5月までに203例に達している。当初は子宮外
妊娠の確定診断が主であったが，最近では不妊症症例が増加し，平成2年10月からはGIFTにも使用
している。203例の適応は不妊症が108例と最も多く，次いで外妊の確定診断33例，GIFT　29例・

その他33例であった。
　不妊症108例のうち機能性不妊が45例（42％）と最も多く，次いで卵管不妊44例（41％），子宮
内膜症の疑い15例（13％），月経異常が4例（4％）であった。機能性不妊45例のうち19例（42％）
に子宮内膜症，14例（31％）に卵管・卵巣周囲癒着が発見された。骨盤内に異常が認められなかったの

は12例（27％）であった。且SG，付属器手術の既往などにより卵管不妊を疑った44例のうち，卵管閉
塞，卵管水腫，卵管・卵巣周囲癒着をみとめたものは31例（70％），子宮内膜症9例（21％），異常なし

3例（7％），観察不能1例（2％）であった。臨床的に子宮内膜症が疑われた15例のうち13例に内膜症

が確認された。不妊症108例のうち41例に子宮内膜症を認めたが，R－AFS分類による期別は1期17
例（41％），置期4例（10％），皿期9例（22％），W期11例（27％）であった。腹腔鏡施行後の予後では不

妊症例108例中28例（26％）に妊娠が成立した。　妊娠成功例中腹腔鏡下に癒着剥離術を施行した症例
は8例，自然に妊娠した症例9例，チョコレート嚢腫の吸引やblue　berry　spotの凝固を行った症例が

5例，IVF－ET，　GIFTを施行したものは6例であった。
　またGIFTは29例に施行したが8例（28％）に妊娠が成立した。
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VI－27 原発性無月経に対する腹腔鏡下超音波検査の意義

日本医科大学産婦人科
○小川秀臣，可世木久幸，大坪保雄，石川みずえ，高橋英彦，荒木勤

〔目的〕1989年より我々の施設では積極的に腹腔鏡下超音波検査を行なってきた（日産婦関東連会報，52：

89，1990，超音波医，17SII：779，1990）。一方，極く最近に腹腔鏡用超音波プローブ（UST－5522

－ 7．5ALOKA）が開発された。原発性無月経症例にこのプローブを用いて腹腔鏡下超音波検査を行な
い意義のある所見を見出したので報告する。〔症例〕21才，主訴：原発性無月経，身長：170cm，体重：60kg，

内分泌検査：LH－RH　test前値（LH　8．3，　FSH　30．9），30分値（LH　43．3，　FSH　49．4），90分値

（LH　41．7，　FSH　54．9）単位mlU／m1（IRMA）；T－RH　test前値（PRL　2．7），15分値（PRL　14．3），

30分値（PRL11．5）単位ng／ml（IRMA）；E2〈10pg／ml；El　40．1pg／ml；尿中17－　KS　7．4mg
／day；血中cortisol　l7．6　microgram／dl；甲状腺機能正常，　CBC：正常，生化学スクリーニング検

査：正常，染色体：46XX，無月経診断基準では第2度無月経であった。本症例に対してDevocin－Planoval

によるKaufman療法を1年間施行後，腹腔鏡検査，腹腔鏡下超音波検査を行なった。この間に，　LH＞1．
0，FSHO．5まで低下した。また，術前のMRIでは卵巣，子宮とも指摘不可能であった。〔腹腔鏡検査所見〕

骨盤腔内は極めて空虚であり，子宮，卵巣等の生殖臓器と思われるものを直視下に見出すことは出来なか

った。〔腹腔鏡下超音波検査所見〕腹腔鏡用超音波プローブにて後腹膜腔を詳細に検索すると膀胱後方に

内部に子宮内膜様エコーを有する子宮筋層様超音波像（約3cm）が観察された。また，骨盤腔左右の後腹

膜腔には一見して卵巣と思われるような超音波像も見られた。〔考察〕本症例ではKaufman療法にて性
器出血が認められるにもかかわらず，MRI，腹腔鏡では子宮様の画像を認められなかった。腹腔鏡下超音
波検査で始めて子宮，卵巣様画像を認めた。この画像から直ちに子宮卵巣の存在を断定出来ないが，腹腔

鏡下超音波検査は原発性無月経の精査には意義の深い検査法と考えられる。

VI－28 重水素標識Testosteroneによる微量定量法について

鎌田産婦入科病院

○小川誠一、鎌田昌平

　S七eroidの定量法として比色法は感度不足であり、蛍光法、　G　C法、　RエA法は感度は高いが特異

性に欠ける。またこれらの非トレーサー的な方法は生体試料からSteroidを単離精製する際の損失を
補正することは困難であるという共通の欠点をも有している。そこで演者らはSI標識体を内部標準物

質として用いGasGhrOmatograph→Mass－speGtrometer→Multiple工on　Detector（GG→
MS→MエD）系で臨床的な試料中のTestosteroneを希釈分析する新しく開発した方法で定量観察を
お・こなった。

この方法は最も忠実な内部標準になるS工標識体を用いてクリーンアップにともなう損失を自動的に補正

することができる希釈分析法、分析速度と分離能において最も優れている分離手段であるGC法、感度

と物質選択能の最も高いMS法などのそれぞれがもつ長所を組合せたもので、演者らはTestosterone

－ 1g－d3〔TS－d3〕、HydrotestOsterone－19－d，〔且TS－d3〕を内部標準として用い、血清
中のTS、且TSをGC→MS→MエD系で定量した。その結果、各試料についてきわめて高い同位体純度の

d3標識体が得られた。この分析法の感度は10pg前後で、特異性としてHTSと共存するTSを完全に

分離定量できる点である。
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VI－29 男子不妊症患者の経直腸的超音波所見の検討

京都大学泌尿器科，北野病院泌尿器科＊

○大西裕之，中村健一，小倉啓司，堀井泰樹ず荒井陽一，吉田　修

　当院不妊外来を受診した患者に対し，経直腸的超音波検査による前立腺，精嚢の検索をおこなった。

対象患者は40人，平均年齢は33歳（25～42）で，臨床的にnormozoospermiaと半IJ定されたものは11人，

oligozoospermiaまたはasthenozoospermiaが19人，　azoospermiaが10人であった。合併症は精索静脈瘤

が10例，陰嚢水腫1例，停留精巣1例，両側精管欠損が1例であった。
超音波所見は前立腺の発育不全が1例，strong　echoが認められるものが12例，　dorsal　veinの拡張が7例，

cystic　lesionが8例にみられた。前立腺重量は年齢との相関を示さず精液所見との関連もみられなかっ

たが，前立腺にcystic　lesionのみられた8例中5例がazoospermiaであった。精嚢は描出されないもの
が2例あった。精嚢全体を描出できたものはその面積と各種のパラメーターとの関連を調べた。経直腸

的超音波検査は男子不妊症の患者の前立腺，精嚢の状態を観察でき，その有用性について今回検討をお
こなった。

VI－30 男子不妊症患者における前立腺超音波断層法の検討

富山医科薬科大学医学部泌尿器科

　○風間泰蔵，　太田昌一郎，　酒本　護，　布施秀樹，　片山　喬

【目的】男子不妊症における経直腸的前立腺超音波断層法の意義に関しては，われわれも以前に本学会

において報告しているが，特に男性不妊との関係が考えられている慢性前立腺炎にっいては，超音波所
見と臨床所見の相関が明らかでない場合も多いとされ，その有用性の評価に関してはさらに検討が必要
である。また，本法により時に見られる前立腺被膜外側のsonolucent　zoneにっいても，前立腺炎あるい

は精索静脈瘤との関係が示唆されているが，未だ明らかな関連にっいての報告はない。今回，これらに
っき当科症例における若干の検討を行なった。【対象および方法】昭和62年1月より平成3年9月まで
の間に不妊を主訴として当科を受診した男性患者のうち，精液検査および経直腸的前立腺超音波断層法
を施行した305名を対象とした。超音波所見は，内部エコー像，被膜エコー像などにっいて，膿精液症
（前立腺炎）あるいは精索静脈瘤などの臨床所見との関連を検討した。　【結果】膿精液症を認める群に

おいて，内部エコー像の不整，被膜エコー像の不整を認めたものはそれぞれ25％，10％であり，膿精液
症を認めない群の，18．4％，8．5％に比し，いずれも若干高い割合を示したもののあまり差がない結果で

あった。sonolucent　zoneにっいてはその前後径を測定し，なし～軽度，中等度，高度の3群に分けて検
討したが，精索静脈瘤，膿精液症のいずれも認めない群（203例）で，それぞれ66％，14％，膿精液症群

（21例）で57％，29％，14％，精索静脈瘤群（75｛列）で55％，22％，23％と精索静脈瘤を持っ群で高度の

ものが多かった。また高度のsonolucent　zoneを持っ精索静脈瘤患者3例の術後の同所見の経過を追ったと

ころ1例において縮小傾向が認められた。【結論】以上より，男子不妊症における前立腺超音波断層法

は前立腺炎に対してはあくまで補助的なものと思われたが，精索静脈瘤や骨盤内うっ血の新たな診断法
としての可能性が示唆される。
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VI－31 マウス着床前期胚に対するbiopsy法の検討

東邦大学医学部第一産科婦人科学教室

雀部豊，矢野ともね，安部裕司，臼井彰，池永秀幸，片山進，久保春海，百瀬和夫

【目的】ヒトX連鎖性劣性遺伝病の着床前診断法の確立を目的として、体外受精により得られたマウス
胚に対してbiopsyを行い、胚発生に及ぼす影響および摘出割球の損傷率を検討した。【方法】ICR系のマ

ウスを用い：豊田らの方法に準じて体外受精を行い、媒精6時間後に前核期胚を100μMEDrA加Whitten’s

mediumへ移し5％002　in　airで培養を行った。4細胞期、8細胞期、16細胞期の胚を、270μM　EDTA，0．4
　％BSA加Whitten・smedium（Ca＋＋，M9＋＋free）で約30分間前培養後、270μM　E班A，0・2％BSA，　O・3M　su－

crose加PBS（Ca＋＋，Mg→斗free）へ移した。倒立顕微鏡下にmicrom　anipulatorを用いてCohenらの方法に準

じたpartial　zona　diss㏄ti㎝を行い、透明帯に約30μmのslitを作った後、対極の囲卵腔にmedium　を流

入させることにより1個の割球をslitより押し出した。摘出割球と残りの胚を100μM㎜A加Whitten’s
mediumへ戻し培養を行った。対照は、　biopsyを行わずに培養を行った。【結果】4細胞期胚41個、8細

胞期胚38個、16細胞期胚39個に対してbiopsyを行い、その後の培養で、媒精96時間後に胚盤胞へ発生し
たものは、各々20個（48・8％）、32個（84・2％）、34個（87・2％）であった。対照として4細胞期胚50個、

8細胞期胚51個、16細胞期胚42個をbiopsyを行わずに培養したところ各々44個（88・0％）、46個（90．2％）、

39個（92．9％）が胚盤胞へ発生した。8細胞期、16細胞期は対照と有意差を認めなかったが、　4細胞期は

対照と比較して0．1％の危険率で有意に低率であった。Biopsy　後位相差顕微鏡下に摘出した割球の観察を

行った結果、損傷を受けた割球は、4細胞期0個（0％）、8細胞期1個（2・6％）、16細胞期0個（0％）であ

った。また、着床および着床以降の胚発生に及ぼす影響を移植実験により検討した。【考察・結論】今

回行ったbiopsy法は摘出割球、残りの割球双方に傷がつきにくく安全性の高い方法と考えられる。また・

8細胞期、16細胞期は着床前診断のためのbiopsyを行う時期として適切である可能性が示唆された。

VI－32 新しい尿中微量LH簡易検出キット（シュア・ステップLH）の臨床的有用性に関する

検討

山形県立河北病院産婦人科

○小田隆晴，太田信彦，赤塚和彦，大野　勉

不妊症治療において、排卵日の予知にLHサージを把握することが重要であり各種の尿中LH測定キッ
トが普及しその有用性が検討されている。今回われわれは不妊症婦人を対象に新しい尿中微量LH簡易

検出キットであるシュア・ステップLH（以下SS－LH）を用い排卵周辺のLHサージ検出に対する信頼
性と有用性につき検討した。　【対象と方法】対象は不妊症婦人25名、28周期で、卵胞径が12観を超

えた時点より、外来受診時の随時尿でSS－LHで尿中LHの検出を行い、同時にゴナールLH20，30，
40で尿中LHの半定量を行い比較検討した。　SS－LHは免疫クロマトグラフィーによるone　step測定法

でその検出感度は20～30mIU／meであり、明確なカラーバンドの出現で3分間で判定可能であった。

【成績】ゴナールLHによりLHサージを認めた26周期でSS－LHでは25周期で陽性となり、ゴナー

ルLHでLHサージを確認出来なかった2周期でもSS－LHでは陽性を示した。　SS－LH陽性時の平
均最大卵胞径は18．0±2．2・an、子宮内膜厚は10．1±Lsmaで、　SS－LH陽性日より87．1％が48時間以

内に排卵に至った。　【結論】SS－LHは3分間で微量LHを判定出来る簡便なテストであり、今後外来

での不妊症婦人の管理、ことに人工授精施行日の決定や性交日指導に有用であると考えられた。
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VI－33 尿中LH簡易測定キット（エルチェック⑪）の臨床的検討

横浜南共済病院産婦人科＊，横浜市大産婦人科＊＊
○飛鳥井邦雄＊，片桐信之＊，近藤芳仁＊＊，植村次雄＊＊，水口弘司＊＊

〈目的〉外来診療における排卵予知は基礎体温のほか超音波による卵胞計測、頚管粘液検査が一般的で

あるが、症例によっては（特にクロミド投与例）その判定に迷うことも少なくない。その確実性を上げ
る目的で、今回尿中LH簡易測定キットであるエルチェックを使用しその有用性にっいて検討した。　〈方
法＞17名の不妊婦人（平均年齢30．1歳、平均不妊期間2年4カ月）を対象に卵胞期後期より朝、昼、タ
の3回、連日患者自身によるエルチェックを施行させた。さらに同時期に連日超音波による卵胞計測と
採血を、排卵後は隔日に3回採血を行った。採血血清よりLH、エストラジオ・一ル（E2）、プロゲステロ

ン（P）をIRMAにて測定した。17名中10名はクロミド（CC）100mg／日x5日間の服用者である。
〈成績〉①LHサージと排卵（超音波にて確認）は全例に認められた。②エルチェックの陽性率はLHサー
ジをday　Oとするとday－2で1例（5．9％）、　day－1で9例（52．9％）、　day　Oで17例（100％）、　day　1

で11例（64．7％）であった。③エルチェック陽性の平均持続回数は5．1回（最小3、最大10）であった。

④排卵前の主席卵胞径はCC（一）群で21．7±2．1、CC（＋）群で27．7±3．7mmであった。⑤E2ピーク値

はday－1からday　Oに観察され、　CC（一）群で433±97、　CC（＋）群で1034±606pg／mlを示した。

⑥P値は全例dayOではlng／m1以下で、以後上昇を示した。⑦本研究施行周期に4例（23．5％）の
妊娠成立をみた。　〈結論〉エルチェックはその陽性持続期間は24時間以上と考えられ、1日1回の検査

でもより正確な排卵予知を可能にする極めて有用な方法であることが示唆された。さらに操作が簡便で
結果を保存しうることより、頻回の通院が不可能な患者においては自己検査により受精のタイミングを
図ることも可能である。

VI－34 デンシトメーターによるエルチェックを用いた尿中LHの定量化の試み

近畿大学医学部産婦人科

○石川　元春、高瀬　規久也、赤井　正彦、三橋　洋治、新屋敷　康、

　星合　昊、野田　起一郎

【目的】不妊症患者の診療上排卵の予知は妊娠率の向上に有用であり、現在尿中のLHを半定量するエルチェ

ックなどのキットが使用されている。このエルチェックを使用してより正確に尿中のLHを定量化することを目的に以

下の基礎検討を行った。　【方法】既知濃度のLHを使用して、標準曲線用の検体を作成した（0，5，IO，20，

50，1001UIL）。再現性の検討には閉経婦人の随時尿を使用した。添加回収試験には小児の尿（7歳、女児）の

尿に既知濃度のLHを加え20または401UILになるように調整しこれを測定した。また、交叉性を検討する
ために既知濃度のhCG（10，50，1001UIL），FsH（1001U／L），PRL（150ng／ml）を上記の小児の尿に加え測定した。

使用法にしたがって、それぞれの検体をエルチェックで発色させた。島津夘マトスキャナ（CS－900）を使用してスポットの

最大吸光度を計測し、測定波長を550n皿に設定した。それぞれのスポット周囲の吸光度を0に補正し、スポット中

央の吸光度を測定した。【結果】LH標準品を使用した標準曲線は10～1001UIL間でほぼ直線を示し、この
範囲で定量化が可能であった。閉経婦人の尿（n・2）を使用した同時再現性の検討では、それぞれ18，4±1．

641U／L（％CV・8．9），16．5±1．71UIL（％CV・10．3）であった。添加回収試験では、201UILで平均13．O％、401UILで

平均6．1％の回収率を得た。hCGを使用した交叉試験では、101U／Lでは測定感度（101U／L）以下であったが、

50，1001UILではそれぞれ19，401UILのLHに相当した。　FSHおよびPRLは交叉性を示さなかった。【結論】通
常は肉眼で半定量されているエルチェックを使用しデンシトメーターで計測することで、より正確な定量化が可能であ

った。また、測定感度は肉眼判定では201UIL以上であるが、この測定法では101UIL以上であり、より低濃度
の測定が可能であった。エルチェックはFSH及びPRLとは交叉性を示さなかったが、　hCGは約0．4の係数で交叉性

を示し、理論上251UIL以上のhCGを含む尿は陽性と判定されることから結果の解釈には注意が必要である。

以上の基礎検討から、排卵の予知に本方法を臨床応用することが可能であることが示唆された。
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VI－35 azoospermiaの1症例

浜松医大泌尿器科　東京大学泌尿器不：1＊

○寺田央巳，栗川　豊，影山慎1，lll口安モ，牛111知己

　鈴木和雄，河辺香月，田島　惇さ阿曽佳郎

　症例は27歳，男性。男r一不妊症を｝三訴に来院。現病歴は結婚後3年間不妊のため1991年5月31日近医

を受診。精液検査でazoospermiaの指摘を受け当科受診を勧められた。7月3日初診。既往歴，家族
歴に特記すべきことなし。初診時現症で左右精巣重量はそれぞれ12g，14g相当と正常大であったが
右副精巣は発育不良を示し，イi精管は触知できなかった。2回の精液検査はともにazoospermia。
内分泌検査，染色体検査には異常所見を認めなかった。そこで右精巣生検を行った。病理報告は
HypospermatogenesisであったがJohnsen’s　score　9であり精子形成能は確認されたため非内分泌
療法を開始した。その時点で精路通過障害が疑われたため1992年4月10日両側精管造影を施行した。
まず左陰嚢に皮切を入れ左精管を露“lil。左精管に対し順行性，逆行性に精管造影を行ったところ左精管

膨大部及び精嚢は造影されず末端のみが拡張し嚢胞状を示した。次いで右陰嚢に皮切を入れ，右精管を
検索したが同定できず，やむなく右陰嚢内容を創外に脱出させて検索した。その結果，副睾丸は頭部の
みで尾部は存在せず，右精管は同定できなかった。そのため右精管欠損，左精管通過障害と診断した。
その後，人Il精液瘤作成を試みたが左副精巣から精液を吸収しての検鏡で副精巣に精f一を認めず断念し

た。患者は挙児を希望しており，今後，AIDを予定している。以ヒ，右精管欠損，左精管通過障害を
呈したazoospermiaの1症例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する予定である。

VI－36 CUEによる排卵予知の検討

東邦大学医学部第2産婦人科学教室

O伊原佐江子，川村　良，天明麻子，大熊永子，岩垣史江，三島眞喜子，

　中込　才，小倉久男，

［目的］不妊外来での診療において、排卵日を特定するために行われている超音波断層法や尿中LHの

測定、尿中エストロゲンの測定、頸管粘液検査などは、排卵日に近い時期でないと予測することができ

ない。排卵障害のない患者に対する性交のタイミング指導やAIH施行日の決定の際、事前にある程度
排卵日を予測できるならば通院回数を減らすことができるとともに、その時の諸検査でより正確に排卵

日を決定できる。最近、排卵を予測する機器CUEが米国で臨床応用されているが、これは卵胞期に上

昇するエストロゲンにより引き起こされる唾液中のNa濃度の低下、すなわち電気抵抗の上昇を測定す

る機器で、6～8日前から排卵を予測することができる。今回、演者らはその有用性について日本人に

おける使用成績を検討してみた。

［方法」基礎体温（BBT）が2相性を示す不妊外来通院患者とボランティアに、　BBTとCUEによ
る測定を毎朝行ってもらい、これらから予測した排卵日と血中LH・尿中LHから予測した排卵日を比
較した。

［結果］CUEより予測した排卵日は、血中LH・尿中LHから予測した排卵日の±2日の籠囲内であ
り、それはBBT上の排卵日ともほぼ一致していた。

［考察1排卵日の決定において、CUEはBBTと同等な正確性を有しているが、　BBTは排卵前後の
結果を比較しないと排卵推測が不可能なretrospectiveな評価であるが、一方CUEは6～8日前より
予測できるprosp㏄tiveな手段であるため、月経周期が不順な患者に対してBBTよりも信頼性の高い

予測ができ、またある程度患者自身で推測できるという点は、BBT測定や頻回の通院等、精神的・経
済的負担を軽減させることができる。
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VI－37 黄体機能不全における各種パラメーターの検討

埼玉医科大学産婦人科
○佐久間　洋，梶原　健，吉松春彦，田辺博子，田島秀郎，堀中俊孝，

　小倉一仁，渡辺芳明，平野正子，堀切　浩，相馬廣明，畑　俊夫

　黄体機能は着床，妊娠維持に関し，重要な影響を及ぼす事が云われているが，診断，病態，原因に関
しては完全な一致を見るに至っていない。我々は，基礎体温，プロゲステロン値，子宮内膜の三つのパ

ラメーターより診断した黄体機能不全症例に対し，各種治療後の妊娠率等に関し検討した。
【対象・方法】1989年12月から1992年4月までに，不妊外来を受診した患者232名のうち，BBT

（B），血中P，値（P），子宮内膜（EM）のそれぞれのパラメーターにより診断した黄体機能不全例のうち

48例を対象とした。黄体機能不全の判定はBBT：高温相11未満または不整なもの，　P：黄体中期に10ng
ん8未満のもの，EM：黄体中期の内膜日付診で異常を認めるものとした。なお，男性因子のうち無精子
症は今回の検討から除いた。
【結果】各パラメーター異常の組合せによる妊娠率は，Bのみ群：7／16例（4　3．　8％），　Pのみ群：3／8例

（37．5％），EMのみ群：3／13例（23．1％），B＋P群：1／3例（33．3％），　B＋EM群：0／1例（0％），　P＋EM群

：1／4例（25％），B＋P＋EM群：1／4例（25％）であったが，各パラメーター異常ごとの妊娠率は，　B異常

含む群：3a　1％，　P異常含む群：31．6％，　EM異常含む群：22．　7％であった。一方，正常なパラメータ

ー を含む黄体機能不全例の妊娠率は，B正常群：28．　0％，　P正常群：34．　5％，　EM正常群：44．　0％であ

った。また，黄体機能不全例20例と正常例におけるLH－RH・TRH負荷試験で，　LH，　FSH，　PRLに関
して基礎値，反応値，d値を検討したが，有意差は認められなかった。以上より，子宮内膜異常を伴っ
た黄体機能不全群は妊娠しにくいことが示唆された。

VI－38 EIA法（MS－18）によるエストラジオール測定の臨床的検討

近畿大学医学部産婦人科教室

○赤井　正彦、石川　元春、高瀬規久也、三橋　洋治、新屋敷　康、

　星合　　昊、野田起一郎

［目的］現在エストラジオール（以下E2）測定は、主にRIA法が用いられているが、全測定時間が、約1時間と

いう短時間で、かっアイソトープを使用しないEIA法が、従来の測定法にかわり得るか否かを検討した．［対

象及び方法］当科にて体外受精一胚移植を施行するため、hMG－－hCGによる過排卵誘発した症例を対象とし

た．血清分離後一一20℃で凍結分注保存したペア血清を、EIA法・RIA法にて65検体をテ“ユプリケートで測定し

た．EIA法は、　MS－18（持田製薬）酵素抗体法で測定し、RIA法のE2は、SRL社測定にて測定した．（E2キット
「第一」II）　［結果］E工A法とRIA法は、相関係数0．93、危険率1％以下、　y（RIA）・1．26x（EIA）O．　sと、

非常に高い正の相関を示した．EIA法では、0．3ng／ml未満は測定できなかった．　Intra－assay（n・4）の変

異係数は、濃度により16．4％、8，53％、10．8％であった．Inter－assay（n・4）の変異係数も、濃度により18．3

％、10％、4％であった．［結論］①Ms－18は、0．3ng／ml未満は測定できなかった．②O．3ng／ml以上、10ng／ml

未満の範囲であれば、RIA法と高い相関があり、測定可能であった．③lntra－assay・Inter－assay共に、

0．3ng／ml付近はばらっきが認められた．④相関係数0．93、危険率1％以下と非常に高い正の相関を示した．

⑤RIA法は、MS－18より約1．26倍高い結果となった．［結語］現在外来診療において、E2測定はRIA法が

主になっているため、手技的に煩雑であり時には数日前のE2値の結果や、リアルタイムでわかる超音波断層装

置による卵胞経や子宮内膜厚測定、尿中エストロゲン半定量などを総合して効果判定をしているため、時に

poor－re8ponderをいっまでも誘発していたり、最適な状態での排卵誘発をのがしている場合がある．特
に体外受精一胚移植の施行時において最適な採卵のタイミングは、その後の妊娠率を大きく左右すると考え

られ、安定した結果の得られるEIA法が望まれていた．今回測定したHS－18は、Pure－FSH・hMG－hCGによ
る過排卵誘発周期の症例や、如ミフェン周期の排卵時期のE2の測定において十分に信頼できると考えられた．
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VII－1 不妊症患者における血清抗Ch【amydia　trachomatis抗体の陽性率

　　　　　一新しい測定法であるヒタザイムを用いて一

札幌医大産婦人科　　○福江ひろみ・山本　弘・井上雄子・金谷美加

　　　　　　　　　　　水沼正弘・藤井美穂・田中昭一・工藤隆一

　不妊外来を受診した390名に対し新しい血清クラミジア（Ch．）抗体測定法であるヒタザイムを用いて

Ch．抗体を測定し，　Ch．抗体陽性率とHSG・Rubin　test及び腹腔鏡の異常所見の有無とを比較検討した。

　Ch．抗体陽性率は23．8％（IgG　77％　IgA　5．6％，　IgG＋IgA　1α5％）であった。　IgG抗体価は，

IgG＋IgA陽性例で有意に高かった。　原発性不妊の20．・4％，続発性不妊の33，7％がCh．抗体陽性であり

続発性の陽性率が高かった。Ch．抗体陽性例のうち65例に頚管のCh．抗原を検索し3例が陽性で，その陽

性率は低かった。247例にHSGを施行しCh．抗体陽性例（陽性例）の5＆3％にHSGの異常を認め，陰性
例の34．3％より有意に高く，特にIgG＋IgA陽性例に高頻度であり75．0％にHSGの異常が認められた。しかし，

Ch．抗体価とHSGの異常の有無との相関はなかった。190例tlL　Bub　in　testを行い，陽性例の340％に，陰性例の

3α0％にRubin　testの異常を認めたが，両者には差はなく，陽性例でRubin　testの異常例が多いとは言えなかっ

た。腹腔鏡及び開腹手術を62例に施行し，陽性例の84．　6％　ec卵管水腫や癒着を認め特にIgG＋IgA陽性例（92．3％）

に高頻度であり，陰性例の33．3％より有意に高かった。子宮外妊娠の既往のある10例のうち80％が陽性であり，

子宮外妊娠例の陽性率は非常に高かった。Ch．感染は卵管性不妊の大きな原因であるが．頚管のCh．抗原

の陽性率は非常に低く，不妊症患者のCh．感染の有無のスクリーニングにはCh．抗体の測定が有用であり

陽性例特にIgG＋IgA陽性例に卵管障害のある可能性が高いことが示唆された。しかし，　IgA抗体陽性

例の夫婦に抗生剤を投与して抗体価の推移を検討したが，抗体価の低下や陰性化した症例は少なく，抗体
の測定だけでは治癒の判定は困難であった。

VII－2 不妊症患者におけるクラミジア感染症についての検討

島根医科大学医学部産科婦人科、平田市立病院産婦人科寧

栗岡裕子、高橋健太郎、吉野和男、迫田良一、北尾学、山本和彦t

　島根医科大学医学部附属病院産科婦人科及び関連病院を受診した患者に、のべ144回の抗クラミジア

抗体及び82回のクラミジア抗原検査を施行した。全患者の陽性率はIgG抗体（64倍）が81名（56．3％）、

IgG抗体〔128倍）が46名（31．9％）、　IgA抗体（16倍）が37名（25．7％）であり、クラミジア抗原陽性者は

4名（4．9％）であった。症状別のIgG抗体（64倍）陽性者は腹痛が48名中26名（54．2％）、切迫流早産が34

名中19名（55．9％〕、不妊症が22名中11名（50．0％）、出血が7名中4名（57．1％）、その他が9名中4名

（44．4％）であり、治療後の再検例（sexual　partner陽性患者を含む）は24名中17名（70．8％）であった。

不妊症におけるIgG抗体（64倍）陽性率は治療後再検例以外の群とは有意差は認められず、不妊症患者

では特に自覚症状がなくても有症状者群と同様の陽性率を示すことが認められた。また不妊症22名中4

名が卵管性不妊であり4名中3名（75．0％）がlgG抗体（128倍）陽性、　4名中1名（25．0％）がlgA抗体

（16倍）陽性であり、既往のクラミジア感染が卵管性不妊の原因であることも示唆された。また、不妊

症でない、　5名の10代患者全てにおいてlgG抗体（64倍）が陽性であり、今後の不妊症発症の問題もあ

り、本症の啓蒙の必要が示唆された。
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VII－3 血清抗クラミジア抗体陽性例における腹腔鏡所見の検討

東邦大学医学部第1産科婦人科学教室

　○矢野義明，森田峰人，安部裕司，白井　彰，雀部　豊，池永秀幸，
　　久保春海，百瀬和夫

　不妊を主訴に腹腔鏡を施行した患者のうち，血清クラミジア抗体が陽性を示した20例を対象として，

卵管。卵巣周囲癒着の有無および卵管通過性の有無について検討した。

　20例のうち，血清抗クラミジアIgG64倍陽性4例，　IgG128倍陽性4例，　IgG128倍およびIgA16
倍陽性12例であった。IgA16倍陽性群では，全例に卵管・卵巣周囲癒着を認め，肝臓表面の癒着を伴
う例も4例に認められた。IgG128倍陽性群では4例中2例に卵管・卵巣周囲の癒着が認められ，　IgG
64倍陽性群では癒着の存在する症例は認められなかった。また，IgA16倍陽性群では12例中8例で片

側あるいは両側の卵管閉塞を認め，IgA陰性群に卵管閉塞を認める症例はなかった。

　抗クラミジア抗体陽性例では高率に卵管周囲の癒着や卵管閉塞が認められ，積極的な腹腔鏡による精

査，加療が望まれる。また，血清抗体価の測定のみでは子宮付属器炎の確定診断は出来ないものの，抗

体価の検討によって・卵管周囲癒着の重症度を，ある程度推定できるものと思われ，特にIgA16倍の
検討が卵管障害の推定に有用であると考えられる。

VII－4 CA－125が高値であったChlamydia　trachomatis（C　h　T）に

よる骨盤腹膜炎（PID）の5例

向仁会　永井病院

○角田千恵子、永井　宏

　近年検査法の進歩により、ChTによるPIDの実態が明らかにされつつある。一方CA－125が卵巣癌
のみならず、子宮内膜症等の良性疾患においても高い陽性率を示す事は良く知られている。今回我々は、

CA－125が2100U／mlと異常高値を示し、開腹にてChT　PIDと診断した症例を経験し、CA－125と
ChT　PIDとの関連に興味をもち、症例を検討したので報告する。

〔症例1〕29才、既婚未妊。下腹痛排尿痛にて来院。子宮及び両側付属器に圧痛、左付属器に腫瘤、腹
水なし、CA－1251350U／ml。開腹所見は骨盤内高度線維性癒着、両側卵管水腫。〔症例2〕21才、
未婚。軽度の下腹痛、性器出血にて来院。ダグラス窩の圧痛、ダグラス窩に腫瘤、腹水少量、CA－125
200U／ml。腹腔鏡所見は両側卵管、卵巣采の線維性癒着。〔症例3〕23才、未婚。帯下感にて来院。
ダグラス窩の圧痛、腹水少量、CA－125314U／ml。腹腔鏡所見は骨盤内軽度線維性癒着、子宮内膜症
1期。〔症例4〕24才、未婚。発熱、下腹痛にて来院。IUD挿入中であり、子宮体部に圧痛、腹水多量、

CA－125634U／ml。〔症例5〕24才、未婚。腰痛にて来院。子宮体部に軽度圧痛、左付属器に腫瘤、腹
水なし、CA－125425U／ml。
　5症例とも頸部クラミジア抗原陽性、IgA、IgG抗体は陽性であり、症例1をのぞき若年未婚であった。
ChT　PIDでCA－125が高値を示したのは、腹膜に炎症等の刺激が加わり、　CA－125産生が誘導された
ためと推測されるが、更にChT感染とCA－125産生が、より密な関係にあるのではないかと示唆される。

今後ChTによるPIDの増加に伴い、このような症例に遭遇する機会は増えてくると思われ、その診断
にあたっては十分の注意が必要であり、早急に治療を開始すべきと思われる。
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VII－5 クラミジア頸管炎に対するトスフロキサシンの有効性の臨床的検討

虎の門病院産婦人科

○高橋敬一，伊豆田誠人，奥野　隆，東梅久子，児島孝久，佐藤孝道

騰羅楓聡響甥驚∫鷺無襟窮臨鵠鱗藷：要野搬麗
を行うことで，クラミジア頸管炎に対するTFLXの有効性にっいて臨床的に検討した。

【方法】クラミジア抗原検査はイデイアクラミジア（協和メデックス）を使用した。TFLX投与は450㎎，分3，2

週間投与した。クラミジア抗原陽性が確認された場合はパートナーにもクラミジアに有効な薬剤を2週間投与し，

抗原陰性になるまで性交渉を控えるよう指示した。クラミジア抗原陰性の判定検査はTFLX投4終了直後から2ケ

月以内に行った。

【結果】1）クラミジア抗原陽性でTFLXを投与した患者は12例であったが，投与後は全例クラミジア抗原が陰性

化した。2）TFLX投与終了直後に効果判定できたのは5例であったが，すべて陰性化していた。3）前記12例中，

膣培養検査を同時に行ったのは8例であったが，淋菌，大腸菌などの病原菌は認めなかった。

【結論】1）TFLXはクラミジア頸管炎に有効である事が明らかになった。2）クラミジア頸管炎に対するTFLXの

投一与量は450㎎／日，2週間で充分である事が示唆された。3）今回の検討12症例中8例においては，下腹痛・帯下

の原因菌はクラミジアであると考えられた。4）したがって帯下・下腹痛を訴える患者に対しては，当初よりクラミ

ジアにも有効な薬剤を考慮する必要性が示唆された。

VII－6 機能性不妊症のカップルでのUreaplasma感染治療の意義

JA相模原協同病院　産婦人科

○佐藤芳昭，三宅崇雄，松信　晶，望月愛郎，大沢章吾

　Ureaplasma　urealyticum（UU）の精液感染の意義にっいては意見がわかれている。今回われわれは，

特に機能性不妊と診断した症例のうち，夫の精液中のUU感染が陽性であった30例に対して，妻側の頸
管部よりUUの検出を行ない，その一致率を検討した。又陽性例には。floxacin（OFLX）300㎎／日28日

間の連続投与を行って，UUの消失の有無，精液性状の改善の有無，および治療後の妊娠成立の有無に

っいて検討を加えた。同時に他の混合感染の有無をみるため，一般細菌，淋菌，クラシジア，GBSの
検出も同一検体にて行った。対照としては正常妊娠6～8週の妊婦より，同様の検出を行った。
　結果は夫の精液でUUが陽性であった妻側の培養で，24例（80％）にUUをみとめた。対照の正常妊

娠例では18％であった。
　夫がクラシジア抗原陽性は3例（10％）であり，妻側は2例（20％）で，又同時に検出出来たのは一例

のみであった。GBSは夫5例（16．6％），妻10例（332％）であり，一致率は5例（100％）であった。
淋菌が検出された症例は存在しなかった。一方OFLXの治療によるUUの消失は夫26例（83．3％），妻
20例（83．3％）と全く同一であった。治療による精液性状の改善は，精子数には差がみられなかったが，

その運動率，WBCおよびagglutination現象の減少をみとめた。治療後に妊娠した症例は20例（66．6％）

であり，そのうち自然妊娠10例で，残りはAIH等であった。
　以上より機能性不妊のカップルにおいてはUUの検出をこころみることは有意義であり，又OFLXで
の治療は精液性状と妊娠率の改善に役立つと考えられる。
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VII－7 膿精液症に対する抗菌剤の有用性に関する検討

東北大学泌尿器科　蓮田精之、前原郁夫、中角尚誉
　　　　　　　　　　平松正義、高橋　　勝、折笠精一一

【目的】不妊患者における膿精液症の治療法はいまだ確立していない。我々は膿精液症患者11例に対

し、抗菌剤を投与しその有効性について検討した。

【対象および方法】対象は当科不妊外来を受診した患者のうちs精液中に　1回以上5×106／ml以上の

白血球を認めた11例で、年齢は平t＄34．5（30－40）歳、不妊歴は平均5年4カ月（1年6カ月一10年）で

あった．抗菌剤としてオフロキサシン（oax）　300mg／日を12週間投与し、精液中の白血球数と
lysos。me酵素の一一種である穎粒球エラスターゼ（GE）値および精子運動性の推移を検討した。8例が
以前に何らかの内服治療を受けていた。投与前の精子濃度は平均69。2（5．5－142）×106／m1で1例を除
いて20×IO6／ml以上であったが、運動率は平均42．3（27．5－－51．5）％で1例を除いて50％未満であった。

精子運動能（SMEI）は平均61．9（19．4126．6）で6例は70未満と低下していた。　GE値は平均2508　（39－8750）

μg／Lで、9例が250μg／L以上　と高値を示したe精液培養は全例で陽性で、ほとんどが尿道常在菌

であったが、1例にUreaplasmaを認めた。

【結果】12週後の精液中白血球数は3例で消失もしくは低下したが、8例では不変であった。GE値

が高値を示した9例中3例は40％以上低下したが、3例は不変、3例は上昇した。精子濃度の増加を認

めたものはなかった。精子運動率は2例で10％以上増加した。SMEIは5例でCO％以上増加した。個々

の症例で白血球数、GE値、精子運動性は様々な経過を示したが、前2者がともに改善した1例では
運動率、SMEIともに改善し投与中に妊娠した。投与後の経過中にのべ4例（IVF－M　1例、　AIH　1例、

自然妊娠2例）の妊娠が確認され、うち3例は精液中白血球が消失した症例であった。

【結語】12週間の検討では白血球の減少に対し、抗菌剤の十分な有用性を確認することはできなかっ

たが、投与中止後に白血球が消失し妊娠した例もあり、投与方法についての再検討が必要と思われた。

VII－8 当科におけるクラインフェルター症候群の臨床的検討

藤沢市民病院泌尿器科朝倉泌尿器科医院X
O新井　学，長本　章裕，齋藤　和男，増田　光伸，広川　信

朝倉　茂夫”

過去当科において経験したクラインフェルター症候群17例について臨床的検討を加えた、
内訳は小精巣などの性腺発育障害や2次性徴の欠如などで発見された3例、精巣疾患の経過観察中に偶然

発見された小児2例、不妊を主訴として発見された12例であった。

染色体分析では不妊を主訴とした1例が46XY／47XXYのモザイク核型を示した他はすべて47
XXYであった。小児2例とモザイクの1例をのぞく14例の精巣容量は平均2．2mlと小さかった。精
液検査を行った11例の平均精液量は2．2皿1であったが、モザイク例を除きすべて蕪精子症であった。

モザイク例の精巣容量は左2ml、右1mlで、精液所見は精液量が2．1　ml、精子数1．9×106／ml、運

動率74％であり、後に2児を得た。血液中のFSH・LHは正常よりもやや高い値を示す傾向にあった
が、正常値を示す例も一部に認めちれた。血液中テストステロンは平均3．4ng／皿1と正常下限であるが、

症例によりかなりのばちつきがあった。LH－RH負荷試験ではLH、　FSHともに上昇するが、上昇率
は低かった。精巣生検を行った11例では全例に精細管の萎縮、或いは線維化が認められ、ライディッヒ
細胞は増殖を示す症例が多かった。
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Turner症候群にみられた原発性無月経の骨代謝におよぼす影響にっいて

東京医科歯科大学医学部産科婦人科学教室，＊同小児科学教室

○金子　均，小山嵩夫，麻生武志，＊関野高弘

　Turner症候群と診断された10代の2例にっいて，内分泌および骨代謝の面から検討を行った。【症例1】M．　N．

19歳OGOP。■3月，13歳時，低身長を主訴に当院小児科受診。　Turner症候群の診断にて蛋白同化ホルモ

ン，成長ホルモン等による治療を行っていたが，H3年1月，骨年齢が15～16歳となり身長の伸びが期待できなく

なったため，ホルモン補充療法の可能性について当科受診。受診時身長140翻，体重65kg。二次性微はほとんど認

められず。各種ホルモン検査データではFSH49．6mlU／me・LH　13．81Uノ柁，　E2＜10　P9／初であった。骨量計測

ではMD法で6点と初期の骨粗髭化を示し，　DIP法ではΣGS／D　1．82　mm　Al，MC　I　O．361，QCT法第3腰椎CaC

O3相当値141ngノ鰯と骨濃度の低下が認められ，　DEXA法では，　AP　spine　L　2－L41．055g／葡，Lateral　spine

L2－L30．748　g／■2，　Femur　neck　O．　780　g／㎡となり，APとFemurで正常下限，　Lat．では正常範囲内であっ

た。【症例2】M．1．17歳OGOP。　S　62年2月，12歳時，低身長を主訴に当院小児科受診。　Turner症候群の診

断にて成長ホルモソ等による治療を行っていたが，H4年4月，17歳時，身長147．2cm（－2S．D．）とほぼ目標身
長に達したため，ホルモン補充療法の可能性について当科受診。受診時体重50kg。二次性微はほとんど認められず』

FSH　156．7mIu／徳，　LH　32．4mIU／me，　E224P9／磁であった。骨量計測ではMD法で9点と1度の骨粗髪化を

呈し，DIP法ではtΣGS／D　1．42”zmAl　，　MCI　O．249と低値を示し，　DEXA法でも，　AP　spine　O．827g漏，Lat．

spine　O．518g／㎡，　Femur　O．　750　g／edと，　APおよびFemurで低値，　Lat．で正常下限の結果を得た。【結語】

Turner症候群では，10歳代後半よりすでに明らかな骨量の低下を来たすので，若年の長期無月経症例への対応と
して，ホルモン補充療法による内分泌環境の積極的調整が必要であると考えられる。

VII－10 妊娠したTurner症候群の2症例

　慶鷹義塾大学医学部産婦人科、日本鋼管病院産婦人科＊

○小関みずほ、田村昭蔵、藤田則子、永井孝＊、青木大輔、野澤志朗

　Turner症候群特にXOモザイク症例の中には初潮は自然に発来するが早期に続発性無月経に陥り、妊
孕能を失うに至る症例が少なくない。このような症例を如何に早期に診断し、妊娠の機会を与え、健常
児を得させるか、その為の適切な対応策に関しては尚不明の点が多い。われわれは最近、性染色体構成が

45×0／46，XXXと45×0／46，XXで末梢血と皮膚培養細胞における構成比が酷似する2症例を経験し、
前者は全胞状奇胎であったが、後者は目下順調な妊娠経過を辿りつつあるので報告する。

【症例1】E．0．初潮14才、頻発月経を主訴として16才時日本鋼管病院を受診、45×0／47，XXX（55／45
％）と判明した。17才頃には比較的月経整調であったがその後不整となった。当院初診は一、当時

20才、未婚、ほぼ典型的なTurner症候群の臨床像を呈していた。皮膚片培養による染色体検査の結果は

45XO／47，XXXで（73／27％）であった。結婚まで排卵を抑制することが得策と考えロリソディオールを

Pincus方式にて投与し、平成3年12月結婚したので投薬を中止した。児を熱望したのでクロミドを用
いたところ3周期目に妊娠した。しかし超音波画像診断上全胞状奇胎と診断されたので妊娠9週5日に

子宮内容除去術施行、1週後再掻爬、目下順調な経過を辿っている。
【症例2】K．1．初診■10月、13才、主訴は無月経・低身長、ほぼ典型的臨床像を呈し、染色体

は末梢血で45XO／46，XX（57／43％）、皮膚で（74／26％）と判明した。その後暫らく来院しなかったが14

才に自然に初潮発来、始めほぼ整調に月経をみたがやがて不整となり周期20－－90日、持続6～7日、経

血量も多く、月経痛も強かった。平成4年4月結婚、最終月経平成3年11月23～29日以後無月経となっ

たため平成4年5月7日来院、超音波画豫診断上妊娠18週4日と診断、羊水穿刺による出生前診断にても

特に異常なく目下順調な妊娠経過を辿っている。
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VII－11 続発性無月経を呈したpituitary　microadenoma随伴性Turner症候群

長崎大学産婦人科教室
○小濱正彦，布施正樹，石丸忠之，山邊　徹

　Turner症候群は、低身長、翼状頸および外反肘を表現型の3主微とし、X染色体短腕の欠損あるい
は構造異常を示し、性腺は痕跡状で、原発性無月経をきたすことが多い。しかし、mosaic　typeにお

いては排卵を認める例があり、現在までに、妊娠に至った症例が報告されている。今回、私どもは、
pituitary　microadenomaを伴った続発性第2度無月経のいわゆるTumer症候群mos　45，X／46，Xr（X）に

おいて、排卵誘発に成功した1例を経験したので報告する。患者は29歳で、未妊、身長143cm、体重
49kgで外表奇形はない。初経14歳、周期は60～90日で不順、持続は10～14日間で、月経痛はない。
19歳の頃より無月経のため、近医でclomidによる排卵誘発が行われ、排卵が認められていた。20歳
の時、精査目的で当科を受診した。初診時、LH　・一　RH　testで、視床下部性無月経と診断された。低身

長以外に翼状頸および外反肘はなく、また、内診上、特記すべき所見はなかったが、高プロラクチ
ン血症（PRL：53．2ng／ml）を認めたため、clomifene－bromocriptineの併用療法を行った。その後、排

卵を認めたが、23歳の時、再び無排卵となり、hMG－hCG療法に変更したが、排卵は認められなかった。

25歳の時、再びclomifene－bromocriptine療法を開始し、以後、散発性に排卵が認められていた。
28歳の時，高プロラクチン血症（PRL：20．5ng／m1）の精査のため，頭部CTおよびMRIを施行し，pituitary

microadenomaを指摘された。末梢血リンパ球の核型はmos　45，X／46，Xr（X）で、その比率は143：7で

あった。現在、clomifeneとbromocriptineの併用で排卵を認め、経過観察中である。本症例は
Tumer症候群（mosaic　type）にprolactinomaを合併した比較的まれな例である。

VII－12 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

医療法人　假野クリニック

o假野隆司、古殿正子、奥山恵子、石井みさ子

〈目的〉妊娠の早期予後診断の信頼性、迅速性を高めるなかで習慣性流産の早期診断を検討すること。

＜対象と方法＞1990年7月に基礎体温の高温が16日以上持続し分娩歴がなく甲状腺機能障害・
子宮筋腫・頚管不全症を合併しない70例の不妊症患者を対象とした。BBT＋16Dayに血中HCGを（RIA、
HCGβダイナパック㊤EIA法）で測定、尿中HCGをHCGテストパック⑪で半定量判定、その後の妊娠経

過を検討し、流産例についてその原因をretrospectiveに検討、29例の原因不明流産（67．4％）
にっいて染色体・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Ig
M）を調べた。

＜成績＞1）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があり、また両
者ともHCGテストパックの半定量判定と有意に相関した。RIA法HCGβは前2assay系と有意な相関関
係がなかった。　2）原因不明流産の72．1％、予後良好（RIA法HCG値223．6mlU／ml、　HCGβダイナ

パックEIA法HCGβ値170．3mIU／ml以上）と診断されその後流産に終わった5例の80．0％が習慣
性流産（ほとんどが免疫流産）の可能性が高いと考えられた。

＜結論＞1）BBT＋16DayのHCGβダイナパックEIA法HCGβ値はRIA法HCG｛直とHCGテストパックの半
定量判定は妊娠の早期予後診断に有用であるがRIA法HCGβは不適当である。2）予後良好と診断され
た症例が流産に終わった場合、流産回数にかかわらず習慣性流産を疑い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。
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VII－13 原因不明習慣流産患者に対する大量人免疫グロブリン療法の作用機序に関する
研究

慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室

○丸山哲夫、牧野恒久、小沢伸晃、松林秀彦、斉藤　優、野澤志朗

【緒言】習慣流産に対する夫リンパ球皮内i接種による免疫療法に関して、70－80％と高い奏効率が報告さ

れているが、免疫療法に抵抗して流産を反復する症例や、夫が感染症を有するため、免疫療法が施行出
来ない症例も存在する。1989年Mueller－Eckhardtらにより、免疫療法のalternative　treatmentとして、

大量人免疫グロブリン療法（IVIG）の有用性が報告されて以来、世界で数施設において施行されている。

今回われわれは、夫が感染症を有している症例および免疫療法に抵抗して流産を反復する症例を適応と
して、患者の十分なinformed　consentを得た後、　IVIGを施行した。

【方法】原因不明習慣流産患者8名に対し妊娠判明時（5週）に、SANDOGLOBLIN　25g（O．5－O．6g／kg　body）

を緩徐に静注し、以後2－3週間間隔で209（O．3－O．49／kg　body）を2回投与し妊娠12週まで、計3回投与し

た。免疫モニタリソグとして、妊娠前および妊娠初期における患者リγパ球サブセットの解析、自己T細

胞レセプターに対する抗イディナタイプ抗体、フローサイトメトリークロスマッチ（FCXM）による抗リソパ球

抗体の検出を行った。

【結果】8例中3例が満期産児を得て、3例は流産、2例は現在妊娠24週と12週である。流産の転帰をと

った3名はいずれも夫あるいは第3者リソパ球皮内接種による免疫療法に抵抗して、流産を反復した症

例で、IVIG施行前の既往流産回数は14回、7回および5回であった。またFCXMでは、　IVIG後に明ら
かな夫T細胞に対する特異的な抗リソパ球抗体の増加は認められなかった。
【考察】IVIGの作用機序のひとつとして挙げられている遮断抗体の受動投与というメカニズムは考えに

くいことが示唆された。IVIG施行患者のbackgroundおよび治療経過における免疫モニタリソグの結果も交

えて、IVIGの有用性と作用機序につき検討を加える。

VII－14 流産胎児の染色体異常

一 原因不明習慣流産患者における免疫療法後流産例の検討一

名古屋市立大学医学部産科婦人科学教室

○岡田節男、種村光代、飯田忠史、鷲見　整、生川剛史、梶浦詳二、

　青木耕治、鈴森　薫、八神喜昭

【目的】習慣流産患者においては総合的な原因検索が行われ、原因の明かでない症例に対し免疫療法が

施行され良好な結果が得られているが、なお流産例も存在する。これら流産例の原因を追求する目的で

流産胎児の染色体分析を行った。【方法】1992年5月までに原因不明習慣流産患者で免疫療法施行後流
産に至った例の中で、絨毛組織の得られた26例について染色体分析を試み、25例から結果が得られた。

これらにおける染色体異常出現頻度とその種類について、ほぼ同期間に行った一般の流産胎児染色体分

析結果と比較検討した。また両群において超音波検査での胎児心拍確認の有無、および母体年齢と染色

体異常出現頻度との相関について検討した。染色体分析は流産胎児組織として絨毛を用い、8～14日間

培養後、G－Band法にて行った。【結果】免疫療法施行群では染色体異常は60．O％（15／25）に認め

られた。異常の内訳は常染色体トリソミーが12例、三倍体が3例であった。一般の流産群では58．3％
（45／80）が異常で、内訳は常染色体トリソミーが38例、三倍体が6例、　Xモノソミーが1例であっ

た。胎児心拍確認の有無による染色体異常出現頻度の比較では、免疫療法施行群において差は認められ

なかったが、一般の流産群において心拍未確認群のほうが心拍確認群に比べ異常が高頻度であった。母

体年齢との関係では、両群とも染色体異常が高齢群ほど高頻度であった。【考察】今回の結果より免疫

療法を施行した原因不明習慣流産患者の流産において、一般の流産と同様に胎児の染色体異常がその主

たる原因の一つと考えられた。一方、胎児染色体核型正常であっても免疫療法無効な例が認められるこ

とから、習慣流産における他の原因の存在も推察された。
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VII－15 我々の教室における反復流産に対するスクリーニング検査及び治療の評価

聖マリアンナ医大産婦人科

○徳山　真弓、林　和彦、与那嶺　京子、堀越　裕史、栗林　靖、

　斉藤　寿一郎、石塚　文平、浜田　宏

　自然流産を2回以上繰り返した65組の夫婦に対し、免疫学的検査を含めたその原因の諸検査を行い、

治療を試みた。
【対象】原因検索から対象は、①染色体異常　5例　②子宮形態異常　10例　③抗リン脂質抗体陽性

7例④内分泌異常　黄体機能不全　8例　高プロラクチン血症　2例　甲状腺機能異常1例⑤原因
不明　43例（免疫学的不均衡が疑われるもの23例）に分類できる。　（重複あり）
【治療方法】子宮形態異常についての検索は、HSG、子宮鏡、腹腔鏡で総合的に行い、双角子宮以外

で手術を必要とした例では、できる限り腹腔内癒着防止の目的で、子宮鏡下経頸管的切除術を実施した。

実施した5例中1例は3回の経頸管的切除術を行った。抗リン脂質抗体症候群には副腎皮質ホルモン及

び少量アスピリン療法を、また原因不明反復流産患者のうち免疫学的異常が考えられる症例は、
infomed　consentを与え、夫リンパ球免疫療法で治療を試みた。なお、免疫抑制機能の判定は、リンパ
球混合培養、リンパ球細胞障害毒試験、さらに簡便法としてのフローサイトメーターを用いた二重染色

法によるT細胞サプセット分析の実施で、suppressor－－inducer　T　cel1、　helper－inducer　T　cell、

cytotoxic　T　cellの変化の測定によった。

【成績】加療後の妊娠は、①2例②3例③4例④6例⑤22例（免疫療法後11例）、流産に
終わったものは免疫療法施行後の2例（流産率18．2％）であった。

VII－16 流産予防法としての甲状腺剤療法

神戸大学医学部産科婦人科学教室
○山辺晋吾、片山和明、山口　聡、阿江　孝、萬代喜代美

　丸尾　猛、望月眞人

〔目的〕第36回日本不妊学会において、われわれは切迫流産の予後不良例では血清free　triiodothyron
ine（FT3）、　free　thyroxine（Fr4）が予後良好例に比べて有意に低値であることを報告した。今回は前回

の成績を踏まえて、非妊時あるいは妊娠の初期にこれらの値が低値である症例に対して甲状腺剤を投与

し、その流産予防に対する効果を検討した。　〔方法〕対象は当科外来に通院巾の非妊時あるいは妊娠
初期の血清FT4が1．2ng／d　l未満の初期妊娠患者18名である。これらの患者のうち11例（61．1％）は過去

に1回以上の流産を経験している。これらの患者に、非妊時（9例）あるいは妊娠の初期（9例）より、
甲状腺剤（1－T4あるいは1－T3）を投与し、　FT3、　FT4、　TSHをモニターしながら妊娠の経過を観察した。

なお、対照は甲状腺剤療法を行なわなかった切迫流産娠症例42例とした。なお血清FT3、　TSHはRIA法に

よりFT4はEIA法により測定した。　〔成績〕①甲状腺剤療法を行なわなかった対照症例42例のうちFr4
が1．2ng／dl以上の症例は25例であり、1．2㎎／dl未満の症例は17例であった。　FT4が1．2ng／dl以上の群で

は25例のうち6例（24．O％）が流産に至ったが、1．2ng／dl未満の群では17例のうち12例（76．　O％）が流産に

至り、両群間の差は有意（pく0．005）であった。②非妊時より甲状腺剤療法を行なった9症例の治療開始
時の血清ホルモンはFT3：3．26±ユ．19pg／m　l、　FT4：0．91±0．36ng／d　l、　TSH：7．1±3．　30　pt　U／mlであり、妊娠初期

より甲状腺剤療法を行なった群の妊娠初期（治療前）のそれはFT3：4．　17±0．39pg／m　l、　FT4：1．19±0．23㎎／

ml、　TSH：2．88±3．20μU／mlであった。　③非妊時より治療を行なった9例のうち1例、妊娠初期より治療

を行なった9例のうち2例が流産に終ったが、他の15例（83．3％）は良好な妊娠経過をたどり、トータル
の流産率は16．7Xであった。　〔結論〕subclinica1な甲状腺機能低下症の患者に対し甲状腺剤療法は流産

の予防という意味で有用な方法であると考えられた。
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VII－17 当科を受診した反復流産患者の統計的検討

札幌医科大学産婦人科学教室

　　○山本　弘、井上雄子、福江ひろみ、金谷美加

　　　水沼正弘、藤井美穂、田中昭一、　工藤隆一一

　最近4年間に当科を受診した2回以上の流産の既往を持つ55組の夫婦を対象に統計的検討を行なった。
対象婦人の初診時平均年齢は31．4歳、平均流産回数は2．3回、流死産率は94．8X（128／135妊娠）、流産時期

は98．4％はfirst　trimesterであった。原発性習慣流産は87．3％（48例）、続発性習慣流産は12．7％（7例）で

あった。HSGで子宮内腔の異常のある例は8．　O器（4／50例）で、双角子宮3例、中隔子宮1例であった。高プ

ロラクチン血症および甲状腺機能異常症例はなかった。NIDDMを1例認めた。黄体機能不全は54．　5X（24／44

例）であった。自己免疫疾患が原因と考えられる何らかの自己抗体陽性例が18．2X（10例）存在した。橋本

病1例、抗リン脂質抗体症候群3例、DLE　I例、　ITP　1例、抗核抗体のみ陽性例4例である。　aPTT延長例
は14．O％（7／50例）あり、全例が自己抗体陽性例であった。染色体異常夫婦は7．3X（4例）で、相互転座3例

ロバートソン転座1例で、この他に正常変位である逆位が3例認められた。夫婦間での肌A特異性共有率
はDR座（80．　O器）およびDQ座（70．9％）で有意に高かった。48症例に免疫療法を行なったが、この内26例が妊

娠し、13例が生児を得、7例が妊娠中、6例が流産した。妊娠中を含めた免疫療法の成功率は76．9X（20／

26例）と高く、習慣流産の治療に非常に有効であった。なお、免疫療法をしたにもかかわらず流産に終わ

った症例は、1例を除き何らかの流産原因のある症例で、双角子宮と黄体機能不全と橋本病を合併した

症例、染色体異常例、INDDM例および2例の抗核抗体陽性例であった。抗リン脂質抗体症候群3例と抗核

抗体陽性例2例に対しプレドニン、低容量アスピリン療法を行い、2例が生児を得、2例は妊娠継続中で
あり、この治療法も非常に有効であった。

VII－18 卵管検査周期の妊娠例

岡山中央病院　産婦人科

○伊原直美、林　伸旨、西条仁子、金重恵美子

〔目的〕卵管検査をおこなった周期に妊娠成立した症例の、治療内容および予後を検討した。

〔方法〕挙児希望で来院し、1990年1月一1991年12月に妊娠成立をみた308例のうち、妊娠成立周期に

卵管検査をしていた症例は、通気検査35例、通水検査17例、子宮卵管造影検査HSG24例の76例（25％）

あった。妊娠周期に卵管検査をしていなかった症例を対照群として検討した。

〔成績〕当科初診から妊娠までの治療期間別検討では、6カ月未満症例の44％、6カ月一ユ年未満症例

の16％、1年一2年未満症例の17％、2年以上症例の13％に妊娠周期に卵管検査をおこなっていた。特

に高率であった6カ月未満症例の検査方法は、通気44％、HSG42％、通水14％であった。不妊期間、

妊娠・分娩歴は対照群、卵管検査群で差違を認めなかったが、不妊原因は、対照群の男性因子43％、排

卵因子32％、子宮内膜症13％、卵管因子11％に比較し、卵管検査群では原因不明34％、排卵因子21％、

子宮内膜症11％、卵管因子11％で、男性因子が少なく不妊原因が明らかでない症例が多かった。非妊娠

周期における腹腔鏡および開腹手術は、それぞれ対照群25％・9％、卵管検査群20％・9％であった。

妊娠周期の卵胞刺激は対照群80％、卵管検査群74％におこなっていたが、hMG療法は対照群25％、卵

管検査群5％であった。配偶者間人工授精および体外授精による妊娠例は、それぞれ対照群38％・9％、

卵管検査群18％・O％と卵管検査群で少なかった。

流産率・外妊率。多胎妊娠率は、それぞれ対照群21％・4％・5％、卵管検査群17％・3％・3％とほ

ぼ同じであり、検査方法別では、流産、外妊が通水で、多胎はHSGで、それぞれ高率であった。

〔結論〕妊娠周期に卵管検査をおこなっていた症例は、不妊原因スクリーニングのために検査機会の多

い治療期間6カ月未満で44％、また治療期間1年以上でも16％と高率を占めていたことは興味深い。
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VII－19 当院における腎移植後の妊娠分娩例

金沢医科大学産科婦人科学教室
　○羽根淳治，福間秀昭，丹野治郎，上田由生子，吉田勝彦，井浦俊彦，

　　高林晴夫，桑原惣隆

腎移植患者における性機能の回復と妊孕能の向上は患者ならびに家族にとり大きな福音であるが、妊娠の

移植腎に対及ほす影響も重大であるので、妊娠許可条件としてはDavisonの基準が広く利用されている。今

回、我々は国内外で極めて稀な腎移植者における自然排卵による品胎妊娠分娩例および死体腎移植後妊娠

を含め、当院における6例の妊娠分娩例を経験したので報告する。症例1：26歳，腎移植後3年目に
妊娠．経過は順調であったが妊娠37週で水腎症となり無尿を呈したため38週にて帝切施行，3114gの

女児娩出。水腎症は産褥18日目に消失した。その3年7カ月後、再び妊娠し経過順調であったが、37
週で水腎症t38週で帝切にて3256　gの男児娩出。症例2：32歳，腎移植後6年2ヶ月にて妊娠。38
週で帝切にて2838gの男児分娩。妊娠，分娩，産褥期を通じ異常を認めていない。さらに1年後再妊娠と

なり、妊娠経過中異常なく38週で2862gの男児娩出。症例3：37歳，腎移植後4年5ヶ月目に妊娠し
順調に経過したが高齢初産，骨盤位を考慮し、39週で帝切となり3236gの男児出産。症例4：30歳，

腎移植後3年5ヶ月に妊娠。経過は良好であったが高齢初産，軟産道強靭症のため、37週で帝切にて

2910gの男児出産。症例5：34歳，腎移植後2年目32歳の時、帝切にて女児一人（3185g）出産。3年
10カ月目に品胎妊娠となり経過は比較的順調であった。妊娠33週，帝切にて第1子は1686gの男児，
第2子は1954gの男児，第3子は2118　gの男児を分娩．肺の成熟も良好。　IRDSも起こさず予想以上に順

調に発育．症例6：36歳，腎移植後5年3ヶ月後、妊娠となり現在妊娠経過中で異常なく、平成4年
10月6日分娩予定である。この症例は当院における初めての死体腎移植成功例である。以上の如く腎移

植者の妊娠は移植腎や尿路系への影響，拒絶反応，精神的負担などの問題があり、妊娠許可に際し慎重な

対応が必要となる。

VII－20 卵管妊娠に対するMTX局所注入療法の試み

佐賀医科大学産婦人科　○野見山真理、杉森甫

上五島病院産婦人科　　　宗完子

高邦会高木病院産婦人科　中村加代子

【目的】今回我々は卵管妊娠に対する薬物療法としてメソトレキセート（MTX）局所注入療法を試み
たのでその有効性にっいて検討した。【対象および方法】対象は当科において1991年5月より1992年4月

までの1年間に腹腔鏡下に未破裂卵管妊娠と診断した6例で、原則としてMTX20mgを卵管妊娠部に腹
腔鏡下局注を行った。局注後、尿中hCG値の再上昇および持続的高値の場合にMTX全身投与を追加

した。対象症例の平均年齢は29．3歳、妊娠週数は5週2例、6週2例、9週1例、12週1例であった。
【結果】局注時尿中hcG値は256～20460iu／1、平均3879iu／1であった。経腔超音波検査にて卵管内胎

嚢（GS）像および卵管血腫像を認めたのは3例、GSは不明瞭であり卵管血腫像のみ認めたものが3
例で、胎芽心拍動は1例に認められた。腹腔鏡検査で確認した妊娠部位は膨大部4例、峡部1例、問質
部1例であり、腹腔内出血は0～100ml、平均33．3mlであった。使用したMTX総量は20～240rng、平均

145mgであった。局注時から尿中hCG値がLHレベル以下になるまでに要した日数は11～31日、平均
22．7日であった。副作用は軽度消化器症状4例、口内炎3例、軽度肝機能障害1例であった。経過観察
中、経腔超音波検査上卵管血腫像の増大が1例、腹腔内出血と考えられた症例が2例あったが、開腹術
には至らなかった。さらに治療終了3ヶ月後に子宮卵管造影検査を行った3例では、両側卵管の疎通性

を確認した。【結論】未破裂卵管妊娠に対してMTX局所注入療法を試み、全例に非観血的治療が可能

であり卵管疎通性においても良好な結果が得られた。



（847）　287

VII－21 初期妊娠におけるX皿因子の役割に関する研究
一一一 先天性第X皿因子欠損症患者症例の解析一

浜松医科大学産婦人科学教室
○朝比奈俊彦，川口欽也，中島　彰・寺尾俊彦

〔目的〕先天性第X皿因子欠損症患者の妊娠では補充療法なしでは全て流産してしまう。我々は同症例

の同一患者で計5回の妊娠を経験した。今回5回目の妊娠が初期子宮内胎児死亡であったため，その

X皿因子の局在を酵素抗体法を用いて検索し，さらに健常妊娠初期例と比較しその意義を検討した。

〔方法〕①症例は25才，主婦。6才時，先天性第X皿因子欠損症と診断される。4経妊2経産。妊娠継

続時は2回とも妊娠5～6週時に性器出血あり。X皿因子製剤輸注にて数日で止血している。今回も同
様に管理していたが妊娠9週にて子宮内胎児死亡（CRL　19mm）となったため，　X皿因子製剤2V（健康

人血漿120m1相当）を輸注し20分後に子宮内容清掃術を施行した。②採取した組織はただちに10％ホ

ルマリンにて固定し，酵素抗体間接法を用いてX皿因子subunit　A（xmA）の染色を行った。③手術的

に採取した健常婦入の子宮筋腫合併妊娠（7週）の着床部で同様の方法にてX皿Aの染色を行った。

〔結果〕①健常妊娠初期着床部：X皿Aは絨毛間質部のHofbauer細胞，脱落膜闇質部の単核細胞（組

織マクnファージ，既報）および脱落膜毛細血管内に陽性染色され，染色強度は毛細血管内でやや弱か

った。②X皿因子欠損症妊娠初期着床部：X皿Aは絨毛間質部のHofbauer細胞には強く陽性染色され

た。脱落膜間質部の組織マクロファージには染色されず，脱落膜毛細血管内の陽性染色は極めて弱かっ

たが存在した。子宮内容清掃術施行時の患者血漿X皿因子活性はse％程度であった。

〔結論〕①本患者の易妊娠傾向より，XIH因子は妊娠の成立においては重要でないと思われた。②しか

し妊娠初期出血が必発であることより，妊娠維持には重要な役割を持っものと思われた。③さらにX皿

因子欠損症例の染色結果より，少なくとも絨毛膜と子宮内膜との接着には血漿中X皿Aがより重要であ

ることが組織学的にも立証された。

VII－22 不妊症治療による妊娠例の統計的解析

埼玉医科大学総合医療センター産婦人科

○斎藤正博、石原　理、飯野好明、高木章美、須野敏章、田谷順子、

　新藤明子、木下勝之

　当科不妊外来における不妊症治療の体系化および効率化を実現するため、1990－1991年に受診した不

妊症症例563例の検査と治療経過およびその成績を検討した。

（方法）不妊症例のうち妊娠症例148例の背景および検査と治療成績をデータベース化し分析した。

（成績）調査期間中に対象とした563例中148例（26，　3％）に妊娠が成立し、そのうち13例（8．8％）が

自然流産、6例（4．1％）が子宮外妊娠となったが、129例（87．2％）は、妊娠継続あるいは分娩となっ

た。また多胎は20例（13．5％）に認められた。検査のみの無治療で妊娠したものが8例（5．4％）あっ

たが、子宮内膜症や子宮筋腫の術後、マイクロサージェリー後などを除く128例（86．5％）の症例で何等

かの排卵誘発を要した。さらに22例はIVF－ETによる妊娠であった。　IVF－ETを除くK）6例中67例（63．2％）

の排卵誘発は、FSHあるいはhMG製剤の投与を行っており、19例（17．9％）はGnRHagonistを併用した。

また，25例はAIH施行による妊娠であった。

（考察および結論）不妊治療歴のある患者の多い施設として、AIH，　hMG－hCG療法は、　IVF－ETを応用する

ことで治療効果を挙げたが、より経済的でかっ治療成績の向上のためには、多種の治療法の組み合せに

関し新たなフローチャートの作成が必要と思われた。
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VII－23 不妊症治療による多胎妊娠例の検討

埼玉医科大学総合医療センター産婦人科
○高木章美、石原　理、飯野好明、斎藤正博、須野敏章、田谷順子、

　新藤明子、木下勝之

　近年増加している不妊治療による多胎妊娠は、早産率が高く未熟児の分娩が多くなるため、その周産

期管理のコストは大きなものとなる。そこで多胎率を減少させる可能性を追及するため、1990－1991年
に治療した不妊症症例563例のうち多胎妊娠となった20症例の検査成績と治療経過をretrospectiveに検

討した。

（方法）不妊症症例563例のデータベースから、多胎例20例21妊娠の症例毎の背景および検査治療の成

績を検討し単胎例と比較した。

（成績）対象の平均年齢は28．6才、平均不妊期間は3．3年であった。IVF－ETによる双胎例4妊娠を除く

と、双胎10妊娠、品胎3妊娠、4胎以上が4妊娠であり、うち2例は自然流産、2例には治療的流産を
施行した。症例の背景として、16例中PCO　7例を含む14例は無月経ないし無排卵に対する排卵誘発であ

り、高プロラクチン血症あるいは潜在性高プロラクチン血症を示す例が4例、子宮内膜症および男性因

子を有するものが各4例含まれていた（重複あり）。排卵誘発は全例FSHなしhMG製剤が用いられ、平均
投与量は15201U（600－3000）で、平均109001U（3000－16000）のhCG投与を併用していた（lutcal　supportと

しての投与も含む）。PCO例のうち6例では、　GnRHagonistが併用された。　hCG切り替えは、　leading

follicleの径が18－20mmで行い、切り替時の血中エストラジオール（E2）は、平均4761　pg／mlと過剰刺激

であったが、366ng／m1で双胎となった症例もあった。
（考察および結論）排卵誘発のコントロールの困難なPCO症例の排卵誘発においては、　follicleや血中

E2のみで多胎妊娠を防止することは不可能であり、移植卵数をコントロールできるIVF－ETが解決の方法

となる可能性が示唆された。

VII－24 不妊症における高アンドロゲン血症とその妊娠例の解析

秋田組合総合病院産婦人科

○太　田　博　孝、加　藤　充　弘

　目的：不妊症における高アンドロゲン血症の治療成績から、高アンドロゲン血症の妊娠・流産に及ぼ

す影響についてretrospectiveに検討した。

　方法：1988年4月より1991年12月までに秋田組合総合病院産婦人科を受診した不妊症144例につき、

血中ホルモンの分析を行った。特に不妊症における高アンドロゲン血症の意義を知るため、テストステ
ロン（T），デヒドロエピアンドロステロンサルフェート（DliEA－S）を同時測定した。さらに高アンドロ

ゲン血症例に副腎皮質ホルモン（デキサメタゾン0．5叩／日を原則2週間）か、荷薬甘草湯（7．5g／日）を主

とした治療を行った。

　結果：144例中90　ng／dt以上の高T血症は46例（31．9％），1，500　ng／膨8以上の高DHEA－S血症は26例

（18．1％）で、全体では53例（36．8％）にアンドロゲン血症を認めた。同時測定したTとDHEA－Sの相
関係数はr＝0．421で1％以下の危険率で強い相関を認めた。この53例のうち23例（24周期；43．4％）に

妊娠成立した。23例中副腎皮質ホルモン（1群），筍i薬甘草湯（n群）投与例はそれぞれ18例（18周期）、

5例（6周期）であった。抗アンドロゲン療法を行わずに妊娠した例は40例（42周期；皿群）あった。
さらに1、ll、皿群における流産率はそれぞれ38．9，66．7，21．4％で、1、fi群では皿群の2～3倍前
後の流産率となった。高アンドロゲン血症の流産例では血中T値の高い例ほど流産しやすい傾向を認め
た。皿群の流産例は高齢（35歳以上）、子宮発育不全、肥満などの例であった。

　結論：1）不妊症全体に占める高アンドロゲン血症の頻度は予想外に高い。2）不妊症では血中アン
ドロゲンの測定が一次検査として必要と考えられた。　3）高T血症に対する副腎皮質ホルモンの短期
投与法では流産率が明らかに高く、今後投与法の改善が必要と認められた。
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VII－25 人工妊娠中絶が初産の妊娠・分娩経過に及ぼす影響についての統計的検討

昭和大学藤が丘病院産婦人科　○宮川善二郎，清水　篤，田口　敦，

　田村和司，船津雅幸，羽田義信，木村武彦，野嶽幸正

【目的】中絶手術後の，長期的な影響は必ずしも明らかでない。そこで，人工妊娠中絶が初産の妊娠・

分娩経過に及ぼす影響について検討した。　【方法】平成3年（1991年）の1年間に当院で分娩した単

胎・初産の461例を検討した。検定には，Studenゼs　t－test及び♂検定を用い，P〈0．05を有意と
判定した。　【成績】単胎・初産の内，中絶経験なし392例（85．0％），中絶1回53例（11．5％），中絶
2回11例（2．4％），中絶3回5例（1．1％）だった。帝切は中絶なし群（n＝392）9．4％，中絶あり群

（n＝69）10．1％，早産は中絶なし群4．3％，中絶あり群4．4％で有意差を認めず。自然流産回数は中絶

なし群0．14±0．38回（mean±SD），中絶あり群0．13±0．41で有意差を認めず。前期破水は中絶なし
群22．4％，中絶あり群17．4％，骨盤位は中絶なし群4．8％，中絶あり群2．9％で有意差を認めず。胎児

の性別は，中絶なし群で男51．3％，中絶あり群で男59．4％で増加傾向を認めたが有意差はなかった。

重症妊娠中毒症は，中絶なし群2．3％，中絶あり群4．3％で有意差を認めず，切迫早産入院は，中絶な

し群3．6％，中絶あり群10．1％で有意に増加した（p〈O．05）。正期産では，分娩時間は中絶なし群
（n・＝341）760±425分，中絶あり群（n＝60）877±470分，陣痛誘発は中絶なし群1　2．3％，中
絶あり群1　8．3％，陣痛促進は中絶なし群25．5％，中絶あり群36．7％で有意差を認めず。新生児の出生

時体重は，中絶なし群3，082±358g，中絶あり群3，125±362gで有意差を認めず。吸引分娩は中絶
なし群1．8％，中絶あり群5．0％で増加傾向を認め，分娩時出血量は中絶なし群256±199　mL，中絶あ
り群323±268mLで有意に増加していた（p〈0，05）。　【結論】人工妊娠中絶は，単胎・初産の妊娠

経過においては切迫早産の頻度を増加させ，分娩経過においては分娩時出血量を増加させる可能性が示
唆された。

VII－26 抗リン脂質抗体陽性妊婦の子宮動脈血流速度波形に関する検討

長崎大学医学部産科婦人科学教室

○河野雅洋，増崎英明，石丸忠之，山邊　徹

　抗リン脂質抗体陽性例の妊娠管理に，パルスドプラ法による子宮動脈血流計測が有用であった1例を経
験したので報告する．症例は32歳，1回経妊・1回経産婦，前回妊娠は妊娠27週で子宮内胎児死亡をきた

している．自己免疫に関する検査では，FANA，抗ssDNA抗体，抗RNP抗体，IgGクラス抗cardiolipin抗体
（ACA）およびlupus　anticoagulant（LAC）が陽性であった．妊娠前よりステロイド療法を施行し，妊娠

成立後にはアスピリン療法も併用した．妊娠中にACAおよびLACの陰性化はみられなかったが，APTTおよ

び血清補体価は正常範囲を推移した．子宮動脈のindex値（resistance　index，pulsatility　indexおよ

びS／Dratio）は，妊娠17週までは妊娠週数の進行とともに低下したが，妊娠19週以降では増加した．ま

た，子宮動脈のindex値が最も低値（0．59，0．99および2．42）となった妊娠17週においても子宮動脈の拡

張期notchは消失しなかった．厨帯動脈のindex値は，妊娠24週までは妊娠週数の進行とともに低下した

が，妊娠26週以降急増した．これに対し，胎児中大脳動脈のindex値は妊娠27週になると低下した．妊娠

26週6日よりアスピリン療法をヘパリン療法に変更して経過をみていたが，胎児低酸素症が疑われたため
に，妊娠27週5日で古典的帝王切開術を施行した．新生児は605gの女児で，Apgar　scoreは2点（1分後）

／9点（5分後）であった．出生当日にRDSを発症したが，サーファクタントの投与が著効し，現在のとこ
ろ順調に経過している．胎盤は244gで，梗塞巣が広範囲にみられ，血栓および胎盤後血腫も認められた．

今回の検討により，抗リン脂質抗体陽性妊婦では，血栓形成傾向とともに子宮動脈の血流低下あるいは

血管のコンプライアンス低下が胎盤循環を悪化させている可能性が考えられた．また，子宮動脈のind－
ex値の増加傾向は，胎児側の異常所見に先行すると推察され，子宮動脈血流速度波形の経時的観察が抗

リン脂質抗体陽性妊婦の管理に有用であると思われた．
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VII－27 不育症と抗リソ脂質抗体症候群

慶慮義塾大学医学部産婦人科学教室、＊ヤマサ醤油鞠診断薬部免疫研究室

○小沢伸晃、牧野恒久、丸山哲夫、岩崎賢一、野澤志朗、’松浦栄次

【目的】ループスアソチコアグラントあるいは抗カルジナリピソ抗体などの抗リソ脂質抗体の存在と血

栓症、血小板減少、習慣流産、神経症状などの病態が密接に関連することが明らかにされ、抗リソ脂質抗

体症候群と提唱されている。最近、その抗カルジナリピソ抗体の測定に一定量の血清蛋白（抗カルジオ

リピソ抗体コファクター）が必要であることが示唆され論議を呼んでいる。従来のELISA法では自己
免疫疾患由来の抗体と感染症による抗体価の上昇とを鑑別することが困難であったが、コファクターを

併用することにより自己免疫疾患に特異的な抗カルジオリピン抗体を検出し得ると報告されている。

【方法】今回我々は不育症患者91例を対象に、ヒト血清より精製純化したコファクターを用いた新しい測定系

を併用し、抗リン脂質抗体価を測定した。患者を初期流産を2回繰り返した群（n＝38）、3回以上繰り
返した群（n＝37）、中期子宮内胎児死亡の既往のある群（n＝16）に分け解析した。

【結果】妊娠中期子宮内胎児死亡の既往のある不育症患者では、コファクターの存在に関わらず抗カル

ジオリピン抗体価の高い陽性率が示された。また、膠原病などで指摘されていたようにコファクターの

存在によりその抗体価が上昇する場合もみられたが、コファクターの存在によりその抗体価が減少する

場合も見いだされた。

【考察】抗カルシオリピソ抗体にはコファクター依存性あるいは非依存性の抗体が存在する可能性が示
唆され、コファクターの必要性は必ずしも妊娠の予後を予測することはできないと推察された。

VII－28 プロゲステロン含有二相性膣坐剤療法の臨床的検討

横浜市立大学医学部産科婦人科学教室v　星薬科大学薬剤学教室2｝

O平吹知雄1’、平原史樹P、安藤紀子v、沢井かおり1）、
　植村次雄1）、水口弘司1）、岩田政則2｝、永井恒司2’

［目的］不妊症、不育症には様々な要因が関与しているが、その中でも黄体機能は一っの重要な因子で

ある。昨年度の本学会で、我々は黄体機能不全症に対する治療として、ドラッグデリバリーシステムを

勘案したプロゲステロン剤の経確投与法を開発し、報告した。今回は、同坐剤を用いて治療を行った症

例に対しその有用性を検討した。

［方法］放出パターンの異なる二相性徐放化基剤（ウィテップゾルW－35、エチレン酢酸ビニル共重
合樹脂配合剤）を用いたプロゲステロン坐剤を用いて、当科不育症外来通院患者22例に治療を行い、

基礎体温、黄体期プロゲステロン値、妊娠例における検討を行った。
［結果］プロゲステロン50　mgを含有した二相性徐放坐剤を黄体機能不全症例に投与したところ、黄体

期プロゲステロン値は、高温相3－5日目にて12．1ng／ml（対照6．6ng／皿1）、6－8日目、11．8
ng／m1（対照7．O　ng／皿1）、9－11日目にて9．3ng／ml（対照5．8ng／旧1）といずれも有意義な上昇

を認め、基礎体温曲線においても改善がみられた。一方、本坐剤を用いて治療を行い妊娠維持に到った

症例に於いてはプロゲステロン値は、3週にて17．8ng／ml、4週、17．3ng／皿1、5週、14．2ng／
ml、6週、15，2　ng／m1となり、流産群に於けるプロゲステロン値（4週、11．　2　ng／ml、5週、13．

Ong／皿1）に比しても高値を示し、順調な経過をたどった。
［結論］黄体機能不全症に対して、新たに開発した二相性徐放性プロゲステロン樫坐剤療法は、臨床効

果の点からも有用であることが示された。
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VII－29 母体血中hCGの増加率は排卵後第3週までにSP】のそれを下まわる。

大和市立病院、北里大学、国立相模原病院＊＊

○劔持　稔、川内博人汽石川雅一桟中居光生＊

【目的】hCGとSP、の母体血中動態から妊娠早期絨毛の蛋白分泌機能の分化を解析した。

【方法】不妊治療中に妊娠し、予定月経の遅延が14日以内で第1三半期を正常に経過した単胎妊娠257

例、270検体について、hCGとSP、をRIAによって定量した。
【成績】hCGの回帰曲線の傾きを排卵後の期間についてみると、基礎体温の高温21日迄の方が、22日か
ら28日迄よりも有意に高値を示した。高温8日から28日のhCG値の片対数表示点と妊娠期間との間の相
関を統計的に分析すると、その増加率は直線ではなく、二次関数式回帰曲線がより適合する（r＝0．86）。

これに対してSP、の場合には、同一期間でその増加率の回帰式は直線的であった。得られた二式より計
算すると、SP、は、排卵後19日目にhCGの増加率よりも大となる。
【結論】妊娠の進行に伴う絨毛の蛋白分泌能の変化からみると、SP、の分泌が排卵期19日目頃からhCG

よりも優越することが判った。

VII－30 Interleukin　2のLHおよびProlactin分泌におよぼす影響について

慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室

○梅内正勝、牧野恒久、有澤正義、斉藤　優、野澤志朗

【目的】サイトカインの中でインターロイキソ1およびインターロイキソ6が視床下部一下垂体系に与え
る影響については今日までいくつかの報告があるが、インターロイキソ2（IL－2）に関する報告は少な

い。そのため今回我々はIL－2をラット第皿脳室内へ投与すること、および下垂体培養細胞に直接作用

することにより、IL－2のLHおよびプロラクチン分泌に対する役割を検討した。
【方法】Spraque－Dawley系成熟雌ラットの両側卵巣を摘除し、実験1週間前に脳内カニ＝一レを脳定位固

定器を用いて第nl脳室内へ植えこみ、実験前日に頸静脈より採血用チューブを右心房内に挿入した。40

BRMP　mit（n＝7），および4BRMP　unit（n二7）のrat　IL－2を第皿脳室内へ投与し、0，5，10，30，60分

後に採血し、血中LHおよびプロラクチソの変動をラジオイムノアッセイ法により測定した。またIL－2の

下垂体直接作用を検討するため、ラット断頭屠殺後、下垂体前葉をすみやかに摘出し、Valesらの方法に
準じてトリプシソ処理し遊離細胞浮遊液を作成し、0．25～0．5×106細胞／皿1に調整してcultUre　wellに散布し、

2日間の前培養後、IL－2を負荷して4時間後に培養液中に放出されたプロラクチソおよびLH量を測定した。

【成績】第皿脳室内に投与したIL－2はプ・ラクチン分泌に関して影響を与えなかったが、40BRMP㎜it
にて血中LHを有意に抑制した（P＜0．01）。また培養下垂体細胞にIL－2を直接作用させた場合（n＝4），

培養液中に放出されたプロラクチソ量には変化は認めなかったが、LH量は10　’i　一　10－3U／mlの範囲内で有

意に増加した（P＜O．OO5）Q

【結論】IL－2はプロラクチン分泌に関して視床下部一下垂体系に影響を与えないが、　LH分泌に関して

は下垂体に直接作用しこれを促進するが、上位中枢、おそらくは視床下部のレベルでは抑制的に作用し

ている可能性が示唆された。
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VII－31 脳下垂体LH分泌細胞におけるCalmodulin　antagonistとPhorbol　esterの相互作用に

ついて

慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室

○斉藤　優、牧野恒久、梅内正勝、和泉俊一郎、野澤志朗

　Phorbol　ester（TPA）は、　C　kinaseを活性化する事により、ラット脳下垂体細胞よりのLH放出を促進

することが知られている。われわれは、ラット脳下垂体細胞単層培養系を用いて、TPAとCalmodulin
antagonistの相互作用を検討した。

　TPA単独負荷では、　L　H放出は用量依存性に促進されるが、その最大量はGnRH　agonist（GnRHa）負

荷時の約50％にすぎなかった。GnRHaとTPA　10nMの同時負荷においては、　GnRHa最大刺激によるLH
放出量に対して相加作用を認めず、またED　50値にも変化は認められなかった。

　Calmodulin　antagonistであるPimozide，　W7，　W5，TFPとGnRHaの併用においては、その最大LH放出
量が、約30～70％に抑制された。

　TPAとCalmodulin　antagonistを併用させた場合は、　Pimozide，W7，　TFPでは予想に反してTPA　10nM

をピークとして、TPA単独の際の約200％へと増加した。　W5では、変化が認められなかった。

　以上の結果より、TPAにより刺激される経路は、　GnRHaにより活性化される経路の中に含まれること、

およびTPAにより活性化される経路、すなわちC－kinase系は、カルシウム・カルモデュリソ系とその出発

点のみではなくその後においても複雑に関与し合っていることが示唆された。

VII－32 培養ヒト子宮内膜のPRL産生に及ぼすandrogenの影響

京都大学医学部婦人科学産科学教室

O生川伸二、神崎秀陽、刈谷方俊、今井公俊、畑山博、小島謙二、

　狩谷佳宣、岩井正純、森　崇英

【目的】脱落膜化の指標として子宮内膜間質細胞のpr⑪1actin　（PRL）産生能を利用し、これまで子

宮に於いてはestrogen（E）の前駆物質としてしか捉えられていなかったandrogene（A）の生理的な
作用を求めることを目的とした。

【方法】閉経前婦人手術標本より得られた増殖期中期から分泌期中期までの子宮内膜より、内膜間質細

胞を分離・培養し、2日目より各種性ステロイド、及びその特異的阻害剤の添加実験を開始した。また

progesterone（P）濃度は10－6M，　A濃度は107から10LqM，　E濃度は10sとした。初代培養
14日目までの培養上清を採取し、単位細胞当たりのPRL産生量をradioi㎜unoasseyにて測定した．
【成績】testesterune（T）単独投与でもPRL産生がみられ、またPとTの両者により、　P単独の効

果よりさらなるPRL産生の増加がみられた。さらにP，　T，　Eの同時添加により、この効果は一層増
強された。この作用はaromatase活性を受けないdihydro－testosteroneにも同様にみられ、またAの
receptor拮抗剤であるhydroxy－flutamideにより阻害された。

【結論】これまで子宮内膜間質細胞の脱落膜化はP単独もしくはEとの相乗作用と考えられていたが、

A単独でもPRL分泌がみられ、子宮内膜の脱落膜化にandrogenも深く関与していることが初めて示
唆された。
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VIII－1 子宮内膜症に対するダナゾール腔内投与療法（第3報）

日本医科大学産婦人科

○可世木久幸，荒木動

〔目的〕Danazol（DZ）は子宮内膜症に対する経口薬剤として広く使用されているが副作用も強い。一
方，DZの子宮内膜症に対する直接作用はin　vitroで示されている。これらの事実より，我々はDZを内
膜症組織に直接投与すれば副作用なく治療i効果を示すと考え，これまで研究を進めてきた（第12回，13
回エンドメトリオーシス研究会）。今回はこれまでの研究成果を総括して発表する。［方法］1・動物実験：

DZの組繊内直接投与による副作用の有無を見るため，家兎の骨盤腔内，または腔内にDZを500mg直接
投与した。投与1週間後に投与部位及び生殖臓器，肝臓を肉眼的に観察した。2・臨床投与：不妊を主訴

とする子宮内膜症23症例，子宮筋腫を主訴とする子宮内膜症合併症例6例に500mgのDZを1週間に1
回ずっ腔内技与した。投与前の子宮内膜症の診断は開腹手術，腹腔鏡，またはMRIによった。投与前後の
臨床症状，内診所見はChanのスコアリングに従って評価した。また，投与前後の肝機能検査，　CAl25，
Hb，を測定した。更に，子宮筋腫の症例では投与前後の骨盤子宮内膜症をRe　一　AFS分類に従って評価す

ると共に投与後の組繊DZ濃度を測定した。〔成績〕1・動物実験：膣内投与群では投与による肉眼的変化
が認められなかった。骨盤腔内技与群では投与部位に薬剤が溶解することなく粉末のまま残り，その周囲

は炎症性癒着を来していた。2・臨床投与：Chan，　Re－AFSの双方のスコアリングにて有意にDZ膣内
投与は子宮内膜症に対して効果を示した。CAI25は投与前後で有意に滅少を来した。子宮筋腫症例では
投与中にHb上昇を示した。　DZ投与後，子宮筋腫核，子宮内膜には高濃度のDZが検出されたが血中には

認められなかった。投与後に肝機能障害を来した例はなかった。投与中は排卵が抑制されず投与中に4例

が妊娠した。〔考察〕DZの腔内投与は少量投与による効果発現，副作用の軽滅，投与中の排卵抑制作用が

見られない点で経口投与に比べ勝っていると考えられる。

VIII－2 ダナゾール経腔投与における内分泌動態と、その内膜症治療法としての可能性

大阪府立病院産婦人科1、大阪大学医学部産婦人科2、病理病態3

　0水谷　隆洋1、中室　嘉郎1、倉智　博久2、寺田　信行3

【目的】ダナゾール（D）は、子宮内膜症に対する薬物療法の1つとして繁用されているが、副作用の
発現が治療を継続していく上で問題になることがしばしばある。最近この問題を解決するために、Dの

腔内投与による治療が試みられ、有用性も報告されている。本研究では、D膣内投与における薬剤の分

布及び内分泌動態を明らかにしようとした。　【方法】薬剤濃度の検討では、臓器摘出1時間～数日前に

D腔錠100㎎を投与した。摘出した子宮内膜、子宮筋層（仙骨子宮靱帯付近）、卵巣及び血清中のD濃

度をヘキサン抽出後HPLCにて測定した。次にD腔錠100㎎を連日投与中の患者のBBTと月経周期
中の血中エストラダイオール（E2）とプロゲステロン（P）値の推移を確認した。また黄体期中期の子

宮内膜を採取し、ホルモン効果を組織学的に検討した。さらに同一患者のD100㎎膣錠連日投与中及び
非投与時の月経周期における卵胞期後期の血中E，、及び黄体期中期の血中P値を測定し比較した。

【結果】膣内投与したD（100㎎）は速やかに子宮内膜、筋層、卵巣に移行し、4時間後には卵巣中の濃

度が最も高く、400㎎経口投与時の濃度より有意に高値を示した。また血中D濃度は全例測定感度以下
であった。BBTはD膣内投与中全例で2相性を示し、　LHsurge及び排卵も認め、全周期に月経発来
をみた。子宮内膜組織検査でも排卵後の日数に応じた組織像を示した。また月経周期を通じ、血中E，s

Pの変動もDによって影響をうけなかった。投与全例で、肝障害、座瘤等、副作用の発現はみられなか

った。【結語】D100㎎膣内投与は卵巣Steroidogenesisや排卵に影響を与えず、膣内投与の有用性が
報告されていることを考慮すると、経口投与で副作用の発現がみられる症例や、不妊を治療中の患者に

も、適応を広げうる可能性が示唆された。
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VIII－3 卵巣チョコレート嚢胞内ダナゾール注入療法

東京女子医科大学産婦入科，同　母子総合医療センター＊

○安達知子，三室卓久，中山摂子，工藤美樹，小林万利子，網野幸子，
　岩下光利芳武田佳彦

　我々は卵巣チョコレート嚢胞に対し，ダナゾール注入療法を試みて論り，ダナゾール濃度でIO’4　Mを嚢

胞内投与することで，ある程度効果のあったことを報告してきた。今回はダナゾール濃度をさらに高くし，

しかも注入後の卵巣嚢胞の状態を経過観察しやすいように，ダナゾールをリピオドールへ溶解させて嚢胞

内注入療法を試みたのでその成績について報告する。対象は22～49歳の6名の有経婦人で，3例は開
腹手術によb，残り3例は臨床所見，画像診断で卵巣チョコレート嚢胞と診断した症例である。5例に月

経困難症，1例に過多月経を認め，不妊症例は1例であった。49歳の1例を除く5症例は過去1年以内
にGnRHアゴニストまたはダナゾールによる全身的内膜症の治療を行って診り，　嚢胞の長径は4．5～
8．2　cmであった。穿刺直前に2症例に嚢胞破裂症状を認めている。方法はダナゾール5㎎／m2（約1．5×
10－2M）リピオドール液を作成し，経膣的に嚢胞穿刺，吸引，洗浄後，嚢胞内にダナゾール・リオドー

ル液10　m2を注入した。吸引内容液は15～298・m2であった。　治療後は月経困難症，過多月経等の症状は

軽快した。穿刺翌日の骨盤部Xpでは，嚢胞内がきれいに造影されてte　b，破裂していた2症例も造影剤

の漏れはきわめてわずかであった。穿刺1ヵ月後のXpでも前回の嚢胞陰影と同様に造影されてis　b，嚢
胞の大きさもほぼ同じで拡大縮小はなかった。CA　125の治療前値は3例が高値であった。治療後の推移
は現在検討中である。我々の行ってきた従来のダナゾールの嚢胞内注入療法では，超音波上，穿刺後1カ

月で注入ダナゾール液は吸収されてしまうが，油性の基剤にダナゾールを溶解させることによb，ダナゾ

ー ル濃度を100倍以上高めるばかbでなく，嚢胞内もしくは壁へ長く留まることにより徐放性に効果が続
く可能性がある。また，嚢胞の再増大などの判定にも有効で，新しい治療となりうる可能性が示された。

VIII－4 ブセレリンによるチョコレート嚢胞の縮小効果

虎の門病院産婦人科

○児島孝久，奥野　隆，東梅久子，高橋敬一，伊豆田誠人，佐藤孝道

【目的】子宮内膜症は不妊の原因として重要であり，その治療に苦慮することが少なくない。ブセレ1」ンによる外性

子宮内膜症，特に卵巣チョコレート嚢胞の縮小効果にっいて，経膣超音波断層法を用い形態学的に検討した。

【方法】1990年10月から1991年12月に当科外来を受診した症例で，臨床経過や超音波所見から卵巣のチョコレー

ト嚢胞と診断した26症例の計32ケの嚢胞を対象としたQブセレリン900rg／日を月経時から経鼻的に24週間投与

し，2～4週毎に経膣超音波検査を施行し，2方向で最大嚢胞径を計測した。併せエストラジール（E2），　CA　125，

肝機能等を測定した。

【結果】①症例の平均年齢は32。7歳で，主訴は不妊7例（26．9％）、月経困難症10例（38，4％），下腹部痛14例（53．8

％），腰痛7例（26．9％），頭痛その他3例（11．5％）であった。未婚症例は8例（30．7％）であった。過去にブセレリンを

使用した症例が6例（23．0％），他剤を投与された症例は4例（15．3％），またチョコレート嚢胞の術後再発例が8例

（30．7％）であった。②投与前の嚢胞径の2測定値を積算した値を100として，投一与開始後の推移をみると，8週目で

71．3，16週目で63．5，24週の投与終了時には51．8と縮小した。なお，嚢胞が完全に消失した症例はなかった。③投

与前平均嚢胞径50㎜以下であった嚢胞の縮小の程度は，50㎜以上と較べ有意に高かった。④E2の推移は，投与前

96・5P9／認から投与4週後には41，0　P9／meと低下した。不正出血が続いた1例は，ブセレリンの増量で初めてE2

低下がみられた。⑤投与前のCA125が異常値（＞50）を示した症例は，8例（30．7％）みられたが，投与開始8週後

全例が正常値となった。⑥不妊を主訴とした7例中3例（42．8％）が治療後妊娠に至った。⑦投与を中断する程の自
・ 他覚的な副作用はみられなかった。【結論】卵巣チョコレート嚢胞に対しブセレリンの24週間投与で，投与前の
約半分の大きさまでの縮小効果があることが判明した。
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VIII－5 子宮内膜症におけるダナゾール長期投与の有効性についての検討

近畿大学産婦人科

　猿渡善治，堀井高久，笠野有里，永井　堅，星合　昊，野田起一郎

　今日，子宮内膜症の治療薬としてダナゾールやGrRhアゴニストが広く使用されており，その治療効
果についてはすでに多数報告があるが，再発もかなりの頻度で認められ，必ずしも満足できるものでは

ない。今回われわれはダナゾール400　mg／日，およびGrRhアゴニスト6ヵ月間投与の前後に腹腔鏡を施行

した。それぞれ12例，4例，計16例について，R－AFSスコアを用いて治療効果を検討した。全ての例に

おいてR－AFSスコアは改善をみたが0点になった症例は認められなかった為に，ダナゾール治療群のう

ち4例に，ダナゾール400mg／日の追加投与を行った。1回目と2回目の腹腔鏡におけるR－AFSスコアの改

善率を，1回目スコアー2回目のスコァ／1回目のスコア×100％として計算すると平均48％であった。次
にダナゾールを6ヵ月追加投与した4例のR－AFSスコアの改善率は平均50％であり，4例全例に改善を

認めた。またその内の1例が，3回目の腹腔鏡の後に妊娠した。またGn－Rhアゴニストで治療を行なった1

例に1年間ダナゾールの追加投与を行ない，その治療効果を検討した。ダナゾール投与による副作用と

しては，肝機能障害，体重増加等がよく知られており，長期投与によりそれらの発現に対しては特に注

意をする必要がある。今回ダナゾールの長期投与を行なった5例においては重篤な，肝機能障害，体重

増加の発現は認めなかった。
　以上よりR－AFSスコアはダナゾールを長期投与により4例全例R－AFSスコアの改善が認められ，また

重篤な副作用も認められず，今後積極的に検討すべき治療法として考えられた。

VIII－6 培養ヒト子宮内膜間質細胞のDNA合成能に及ぼすdanazo1の影響

東京医科歯科大学産婦人科学教室

○田口　誠，久保田俊郎，坂本秀一，清水康史，麻生武志

【目的】子宮内膜症治療薬として広く効果が認められているdanazolは，生体内において様々な作用機序
を有するが，その一つである子宮内膜組織に対する直接効果を，培養ヒト子宮内膜聞質細胞実験系を用い
て解析した。【方法】ヒト良性腫瘍の手術時に患者の承諾のもとに得られた子宮内膜を細切しcollagenase

処理を行い，Satyaswaroop等の方法に従い間質細胞を単離した後，　type－1collagen　coating　plate
上で培養した。培養の方法は，闇質細胞を5×105　cells／we11とし，37℃，95％air，5％CO、の環境下

で，培養液を10％FCS含有RPMI－1640とし，　confluent確認後に種々の添加実験を行った。　danazo1

添加培養後（day2，6，10）の細胞増殖及びDNA合成能と，　estradiolまたはprogesterone単独添加
後（day10）のDNA合成能を比較検討した。細胞増殖はクリスタル紫液による細胞核数計測法により，
またDNA合成能は3H－TdR細胞核内取り込み法により測定した。【結果】10日間の添加培養期間中，細
胞数は一定に保たれ，confluentは維持された。生理的濃度であるdanazol　lO－7M添加培養10日間に
より，DNA合成能はcontrol群に比較し有意に抑制された（21．2％inhibition，　P〈0．05）。また，　danazol

lO日間添加培養系においてはDNA合成能がdose－dependentに抑制される傾向が認められた（10－9
M；17．0％，10－7M；21．2％，10”5M；34．5％inhibition）。一方，　estradio110日間添加培養系にお

いては，10－9M（12．5％increase）と10－7M（48．3％increase）でDNA合成能の促進が見られたが，
10－5M（36．7％inhibition，　P＜0．05）で有意に抑制された。　progestrone添加培養系では一定した
傾向は見られなかった。【考察】danazolの子宮内膜間質細胞に対する直接効果を示唆するものと考えら

れ，局所投与などによる臨床効果が期待される。またその作用様式は，estradiolやprogesteroneと異
なる機序が考えられた。
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VIII－7 Adenomyosis例の酢酸Buserelinによる子宮内膜の変化と閉経後子宮内膜

変化との電顕的比較検討

国立大蔵病院産婦人科

　倉島富代，田中忠夫，伊藤治英

〔目的〕Adenomyosis例への酢酸Buserelin作用時の正常位子宮内膜の変化を電顕的に観察し，その
変化と閉経後の子宮内膜の変化とを超微形態学的に比較検討し，両者の差を明らかにすることを試みた。

〔方法〕対象はBuserelin　900μg／dayを1ケ月から4ケ月まで投与したadenomyosis例8例の正常
位子宮内膜と，閉経後6年以上経過した4例の正常位子宮内膜である。Adenomyosis例の正常位子宮
内膜は，酢酸　Busere　1　in投与直後にi摘出した子宮内膜より採取し，閉経後子宮内膜は性器脱等により手

術的に摘出した子宮より採取した。これらを型の如く電顕標本を作成し，透過型電顕で観察した。
〔成績〕酢酸Buserelin　lケ月投与では，　initial　phaseと考えられる子宮内膜増殖期豫様の所見が

みられた。2ケ月投与では，核や細胞内小器管には明らかな変化は認められなく，全般に休止期子宮内
膜様の変化がみられた。4ケ月投与では，腺の数は萎縮内膜程は減少しないが，腺腔は狭小化し，細胞
質のorganellaはやや減少傾向をみせる。　Golgieの活発度もやや低下傾向にある。　Resting　endo－

metriumの所見と考えられた。一方閉経後子宮内膜では，6年目の内膜は細胞相互間の離開が著明で
あり，microvilliの減少が認められた。核は多くが楕円形で，　chromatin分布はやや不均等である
が余り明らかな変化は認められない。細胞質のorganellaはやや減少傾向を示すが，その形態には明
らかな変化はみられない。9年目およびそれ以上の内膜の変化は基本的には6年目のものと同様である
が，間質細胞が明らかに疎となっている。

〔結論〕酢酸Buserelinによる子宮内膜の変化は，休止期子宮内膜様変化であり，閉経後子宮内膜の
変化は退行，萎縮様の変化であった。

VIII－8 ラット実験的子宮内膜症モデルにおける薬剤投与および卵巣摘出の効果の検討

慶懸義塾大学医学部産婦人科学教室

○松林秀彦、牧野恒久、岩崎賢一、丸山哲夫、野澤志朗

【目的】子宮内膜症の発生・病態に関する機序は未だ不明な部分が多いが、近年子宮内膜症の免疫学的

側面が注目されてきている。病因論のひとつとして、細胞性免疫の低下が示唆されているが、その確実

な証拠は未だ得られていない。また、子宮内膜症治療薬として最近多数の薬剤が発表されているがその

選択には特に一定の基準があるわけではなく、治療効果もまちまちである。近年子宮内膜症の実験モデ

ルとして種々の動物を用いた研究が行われ、その有用性が報告されてきている。最近我々は、ラットに
おける実験的子宮内膜症モデルを作製しその有用性につき報告してきた。今回我々はラット実験的子宮
内膜症を作製し両側卵巣摘出ならびに各種薬剤投与の効果を検討した。

【対象および方法】対象は週齢9週のSD系ラットであり、片側子宮を部分切除し子宮内膜組織を腹膜
に移植した。その際両側卵巣摘出術を行ったものおよび種々の薬剤投与を3週間行ったものにつき、3
週間後に子宮内膜と腹腔内移植子宮内膜の状態を組織学的に検討した。また、コソトロールとして子宮

内膜移植のみを行い無治療で3週間経過したラットを用いた。
【結果】1．ラット腹膜に子宮内膜を移植する子宮内膜症モデルの約85％にその生着と増殖を認め、作製

時およびその後の性周期による差は認められなかった。　2、移植子宮内膜は性周期をもち、卵巣摘出によ

り移植内膜の退縮が認められ、エストロゲソ依存性があることが示唆された。　3．両側卵巣摘出により完

全に移植子宮内膜の退縮が認められ、また各種薬剤投与によっても程度の差こそあるが移植子宮内膜の
退縮が認められこのモデルは治療効果の判定に有用である可能性が示唆された。
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VIII－9 下垂体の子宮内への挿入およびPRLの腹腔内投与
による子宮内膜症実験モデルの作製の試み

北海道大学医学部産婦人科
○室城震一、桜田芳弘、林　正路、工藤正尊、及川　衛、

　田中俊誠、藤本征一郎

〈目的〉外科的操作を必要としないマウスを用いての実験的子宮内膜症の発生が可能か否かを検討する

ことを本研究の目的とした。

〈方法＞1）6－8週齢の雌（♀）、雄（♂）の近交系のC3H／HeとBALB／cマウスを用いた、2）ネン
ブタール麻酔下の♀の子宮口から耳鼻科用オトスコープを用いて♂より採取した下垂体を右子宮角に挿

入するか、PRL　1000ngを15回（1／週）腹腔内投与した、3）挿入直後およびその5週後もしくはPRL
投与終了の5週後より胡麻油に溶解したest　radi　ol（耳2）を10回（1／週）腹腔内投与した。挿入後約20週も

しくはPRL投与終了後25週において開腹し、両側の子宮を採取し、内膜症の発生を肉眼的ならびに組織

学的に検討した。
＜結果＞1）PRLの腹腔内投与では内膜症の発生は認められなかった。2）下垂体の挿入後15週以内では

内膜症の発生は認められなかった、3）内膜症の発生は挿入17週以降で確認された、4）挿入後17週で
20％（1／5）、以下同様に20週で33％（10／30）、23週で43％（16／37）、25週で90％（9／10）に内膜症が発生した。　・

〈結論〉下垂体の挿入では内膜症は誘起されたが、PRLの腹腔内投与では惹起されなかった。

VIII－10 子宮内膜症における非異型的腹膜病変の検討

長崎大学医学部産婦人科教室
○中村恒一・，石丸忠之，藤下　晃，鮫島哲郎，増崎英明，山邊　徹

【目的］近年、外性子宮内膜症（子宮内膜症）の診断は腹腔鏡による骨盤内の観察によって行われ
るようになったが、初期病変の診断は肉眼的観察のみでは困難なこともある。特に、最近注目され
ているnonpigmented　lesi。nと称される非典型的病変では、組織学的検討を必要とする症例に遭遇す
ることも多い。そこで、肉眼的に子宮内膜症が疑われる非典型的病変の組織像を明らかにする目的

で、腹腔鏡下に試験切除を行った症例の組織学的所見を腹腔鏡所見と対比し検討した。
【対象および方法］対象は、腹腔鏡下に腹膜の試験切除を受けた不妊患者36人（44検体）で、腹腔

鏡施行後の最終診断は、子宮内膜症23人、その他が13人であった。切除部位の腹腔鏡所見は、
blueberry　spot　9検体、　nonpig皿ented　lesion（赤色病変、白色病変、黄色病変）30検体および腹腔

鏡下には特に所見が認められなかった5検体で、これらに対して、子宮内膜症病変の有無を中心に組

織学的検討を行った。
【結果】腹腔鏡所見別の子宮内膜症の頻度は、blueberry　spotで56％，　nonpigmented　lesionで23％，

特に所見のなかった腹膜では、組織学的に子宮内膜症が認められた症例はなかった。また、
nonpig皿ented　lesien　30検体のうち、10検体（10例）は、典型的な子宮内膜症病変を伴わず、

nenpigmented　lesionのみが観察された症例であったが、このうち2例で子宮内膜症が確認された。

子宮内膜症以外の組織学的所見としては、中皮細胞の増生、mucinous　cystおよび炎症細胞の浸潤な
どを認めたが、病理学的に異常所見を認めないものも多かった。
【結論】子宮内膜症は、軽症でも不妊症の原因となるが、非典型的病変は肉眼的観察のみでは診断

困難で、試験切除による組織学的検討が必要と思われた。
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VIII－11 子宮内膜間質，上皮細胞培養系におけるCA－125の産生動態

藤田保健衛生大学産婦人科
　吉田麻里子，澤田富夫，白木　誠，青木豊和，服部公博，田嶋貴子，

　河上征治

【目的】子宮内膜症の不妊原因との関連については未だ不明の点が多いが，異所性子宮内膜症組織と正所性子宮

内膜症組織は，形態学的，免疫組織学的に類似した性格を有することが最近の報告でもなされている。今回我々

は，異所性子宮内膜症の不妊との関連を検討する為の基礎的な実験系としてヒト子宮内膜の間質，上皮の分離培

養細胞を用いて，その形態学的，電顕的，又免疫組織学的な差異を検討するとともに培養上清中に放出されるCA

－ 125値の変動を経時的に測定を行ない，培養細胞が今後の子宮内膜症の実験モデルとして有用か否かを調べた。

【方法】ヒト子宮内膜を手術時摘出子宮より採取し，Fleming，　Satyawaroopらの方法に準じて間質，上皮の両

細胞群に分離した。すなわち，採取内膜を細切後〔）．25％collagenaseI，O．25％hyaluronidaseにて消化後400910分

間遠沈，medium199にてsuspension後38μmナイロンメヅシュにて濾過し，濾過液より遠沈沈澱した間質細胞を，

又，メッシュ上残存細胞より再度上皮細胞を分離するという方法にて両細胞群に分けた。これらを37℃，　95％air－

5％CO2の条件下にFalcon　plasticシャーレ培養iを行ないその経時的な変化を観察後，形態学的に光顕電顕（走査及

び透過型），免疫組織染色（CEA，　Kelatin，　CA－125等）にて両者を比較検討した。さらに培養上清中へ放出されるCA

－ 125値を測定した。【結果】①培養細胞は間質細胞においては線維芽細胞類似の紡錘型の細胞が主体であり，上

皮細胞培養では腺管構造を思わせる冠状の細胞配列を示した。②間質細胞においてはVimentin，　Kelatin，　CEAの

免疫染色は陰性であった。③上皮細胞培養においてはCA－125の免疫染色は陽性を示した。④培養液中に放出さ

れたCA－125値は培養上皮細胞で極めて高値を示し，培養細胞の増殖とともにCA－一一125値の上昇を認めた。⑤子

宮内膜症組織の培養細胞より放出されるCA－125値は上皮細胞培養に類似していた。【結論】異所性子宮内膜症

の実験モデルとして摘出子宮内膜より採取した内膜細胞の間質・上皮細胞は，正所性子宮内膜ではあるが同様の

性格を有し，特に上皮細胞においてはCA－125産生能力も保たれており，有用なモデルとなると考えられた。

VIII－12 子宮内膜症腹水単核細胞における各種サイトカインmRNAの発現

岐阜大学医学部　産婦人科
澤入美穂，伊藤直樹，花林隆裕，森　秀弘，玉舎輝彦

［目的］近年、不妊症における腹水中のサイトカインの関与が注目されている。多くの場合サイトカイ

ンは相互に影響し、いわゆるサイトカイン・ネットワークを形成していると考えられ、その検討におい

ては、複数のサイトカインを同時に測定することが理想である。今回我々は、Reverse　Transcription－

Polymerase　Chain　Reaction（RT－PCR）法を用いて多種類のサイトカインおよびサイトカインレセプター

の皿RNAレベルでの遺伝子発現を検討した。さらに高率に検出されたサイトカインにっいてはその定量
を試みた。

［方法］対照7例、原因不明不妊8例、子宮内膜症stage　l（R－ASF分類による）9例、計24例にっいて
腹腔鏡ないしは開腹術施行時に採取した腹水から比重遠心法により単核細胞を分離し、106個の細胞から

01igo（dT）結合ビーズを用いてpoly（A）＋RNAを抽出した。次いで逆転写酵素によりcDNAを合成し、これを

鋳型としてPCRを行った。　PCRは94℃1分の変性、60℃2分のアニーリング、および72℃3分の伸長反応
を30サイクル行い、増幅DNAをゲル電気泳動により検出した。検討したのは、　IL－1β、　IL－1　receptor
antagonist（肌一1ra）、　IV2、　TNF、　IFNα、　IFNβ、　IFNγ、IL－4、　IL－5、　IL－6、　GM－CgFの11種類のサイ

トカイン遺伝子とTNF　receptor、　IL－2　receptor、　IL－6　receptorの3種類のサイトカインレセプター遺

伝子である。また、IL－1β、　IL－1raに関しては、　mRM発現量をノーザンプロット法で定量した。

［結果］（1）IL－1βmRNA、　IL－1ra　mRNA、　TNF　mRHAは比較的高率（58～83％）に検出された。②不妊症に

特徴的なサイトカイン発現パターンは認められなかった。（3）IL－1βmRNA陽性例の89％でIL－1ra　mRNA

が検出された。（4）子宮内膜症の病期の進行に伴い、IL－1βはその発現量が減少した。それに対し、　IL－1

raは病期の進行に伴い増加した。
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VIII－13 外性子宮内膜症におけるIL－6産生に関する検討

防衛医大産婦人科

○今泉英司、石川尚顕、平田純子、牧村紀子、関　克義、菊地義公、永田一郎

【目的】近年子宮内膜症では、腹水中にInterleukine（IL）－1が増加しているという報告がみられる。

またIL－6では、　Bリンパ球の最終的分化誘導を促し、抗体産生を誘起することが知られている。しかし、

子宮内膜症でIL－6が産生されているという報告はいまだない。それでわれわれは、子宮内膜症でIL－1及
びIL－6が産生されているかどうか検討し、さらにそれが自己抗体の有無やEstradiol（E2）と相関してい

るかどうかにっいて検討した。【方法】外科的治療した子宮内膜症患者及び子宮筋腫患者の術前、術直
後、術後1ヶ月の血清IL－1、　IL－6およびEstradio1（E2）を測定し、同一血清で6種類の自己抗体（1gG

分画）の有無を調べた。患者の同意を得て、子宮内膜症嚢腫の組織を24時間培養を行い、培養上清中の
IL－1、　IL－6を測定した。　IL－1及びIL－6はELISA法で測定し、それぞれの測定感度は33pg／ml、25pg／mlで

あった。E，はRIAで測定し、測定感度は18pg／mlであった。【成績】子宮内膜症及び子宮筋腫患者の術前
血清中ILは、　IL－1ですべて感度以下であったのに対して、1レ6では子宮内膜症で14例中6例（43％）、子

宮筋腫では8例中2例（25％）陽性であった。術直後および術後1ヶ月の血清IL－6は、子宮内膜症では
漸減傾向を示したが、子宮筋腫では同じか漸増傾向を示した。6種類の自己抗体検査で、子宮内膜症患
者10例中4例（40％）で1種類以上の自己抗体が陽性であった。子宮内膜症患者で血清IL－6と自己抗体
との間に特に相関はみられなかった。6症例の子宮内膜症嚢腫の器官培養では、全例でIL－1及びIL－6は
産生されており、どちらも血清E，値と逆の傾向がみられた。【結論】外性子宮内膜症ではIL－6が産生され

ており、E，によりそのIL－6産生は抑制されることが示唆された。

VIII－14 Fat　Saturation法によるチョコレート嚢胞検出能の改善

島根医科大学医学部産科婦人科学教室，同放射線部寧

岡田さおり，高橋健太郎，吉野和男，北尾学，
木多i寸禾口Htl　＊

　［目的］チョコレート嚢胞は月経困難症、不妊症の大きな原因である。その診断にMRIは有用である

と報告されているが、2－3mm以下の小さな嚢胞および、腹膜表面のblueberry　spotの検出は困難である

とされている。今回従来のTl、T2－weigh七ed　image（WI）に加え、　Fat　Saturation法を用し＼チョコレート

嚢胞検出能の改善を得る事を目的とする。　［方法］臨床的にチョコレート嚢胞が疑われ、MRIを施行、

その2週間以内に手術ないし腹腔鏡にて確定診断が得られた28例60病巣を対象とした。1．5T超伝導装置
（Signa；GE）を用いて検査した。スピンエコー法を用い、　conventional　Tl－WI（TR・500msec、　TE・15msec）、

fat　saturation（FS）T1－WI〔TR＝500msec、　TEニ15msec）、T2－WI（TRニ2200msec、　TE＝70msec）のマルチスライス、

マルチエコー法で得た矢状断像および横断像の同一断面で評価した。スライス厚は5mm、スライス間隔

は2　mm、　FOVは38cmで行った。　［成績］specificityはFS－T1－WIを追加しても変わらなかったが、

sensitivityの改善が得られた。22病巣においてT1＋T2では検出できなかったがFSを加えることにより
検出可能となった。またいずれの方法でもfalse　positiveであった2例のうち1例はhematosalpinx、

1例は卵巣内出血であった。腹膜のblueberry　spotはT1＋T2、T1＋T2＋FSのいずれにても確認できなかっ

た。　［結論］fat　saturation法を併用することにより、小さなチョコレート嚢胞の検出能が向上した。

本法はチョコレート嚢胞の診断に有用な検査法である。
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VIII－15 正常子宮内膜及び子宮内膜症組織における
Sex　Hormone　Binding　Globulin（SH　BG）の分泌能の検討

岐阜大学医学部産婦人科学教室
○操　良、和田圭介、伊藤俊哉、伊藤直樹、森　秀弘、玉舎輝彦

［目的］従来より、エストロゲンが生物学的な効果を発揮するためには、エストロゲンレセプターを持
続的に飽和する必要があるといわれ、そのため単純拡散やアルブミンに結合するものの細胞内流入のみ

では足らず、最近ではSHBGと結合したものも細胞内に取り込まれると報告されている。細胞内にSHBGが
存在することは免疫組織学的に確認されているが、その由来が細胞外のもののみとは限らない。そこで
正常子宮内膜、子宮内膜症組織におけるSHBGの分泌の有無を検討した。［方法］正常月経周期を有する
女性から子宮内膜及び子宮内膜症患者から採取したチョコレート嚢胞壁よりpoly（A）＋RNAを分離し、
reverse　transcription　polymerase　chain　reaction（RT－PCR）を行い、SHBG　rnRNAの検出を試みた。増幅

領域にはSHBG　cDNAの塩基配列のうち、2っの介在遺伝子領域を含んだ591番から809番にいたる219bpを

選択した。さらに、得られた増幅DMをPCR　IIベクターを用いてクローニングし、ジデオキシシークエン

ス反応によりその塩基配列を決定した。また、SHBG　cDNAの倍数希釈系列でPCRを施行することにより、

増幅効率の1inealityを確認し、さらにhousekeeping　geneである　Glyceraldehyde－3－dehydrogenase
（G3PDH＞mRNAレベルをもとにnormalizeし、SHBG　mRNAの発現レベルを相対的に評価した。［結果］1．
正常子宮内膜、外性子宮内膜症組織はSHBG分泌能を有する。2．外性子宮内膜組織のSHBG分泌能は分泌
期子宮内膜より高い傾向にある。［考察］正常子宮内膜におけるSHBGの存在は、エストロゲン貯蔵機構
の存在を示唆し、子宮内膜症組織でのやや高い分泌能はエストロゲンのより持続的な供給を意味する可

能性があると考えられた。

VIII－16 ハプトグロビン（Hp）の軽症子宮内膜症に対する診断マーカーとしての有用性

北海道大学医学部産婦人科
○桜田芳弘、林正路、工藤正尊、田中俊誠、藤本征一郎

我々は従来より子宮内膜症の診断マーカーとしてのHpの有用性について検討し、　Hpが軽症子宮内膜症

例に対する診断マーカーとして有用であることを確認したので報告する。
＜研究方法＞1985年9月から1992年5月までの間に当科にてLapar（rscopyもしくはLap　ar　ot　omyにて子宮

内膜症と診断された107名の婦人を対象とした。原因不明不妊および男性不妊の22名の婦人をコントロ

ールとした。CA125およびHpは月経周期の第3～5日目に採血し、それぞれRIA法およびSRn）法を用

いて測定した。

＜成績＞1）20才代後半から30才代の婦人におけるCA125のcut　of殖は45U／mlであり、Hpのcut　off値は

2－1型200mg／d1，2－2型120mg／dであった。2）軽症例であるR－AFS分類1＋皿期においてCA125およびHp
の陽性反応適中度はそれぞれ26．　89・（15／56）、46．4％（26／56）で、Hpが有意に高かった（P＜O．・05）。3）全体で

のsens　itiv　it　yおよびspecificityは、　CA125ではそれぞれ35・5％（38／107）、955％（21／22）、　Hpでは

44．99d　48／107）、100％（22／22）であり、両者を併用した場合には同様に、60．　1　qOf　65／　1　07）、95．5鰍21／22）で

あった。

＜結論＞1）Hpは軽症例に対してはCA125より有用な診断マーカーであることが示唆された。2）CA125と

Hpの併用により診断率の向上が可能と思われた。
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VIII－17 PMSG／hCG短期間連続投与によるマウスの過排卵誘起

日大・医・衛生　　0伊藤雅夫、丸瑠璃子
東農大・生物産業　　石島芳郎、亀山祐一

Lはじめに」マウスを用い、いつでも目的のステージの卵子を自由に採取する方法を見いだすことを目

的として、PMSG投与後短時間で起きる排卵に注目し、　PMSG／hCG連続投与による成熟マウス
の過排卵誘起を試みた。　［方法］①PMSG単独投与による排卵誘起：5日の性周期を示す60日令のIC

R系マウスにPMSG101Uを皮下投与し、投与後24時間まで排卵を観察した。②PMSG／hCG法に
よる排卵誘起：①と同様のマウスにPMSG101Uを、その5～7時間後にhCGを101U皮下投与した。
hCG投与後24時間に排卵数を算定した。③血漿中EstradiolおよびProgesteroneの測定：PMSG投
与後6時間まで血漿中のEstradio1，Progesteroneの経時的変化を観察した。［結果］①PMSG101U投
与6，12，18，24時間における排卵陽性率はそれぞれ0，53、88，85％であり、18時間以降で高率に排卵が認

められた。しかし、その平均排卵数は6．5で自然排卵数より低値であった。②PMSGlOIU投与後5，6，
7時間にhCG101U投与した場合の平均排卵数はそれぞれ20．3±9．0，23．0±6．6，20．8±10．1でありいず

れも自然排卵数を上回る成績であったが、hCGの投与時間による有意差は認められていない。しかし

、PMSG／hCGの間隔が5および7時間の場合個体差が大きく、その結果として平均排卵数も6時
間の場合に比べて低くなっている。③PMSG投与後6時間までの血漿中Estradiolは投与後3．5時間
で上昇が認められ（31～36pg／ml）、4．5～5．0時間（39～56pg／皿1）でピークを示す。以後低下し6時間後

では32～38pgん1であった。血漿中Progesteroneは、　Estradio1が下降し始めるPMSG投与後5．5～
6．0時間でピーク（55～60ng／m1）を示すが7．0時間後には再び低値（20～25ng／ml）となる。以上の結果

から、PMSG投与後5．5～6．0時間にLHが起きることが推察され、この時間に合わせてhCGを投
与する方法によって、いつでも自由に目的のステージの卵子を得ることが可能になると思われる。

VIII－18 マウス卵の表層穎粒のCyt。chalasin　Bによる放出抑制

東邦大学医学部第二解剖・第二産婦人科＊
帝京大学医学部附属溝口病院産婦人科＋
o岡田詔子・三島真喜子＊・川村良＊・永江毅＋・猪俣賢一郎

「目的」　　卵母細胞の成熟過程における表層穎粒（CG）放出の調節機構については、
充分な解明がなされていないt、　　　　　　　　　　　　　　　　　そこで今回は、actinfilamentの重合阻害剤
Cyt。chaiasin｛Cyt。　B｝がCGの放出を抑制するか否かを共焦点レーザー走査型顕微鏡
を用いて観察したので報告する。
「方法」　　過排卵処理にて得られた卵核胞期の卵を、　Hepes　buffer＋TYM（豊田ら）

の塩類組成＋　5％血清添加培養液にて培養したp　Cyt。　BはDMSOに溶解し、最終
濃度がIO．ilM／皿且になるように培養液で調整した、、　実験群は以下の3系列とした、，
A：無添加培養群　　B：DMSO添加培養群　　C：Cyto　B添加培養群，　培養卵は、

培養8時間後に4％paraf。rmaldehydeで固定後、演者らの既報によりFITC－LCA｛レク
チン）lO刀g／mlを用いてCGを染色し、　PI20』g／mlを用いて核染色し、レーザー顕微
鏡（Bi。　Rad　Lab　MRC　600型）で断層像を観察した，
「結果」　　培養開始時の卵核胞期ではCGは全周に認められた　　8時間培養後の
MetaI期では、　A群は分裂装置の出現およびその表層にCGの欠損領域の出現が認
められた。　B群では、分裂装置の末端が平坦で樽状の構造を示すものが一部に認めら
れ、卵周囲のCGはほとんど観察されなかつた。　C群では、分裂装置の末端が著明に
平坦化し、樽状構造を示していた、　また、CGの欠損領域は約50％の卵で出現しな
かった、

「考察」　　Cyt。　Bの溶媒DMSOがCGの放出を促進することが認められた、　この
条件下でも、Cyt。　Bの添加によりCGの放出を抑制することが確認され、CGの放
出機構にはactinfilamentの重合が重要な役割を担っているものと考えられる。
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VIII－19 哺乳動物の卵母細胞における表層粒の組織化学的観察

　新潟大学農学部農業生産科学科
○細江実佐，新村末雄，石田一夫

［目的］表層粒は、透明帯反応や卵黄遮断を引き起こす物質を含んでおり、多精子受精防御に役割を果
たすことが知られている。従来、哺乳動物の卵母細胞における表層粒の観察は電顕を用いて行われてい
たが、最近、蛍光色素あるいはビオチンを標識したLens　culinaris　agglutinin（LCA）を用いて、表層粒

の数と分布がハムスターとマウスで観察されている。今回は、ハムスターとマウスの他にラット、ウサ
ギ、ブタおよびウシの卵母細胞について、表層粒の密度と分布が動物間でどのように異なっているのか
を、FITCを標識したLCAを用いてレクチン組織化学的に調ぺた。
［方法］観察した卵母細胞は、ハムスター、マウス、ラット、ウサギ、ブタおよびウシの胞状卵胞から

採取したもので、すべて卵核胞期にあるものである。採取した卵母細胞は、ピアルロニダーゼとプロナ

ーゼで処置して卵丘細胞と透明帯を除去し、3．7％パラホルムアルデヒドを含むPBSに固定した。表層粒
の検出は、FITCを標識したLCAを用いてDucibellaらの方法に従って行った。なお対照として、α一メ
チルマンノシドで処置した卵母細胞を用いた。

［結果］ハムスター、マウスおよびラットの卵母細胞において、表層粒は、いずれの動物のものも中程
度の大きさで、マウスとラットでは細胞質表層に単一で分布しており、ハムスターでは単一または複数
個が集合して分布していた。また、表層粒はハムスターとマウスの卵母細胞では多かったが、ラットで
は少なかった。ウサギの卵母細胞の表層粒は極めて大型で、表層以外の細胞質に単一で少数分布してい
た。ブタの卵母細胞の表層粒は小型で、細胞質表層の脂質小滴の間に単一で多数分布していた。ウシの
卵母細胞の表層粒はやや大型で、細胞質表層に複数個が集合して多数分布していた。

VIII－20 マウス卵子の機械的傷害に対する特異性

千葉県がんセソター・血液化学療法科

　　　　小　黒　　昌　夫

　人工受精の中で所謂，顕微受精といわれる技法が最近注目されている。演者はすでに浮遊細胞（直径

10μ襯）の細胞注射法とその装置を開発し報告したが（1983年），その際の基礎実験としてマウス卵
子を含めた各種細胞に注射あるいは穿刺を行い，各種細胞の機械的刺戟に対する細胞の反応を比較検討

した。今回はマウス受精卵と未受精卵における機械的刺戟に対する反応と細胞死を中心に顕微受精に関

連すると考えられる所見について報告する。

　方法と対象：マウス未受精卵と受精卵，比較対照としてマウス白血病細胞，Lewis肺癌細胞，　He

La細胞　3T3－A31細胞を対象としそれら培養細胞を既報（1983年日本癌学会報告）の方法に
より注射した。注入物質はシリコンオイル140～300CSを注入し，また核のDNAを特異的に生体染色
が出来る螢光色素を検討し，DAPI1μ9／tmeを選び，1500倍の倒立螢光顕微鏡で経時的に観察した。
最長観察期間は受精卵の7年間である。

　結果：細胞の種類により穿刺のみで萎縮死滅する場合，注射後の可逆的な注射部位あるいわ他部位の
膨化突出など多彩であった。しかし卵子ではそのような変化はなく，卵形質は他細胞よりも硬く，穿刺

に強い抵抗を示し，死滅の前徴としては不規則な形態を示すことが認められた。また注射針を抜去する
と，針に多量の卵形質が附着し，それはDNAを含有していることが考えられたことより，穿刺により，
かなりのDNAの損失を伴うことが推測された。長期観察の結果では，未受精卵の透明帯は死後短期間
で融解するものもあるが，受精卵のそれは死後7年間も崩壊しない卵子も確認された。卵子の機械的刺
戟に対する反応は他の細胞と全く異なり，それは卵子の透明帯によるものと考えられるが，受精と未受
精によっても異なり，卵子透明帯の生理的機能には，なお多くの不明な点のあることが考えられた。
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VIII－21 ツニカマイシン添加培養液でコンパクションを起こしたマウス胚の
割球接合に関する研究

新潟大学大学院自然科学研究科，新潟大学農学部農業生産科学科X

O四谷伊公子，新村末雄X，石田一夫X

【目的】ツニカマイシン添加培養液（TMM）でマウス2細胞胚を培養すると、胚は8または16細胞期でコン
パクション（C）を起こすが、胚盤胞には発生せず、その後、胚の割球は球形を呈して離散する（デコンパ

クション，DC）。従って、　TMMでCを起こした胚では、割球間の接合装置の状態が無添加培養胚のものと異

なっていることが考えられる。そこで今回は、T㎜でCを起こしたマウス胚について、接合装置、および

アクチンとサイトケラチンの観察を行い、無添加培養胚のものと比較した。
【方法】観察した胚は、ICR系マウスの2細胞胚をTMM（0．5㎎／ml）で、20ないし32時間培養して発生させ、

CおよびDCを起こした8ないし32細胞期のものである。なお対照として、　Whitti㎎hamの培養液で発生さ

せた胚を用いた。電顕観察のために、胚を二重固定した後包埋し、超薄切片にした。一方、アクチンと

サイトケラチンを検出するために、胚を固定後、NBD標識ファラシジン、あるいはウサギ抗ケラチン血
清およびFITC標識ヤギ抗ウサギlgGに浸漬した。
【結果】TMb（［で発生した胚および対照の胚の両者において、　Cを起こしたものでは、球形割球間および球

形割球と扁平割球の間にはギャップ結合が、扁平割球間にはギャップ結合のほかに、閉鎖帯とデスモソ

ー ム前駆体がみられた。しかし、Tb！Mで発生した胚では、扁平割球間の閉鎖帯とデスモソーム前駆体の

接合面は小さく、デスモソーム前駆体の数も少なかった。一方、アクチンの存在を示す蛍光は、割球の
細胞質に観察され、両者の胚で相違はみられなかった。サイトケラチンの存在を示す蛍光は、Cを起こ
した対照の胚では割球の細胞質で線維状を呈していたが、TMMで発生した胚では穎粒状で、弱かった。
また、T㎜でDCを起こした胚では、いずれの割球間にも接合装置は観察されず、アクチンの蛍光もみら

れなかった。サイトケラチンの蛍光はCを起こした胚に比べ著しく弱かった。

VIII－22 穎粒膜細胞ギャップ結合の動態と細胞膜の更新過程

山形大学医学部産科婦人科学教室
　○小池数与，川越慎之助，広井正彦

　ギャップ結合（GJ）の代謝過程を明らかにするため、卵胞発育とともに増加し排卵直前に減少する、卵

胞穎粒膜細胞のGJを、形態学的に検討した。幼若マウスにPMSG投与48h後にhCGを投与する過程の内、　PMSG

投与前を含む幾つかの時期の卵巣を摘出し、種々の成熟過程の卵胞を観察した。方法は、超薄切片法お
よび凍結割断レプリカ法による電顕観察とGJ蛋白の一つであるコネクシン43に対する抗体を用いた免疫組織学的

検討を行なった。卵胞腔を持つ卵胞の穎粒膜細胞では、表面形質膜が形成するGJのほかに、細胞内に陥
入する環状GJと形質内に広範囲に蛇行する管状GJが認められた。環状GJが細胞膜に移行する部分と管状
GJの周囲には、ミオシンS－1に修飾されるアクチン細糸の集合が認められた。環状GJば、しばしば酸性ボスファターゼ

陽性の水解小体との共在を示した。成熟卵胞穎粒膜細胞の細胞膜直下には、RERが豊富に存在し、数珠
状ないし独立の小胞を作り、小胞が表面形質膜に融合して、Ω状開口に類似する像が観察された。この
RER由来の小胞の膜内粒子は、散在性であり特別な配列は認められなかった。また、抗コネクシン43抗体との

反応は、穎粒層に陽性所見を示し、卵胞の発育とともに増加し、排卵直前に減少することを光顕レベルで

確認した。特に、PMSG投与後48hとhCG投与後1hの時期の成熟卵胞穎粒層において、強い反応性を示した。
さらに免疫電顕法では、表面GJと一部の環状GJに反応が認められたが、比較的分解が進んだ環状GJでは、

全く反応性が認められなかった。以上の所見より、表面GJが細胞内に取込まれる際には、ア好ン細糸主体

の線維よりなる細胞骨格が関与し、環状ないし管状の陥入膜構造を形成し、一部は水解小体により分解
され、GJ蛋白の構造も変化すると考えられる。一方、　RER由来の小胞が直接形質膜に癒合しΩ状に開口

する一連の形態変化は、穎粒膜細胞形質膜の主な補給経路と考えられ、またRERで合成されたGJ蛋白が、
ゴルジ装置を経由せずに、直接形質膜に組込まれ、GJを形成する可能性を示唆している。
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VIII－23 穎粒膜一黄膜細胞相互作用による卵成熟調節

福井医科大学　産科婦人科学教室

O久保　真，小辻文和，後藤健次，富永敏朗

【目的】卵胞内では卵の成熟は抑制されており，卵胞外に卵が取り出されると成熟が開始する。我々は

Collagen膜上に黄膜（T）細胞と共に培養されたウシ穎粒膜（G）細胞は生体発育卵胞壁細胞と類似の形
態と機能を有することを報告してきたが，本研究ではこの細胞上でウシ卵を培養し，卵成熟に及ぼす

G－丁相互作用とFSHの影響を検討した。　【方法】ウシ卵をF訓の存在下もしくは非存在下で7日間単独に培

養されたG細胞上（G－alone）あるいはT細胞と共に培養されたG細胞上（G／T）で培養し，卵成熟開始を卵

核胞崩壊（GVBD）の経時的観察により検討した。またT細胞上に培養された卵についても同様の検討を試
みた。【結果】①G細胞上での卵成熟：Galone上では9h後に10磯の卵のGVが消失したが，　G／T上では12h

後にも24Xの卵にGVを認めた。②FSH処理の影響：GaloneのFSH処理はGVBD発現に影響を及ぼさないが，

G！TのFS”処理はGV消失時間を有意に遅延させ，24h後にも33％の卵にGVを認めた。◎丁細胞上での卵成熟：

6h後には100Xの卵にGVBDを認め，　FSHの添加もGV消失時間に影響を及ぼさなかった。④Cond　i　t　i　oned

med・i・urn内での卵成熟：FSH処理されたG／T細胞Cond　i　t　i　oned　med　ium内ではGV消失が抑制されたが，その

効果は細胞上で直接培養されta場合に比べ僅かであっta。　【結論】①②③より（1）T細胞からのシグナル

はG細胞の卵成熟抑制効果を増強させ，（2）FSHはT細胞の支配下にあるG細胞の卵成熟抑制作用をさらに増

強させる，と考えられる。また④より（3）G細胞から卵への成熟抑制シグナルの移送は主に細胞間連絡を

介する，と考えられる。

VIII－24 卵成熟と卵細胞骨格一共焦点レーザー顕微鏡による観察一

東北大学産婦人科
○寺田幸弘、萬代泰男，舩山由有子，陳　偉業，千田定則，田村みどり，

　村上　節，渡辺　正，戸澤秀夫，深谷孝夫，矢嶋　聰

【目的】未受精卵，特に未熟な卵は受精卵に比し凍結融解操作に対する耐性が異なる。その一因として，

卵成熟の各stageでmicrofilamentを中心とした細胞膜裏打ち構造の成熟度に差のある事が推定される。
本実験ではこの観点より卵細胞の皿icrofilamentを蛍光染色し，卵成熟と細胞骨格の関係を検討した。

【方法】成熟雌golden　hamsterをPMSG－hCG処理後，各成熟段階の未受精卵を採取し，固定，透過処

理後FITC－phalloidineにて染色した。ホールマウント標本を共焦点レーザー走査顕微鏡（OLYMPUS
LSM－GB200）にて観察，画像解析を加えた。

【結果】卵がGV→MI→MHと成熟するにつれ細胞膜直下の高蛍光領域が形成されていった。　LSMによ
り，従来の蛍光顕微鏡でみられた他焦点より反射光が除かれ，明瞭な像が得られた。また画像処理によ
り，卵のmicroscopic　tomographyと言える連続的な断画像及び，一標本の各部位での蛍光強度の差の
客観的判断が可能になった。

【考察】卵成熟に従い，細胞膜裏打ち構造である膜直下のmicrofilanentの形成が進行してゆくことが
示唆された。この事実は，凍結融解操作に見られたGVstage卵の物理的弱性の裏付けとなる。
　LSMにより細胞質内のskeletal　structureのdynamicな解析が可能になった事は，未だ不明の点が多い

細胞質成熟解明の一端となる可能性が考えられる。
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VIII－25 卵成熟、受精過程におげる糖取り込み能の変化と糖輸送担体の解析

東京大学産婦人科、横浜市大生化学：

○森田　豊、堤　治、細谷岩生、定月みゆき、武谷雄二、加藤尚彦t

【目的】卵の成熟、受精過程における糖取り込み能の変化および糖輸送担体（GLUT　1）の発現を定量的に

解析した。【方法】PMS－hCGにより過排卵処理したマウスを用いて、hCG投与前、8時間、16時間（未受精

卵および受精卵）後の卵を回収した。卵は卵丘細胞を除去（DO群）、または卵丘細胞と共に（COC群）、3H－

deoxyg　l　ucose（DG；25μM）を含む10μ1のmBWW中で培養し、DGの取り込みを測定した。　COC群に関しては、

卵卵丘細胞複合体の直径によりgrade分類した場合の検討もおこなった。また微量ウェスタンブロッテ
ィング法を考案し、受精によるGLUT　1の発現の変化を定量的に解析した。【結果】DGの取り込みはDO群

でhCG投与前0．28±0．03　f　mo　1／oocyte／hr（mean±SEM、以下単位同じ）に対し、投与8時間後1．13±

0．11、16時間後（未受精卵）1．22±0．09と有意の上昇を認めた。さらにhCG投与16時間後の受精卵では、

3．29±0．09と受精により約3倍にDGの取り込みは増加した。　COC群に関しては、　hCG投与前32．3±9．4に

対し、投与8時間後では8．7±2．3と有意に低下した。また卵丘細胞の付着程度によりgrade分類して検
討すると、COCの直径が大きいものほどDGの取り込みは大きかった。　GLUT　1の発現は、　hCG投与16時間後

の未受精卵21．5±0．7％（コントロールとして用いたヒト赤血球膜2ng蛋白を100％として比較した値、

mean±SEM、　n＝3、以下単位同じ）に対し、16時間後の受精卵では28．8±1．5％と受精により有意に増加

を示した。【結論】①LH刺激による卵成熟、および受精により糖取り込み系が発達する。②DO群、　COC

群の検討により、卵丘細胞より卵への糖輸送系の存在が考えられた。③形態学的な卵のgradingと糖取
り込み能には相関を認め、卵成熟度の生化学的指標となりうる可能性が示唆された。④マウス卵、初期
胚にGLUT　1が存在することを証明し、卵、初期胚の糖取り込みにはGLUT　1が関与することが明らかとな
った。⑤GLUT　lは受精にともない増加し、糖取り込み能発達の要因となっていることが示された。

VIII－26 不妊原因としての卵子停留の検討

東海大学医学部産婦人科

O小林善宗、本田育子、井上正人、藤井明和

〔目的〕破裂卵胞から卵子が排出されない卵子停留が起これば妊娠は成立しない。GIFT採卵時に確認し
た卵子停留の頻度と、この様な停留卵子retained　eggのGIFT成績を検討した。さらに卵子停留が確認さ

れた患者にとって、これが主な不妊原因となるか否かを長期予後をもって検討した。　〔方法〕1985．11

～1988．3の期間に、腹腔鏡下採卵によるGIFT施行時に、卵胞破裂（stigmaの確認）例を対象に、破裂卵

胞内を1～2回生食洗浄し、停留卵子の回収を試みた。停留卵子回収症例の長期予後を検討した。
〔結果〕1個以上の破裂卵胞が36名37周期に存在し（hCG後平均38h）28名29周期に停留卵子が回収された。

この28名は、原発性不妊21名、続発性7名で、平均年令33．3才、平均不妊期間8．2年であった。破裂卵
胞は計56個で、40個（71．4％）に停留卵子が回収され、このうち27個（67．5％）は良好成熟卵子で、変性

卵子は3個（7．5％）であった。また腹水中から4個の良好成熟卵子を回収した。過排卵法別では、
clomiphene（CC）－hCG17周期での停留卵子回収率は70．8％（17／24卵胞）、　CC－HMG－hCG19周期で71．0％

（22／31）、HMG－hCG　1周期では1／1であった。　G　I　FTはもちろん未破裂卵胞よりの回収卵子も含めて移植し

たが、全37周期で4妊娠（10．8％）にすぎず、回収された停留卵子のみ移植の5周期では妊娠しなかっ

た。卵子停留症例28名の長期予後は、大きな不妊因子（男性不妊10名、子宮内膜症IV期2名、高度卵管

周囲癒着1名、卵管内精子輸送障害1名）をもっ14名には妊娠がなかったが、その他の14名（正常腹腔
6名、子宮内膜症1～ll　me　8名）では、今回のGIFT妊娠も含あて配偶子操作妊娠が9名（64．3％）に対

して、自然・AIH妊娠は2年後の2名（14．3％）にすぎなかった。　〔結論〕卵子停留が不妊原因となる

可能性が示唆された。不妊現象の一部は卵子停留で説明がっくものと思われる。
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VIII－27 家兎未受精卵の成熟段階による耐凍能の相違

東北大学医学部産科学婦人科学教室
　○萬代泰男、寺田幸弘、舩山由有子、渡辺　正、陳　偉業

　　千田定則、村上　節、田村みどり、深谷孝夫、矢嶋　聰

【目的】　卵胞卵凍結保存の可能性を検討するために、家兎を用い、採卵直後の卵胞卵（GV期卵）、体外

成熟卵（MI期卵）および排卵卵子（M皿期卵）の3種につき、耐凍能および体外受精能の相違を解明した。

【方法】　性成熟雌NZ白色種家兎にFSHによる卵巣刺激を行い、卵巣を摘出、卵胞卵（GV期卵）を採取し
た。凍結保護剤として，1．OM　DMSOを用い、室温より植氷点まで一2℃／分、植氷後、－40℃まで一〇．3℃／分で

冷却した後、液体窒素に浸潰する急速凍結法を行なった。37℃温水中で急速融解後、形態学的正常性を
判定した。新鮮卵胞卵、凍結保護剤の添加・除去のみを行なった卵胞卵（溶液対照卵）および凍結融解
卵胞卵の三者をBO＋10％非働化家兎血清中で14時間、体外成熟培養して、　MI期への移行率を調べた。皿ll

期卵として、体外成熟卵および排卵卵子についても凍結融解法を試み、形態学的正常性を判定し、融解
後の生存性を同種精巣上体尾部精子との体外受精により検定した。

【成績】　卵胞卵の融解直後の形態学的正常率は38％と低く、体外成熟培養後には大部分の卵は変性し

た。溶液対照卵では84％がM期にまで成熟し、卵胞卵の低い耐凍能は凍結融解過程そのものに起因する
と考えられた。体外成熟卵は凍結融解後の形態学的正常率は38％で、排卵卵子の92％に比べて、耐凍能
が低く、体外および体内成熟条件下での細胞骨格を含む卵細胞質や卵細胞質膜の構造の相違によるもの
と推察された。凍結融解体外成熟卵の受精率は、新鮮排卵卵子（68％）、凍結融解排卵卵子（45％）に比べて

低いが、10Xに正常な2前核形成を認めた。　　【結論】　卵胞卵の耐凍能は著しく低く、排卵卵子と
異なる凍結融解条件の設定が必要である。体外成熟卵と排卵卵子も異なる成熟条件による耐凍能の相違

が認められた。現時点では、卵胞卵よりは体外成熟卵の凍結保存を試みるのが妥当であり、未熟卵子の
凍結保存には、体外成熟培養が前提条件として必要であることが示唆された。

VIII－28 マウス透明帯の成熟過程における酵素溶解能（Hardening）と

膨化能（Swelling）の変化

大森赤十字病院産婦人科　　　　　0島田美津江

東邦大学医学部第二解剖学教室　　　岡田詔子

同　第一産婦人科学教室　　　　　　久保春海　　百瀬和夫

目的：マウス卵の成熟変化を電顕で観察し報告してきた。減数分裂時に表層穎粒が放出され透明帯（以
下ZP）は生化学的に変化し（ZPII→ZP皿f）、酵素の溶解抵抗性（Hardeni㎎）が増加している事が報告

されている。一方体外受精時にZPのS　pontaneous　Hardeni㎎による受精率の低下が問題となっている。

そこでZPの変化と表層穎粒の放出時期の関係を、成熟過程の卵母細胞で低張酵素液（150mOSMの培
養液にO．5％Pronase添加）を用いて調べた。さらに表層穎粒の放出抑制目的でCytochalasin　B（以下

Cyto．B）添加培養卵のZPも同様の観察をした。　方法二過排卵処理後のマゥスからHCG2－12時間
後の卵を回収した。卵核胞（以下GV）期卵は囲卵腔の認められないものを用いた。培養液はHepes　Buffer

に豊田らのTYMの塩類組成で5％血清を加えた。　Cyto．Bは5－20μM濃度としこの対照には溶媒のD

MSO相当量を添加して培養した。　結果：GV期の低張酵素処理では膨化は認められずZPの外側から
溶解し、最内層の一部がわずかに残存するものが約70％認められた。MetaI期になるとZPの膨化を
認め囲卵腔が増大し完全溶解するものと非薄化して残存するものが認められた。しかしZPの最内層の
残存は認められなかった。Meta皿期では100％の卵のZPに膨化が観察されZP全体が非薄化した。
Cyt。．B培養卵では培養終了時に核膜の消失（Meta　Iも含め）を100％認めた。この卵の低張酵素処理

では約55％に膨化と非薄化が認められた。DMSOのみの対照区の培養終了時では、　Meta　I期で100％
に膨化と非薄化したZPの残存が観察された。　考察：SwellingとHardeningの開始時期（Meta　I）

が表層穎粒の放出開始時期（MetaI）と一致した事から、表層穎粒の放出と成熟過程でのZPの変化は
密な関係があることが推察された。又Cyto．　BによるZP変化の抑制は表層穎粒放出の抑制によるもの
と思われる。
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VIII－29 マウス卵子胚胞崩壊過程におけるチロシンリン酸化の関与

慶鷹義塾大学医学部産婦人科、新座志木中央総合病院＊、三菱油化ビーシー

エル族森永乳業生化研＊串＊

○木村裕幸、遠藤芳広＊、大隅一興＊＊、大庭三紀子＊族鈴木秋悦、野澤志朗

【目的】チロシンプロテイソキナーゼ阻害剤であるgenistein，および抗ホスホチロシソモノクローナル抗体

（PY20，　ICN）を用いて、マウス卵子胚胞崩壊（GVBD）過程におけるチロシソリソ酸化の関与を検討する。

【方法】4から8週令のDDY系雌マウスを51U　PMSGで刺激し、48時間後に卵巣を摘出し、500μMdbc
AMPあるいは0．2mM　I　BMX含有minimal　essential　medium（MEM）／polyvinylpyrrolidone（PVP）下で卵

子を採取し実験に供した。卵子をIBMX非存在下でgenistein，　dbcAMP，およびその両者を含有する
MEM／PVPで培養し、　GVBDを観察した。一方、卵子を1mCi／ml　32Pを添加した500μM　dbcAMP含有
phosphate　free　modified－Krebs　Ringer　Buffer（－P，　m－KRB）／PVPで2時間radiolabel後、　dbcAMP非

存在下に30μ2／ml　genistein含有一P，　m－KRB／PVP／32Pで培養し、　SDSポリアクリルアミド電気泳動で

蛋白質リソ酸化の変化を分析した。

【成績】15μg／ml　genistein，40μM　dbcAMP存在下2時間の培養では、　control群の卵子がほぼ100％GVBD

を完了したのに対し、各々80－90％，70－80％と軽度の抑制がみられた。genisteinとdbcAMP共存下では

0－30％と強い抑制がみられ、両者の作用は相乗的と考えられた。protein　kinaseCのstimulatorである

TPAでは、　genisteinとの相加的なGVBD抑制効果が認められた。　PY20のmi　croinj　ectionによって、GVBD

はcontrol群の卵子に比べ有意に遅延した。また、電気泳動による解析で、　genisteinはdbcAMPと同様
に、GVBDに伴う蛋白質リン酸化の変化を阻害した。
【結論】マウス卵子胚胞崩壊過程にチロシソリソ酸化が関与することが示唆された。

VIII－30 M－CSFのラット卵胞成熟および排卵への関与

熊本大学医学部産科婦人科学教室　○西村佳与子　田中信幸　福松之敦

　　　　　　　　　　　　　　　　　大重明広　　松浦講平　岡村　均

（目的）以前より我々は、卵胞成熟過程におけるMφの動態と役割にっいて報告してきたが、今回、

macrophage－colony　stimulating　factor（M－CSF）のラット卵胞成熟及び排卵過程への関与について検討
した。

（方法）23日齢雌未熟ラットにPMSGを皮下注し、その48時間後にhCGを皮下注した排卵モデルを用いて、
まず、M－CSFを1回投与（10万単位／rat，　IP）あるいは3回投与（3000－30万単位×3回／rat，　IP）した時の排卵

率・末梢血液像の変化及び組織学的に卵胞中のMφの動態について検討した。次に、抗M－CSF抗体（5μg／
rat）を卵巣嚢内に投与した時の排卵抑制効果について検討した。さらに、　G－CSF〈q．3－30μg／rat，　IP）の

排卵への影響にっいても併せて検討した。
（成績）M－CSF　1回投与では軽度の排卵率増加がみられ、　M－CSF　3回投与により用量依存的に排卵率の増

加を認め、3万単位×3回／rat以上の投与において対照群に比し有意の増加を認めた。抗M－CSF抗体の卵
巣嚢内投与実験では、PMSG投与後24時間目からhCG投与後10時間目までの投与群において対照群に比し

排卵率の低下がみられたが、特定の至適投与時間は認められなかった。一方、G－CSF投与は排卵率に有
意な影響を与えなかった。

（結論）M－CSFがラット卵胞成熟および排卵過程のほぼ全過程に影響を与えることが明かとなり、卵巣
レベルでのM－CSF・Mφ系の重要性が示唆された。
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VIII－31 抗プロゲステロン剤RU　486による排卵抑制とそのメカニズムの検討

藤田保健衛生大学医学部産婦人科学教室
○樋口泰彦，吉村俊和，田中信之，隅山充樹，多田　伸，廣田　穣，
　澤田富夫，河上征治

［目的］我々は既に，血中progesterone（P）濃度が排卵過程の初期と中後期に2峰性の上昇をみせるこ

とを報告した。今回，排卵機構の中でのPの意義を明らかにするため，PantagonistであるRU486を用

いて，RU投与時間別の排卵抑制率を検討し，加えてRUの排卵過程内cAMPおよびP変動に及ぼす影響
を検討した。

［方法］eCG処置wistar系未熟雌ratから動，静脈にカニュレ・一シ・ンした卵巣を摘出し，　in　vitro卵巣灌

流装置にて約24時間灌流した。灌流液はM199を70m1使用，排卵過程はLH（100ng／m1）により開始させた。

LH投与時をOhと設定，　RU（10邑6　M／1）添加は一一4hから＋16hまで試みた。またcAMPおよびP濃度の測定に

供する灌流液は，静脈カニューラより直接採取した。

［結果］RUによる排卵抑制は2峰性を示し，－2h～Oh投与時と＋8h～＋12h投与時に強い抑制が認められ
た（control：16。30va，－4h：9．0，－2h：4．3，0h：5．7，＋2h：8．0，＋4h：11。7，＋6h：10．4，＋8h：4．5，＋10h：4．2，

＋12h：4．8，＋14h：11．8，＋16h：13．2）。卵巣cAMPおよびP産生はともにLH投与後10分以内に上昇を開始し，

RUの投与はその上昇に対し何ら影響を及ぼさなかった。

［結論］RU486による排卵抑制は卵巣におけるcAMPやPの産生を介さない抗P作用そのものによると

考えられ，今回得られた2峰性の排卵抑制パターンが，in　vivoにおけるP産生と鏡面的対称を示すこと
から，排卵機構におけるPの重要性が強く示唆された。

VIII－32 男子不妊症の臨床統計的観察

帝京大学市原病院泌尿器科，同　産婦人科’

○浜野公明，水上宏俊，桝井眞，三浦尚人，近藤明，鈴木文夫，野村和史
　結城崇夫，小竹忠，伊藤晴夫，五味淵秀人’，貝原学’

〔目的1当院開設以来6年間の泌尿器科外来における男子不妊症患者の臨床統計的検討を行った。

〔対象と方法」1986年5月より1992年4月までに帝京大学市原病院泌尿器科を不妊を主訴として受診し

た患者184人を対象とした。これについて初診時年齢不妊期間，既往歴，配偶者不妊因子，現症精
液所見，内分泌学的検査，治療成績を集計し，検討を加えた。

1結果〕6年間に当科を受診した男子新患総数は5872人で，そのうち不妊主訴患者は184人と3．1％を
占めた。初診時年齢は平均34．2歳，不妊期間は平均4．5年。既往歴は流行性耳下腺炎68例，鼠径ヘルニ

ア手術12例，精管結紮11例，精巣上体炎7例，精巣炎3例であった。配偶者不妊因子として検索を行っ
たうち，何らかの婦人科学的異常を30．9％に認めた。不妊原因として，精索静脈瘤36例，高プロラクチ

ン血症14例，精路閉塞14例，前立腺炎8例，停留精巣2例，Klineferter症候群2例，脊髄損傷2例，
逆行性射精2例，インポテンス1例を認めたが，特発性が111例（60．3％）を占めた。精液検査では，

Normozoospermia（精子濃度20×106／ml以上，精子運動率50％以上）が47例（27．2％），　Oligozoospermia

9例（5．2％），Asthenozoospermia　36例（20．8％），Oligoasthenoz〔〕ospermia　33例（19．1％）であ

った。Azoospermiaは48例（27．7％）あり，その内訳は原発性20例，閉塞性12例，性染色体異常3例，

不明13例であった。内分泌学的検査では，Azoospermiaにおける血清LH・FSHの高値，血清テスト
ステロンの低値が他群との有為差を認めた。薬物療法の有効率は，メコバラミン25．0％，カリジノゲナ

ーゼ29．4％，クエン酸クロミフェン25．9％であった、手術療法では，顕微鏡下精索静脈瘤根治術を21例
に施行して精子濃度27．8％，精子運動率22．2％の有効率と妊娠成立率16．7％を得た。また，顕微鏡下精

管精管吻合術を10例に施行し，精子出現率57．1％，妊娠成立率42．9％であった，
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VIII－33 高度乏精子症の臨床像

一過去10年間の男子不妊症の臨床統計から一

ノ

横浜赤十字病院・泌尿器科　岩崎　晧

横浜市大病院・泌尿器科　　斉藤和男・佐藤和彦・木下裕三・穂坂正彦

　男子不妊症の治療の困難な事はよく知られている。その中でも、極度に精子濃度の低下を示し、また、

精子運動率の低下を伴い、かつ、治療に抵抗する群のあることもよく経験するところである。このよう
な高度乏精子症に対して、最近では体外受精や顕微受精などの新しい治療法が応用されるようになり、

新たな局面を迎え始めている。そこで今回我々は、過去10年間の男子不妊外来の臨床的観察を行い、そ
の中から高度乏精子症を取り出し、これらの臨床像を探ることを試みた。

　対象は、昭和54年1月より平成3年6月までに、横浜市立大学泌尿器科不妊外来を受診した506名の
うち、精子濃度10x106／m1以下を示した高度乏精子症患者86名である。これに無精子症や特殊な疾
患を除いたその他の乏精子症165名を対照として以下の項目につき検討を加えた。
　1）精液所見：精子濃度に変動および運動率との相関について　2）妊娠率　3）精巣容積　4）血中
ホルモン値　5）精巣組織所見：無精子症、その他の乏精子症との比較について
　以上の観察から高度乏精子症の臨床像につき検討を加え報告する。

VIII－34 男性不妊症と新婚インポテンスについて

東邦大学医学部第1泌尿器科学教室

0沈　明，金　正民，岩澤俊久，森岡　元，原　啓，黒田加奈美，松橋　求，

高波真佐治，石井延久，三浦一陽，白井將文

　男性不妊症は大部分原発性の精巣機能障害が原因で起こることが知られている。しかし、最近になり

勃起や射精が出来ないために実子が得られない症例の受診が増加している。特に勃起不全症例は性交が

出来ないので治療の選択に迷うことが少なくない。今回は東邦大学大森病院リプロダクションセンター

を受診した新婚インポテンスについてその原因を検討し、若干の知見を得たので報告する。

【対象症例】：過去14年間に性機能に障害のない男性不妊を訴えて来院した患者は2664例である。その

他に、新婚インポテンス症例は同期間に870例であった。これらの症例に対し、勃起機能検査をはじめ

としたインポテンスのスクリーニングを行なった。

【検査結果】：新婚インポテンスは大部分が心因性的な症例で590例（67，8％）、器質的な障害の見ら

れた症例は167例（19．　2％）、このうち内分泌性146例、血管性8例、陰茎性7例、神経因性6例、また混

合性91例（10．　4％）、薬物性など22例（25％）であった。心因性インポテンスはほとんどが心理療法や薬

物療法で性交可能になり、実子の出来た症例もいるが、勃起が回復すると大部分の症例は来院しなくな
るので、詳しい結果は得られていない。しかし、今回の結果は新婚性インポテンスが必ずしも、心因性
の原因ばかりでないごとを示している。そのため、男性不妊症の診療には精巣機能の検索のほかに勃起

や射精などの要因も大切であることが分かった。そこで、われわれは男性不妊を訴えて来院した患者に

は性生活調査表により夫婦の性生活の問題点を検討している。その結果一部の患者に勃起機能に問題の

ある症例が見られている。このような症例は従来の不妊症の治療では対応出来ないのは明らかであるが、

案外見逃していることがあると考えられる。
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VIII－35 男子不妊症の心理特性

　　　　　　一第2報一

昭和大学藤が丘病院　泌尿器科1）
社会保険中央病院　泌尿器科3）
　＊坂本正俊D，北村　勉2），
　　甲斐祥生1），伊東昇太2），

精神科2）

池内隆夫1），
松本英亜3），

　我々は従来より、男子不妊症とその臨床心理学的検討を行って来た。精液所見が正常で，
身体的・器質的疾患のない男子不妊症例の約1／3に各種心理テスト上神経症的傾向を認めた。

　継続的なcaunselingを受けた不妊夫婦にっいて検討したところ以下の点が明らかになった。

夫婦間の衝突が生じ、種々様々な精神・身体症状が著明な症例ほど妊よう性が高い傾向がみ
られ、これはストレスに対する各症例自身の認識、言語化能力が高い程、問題の明確化、直
進化し得た、積極的な取り組みが展開しえた結果と考えられた。この点を踏まえて、妊娠例
と不妊継続例の心理検査上の比較検討を報告する。また不妊という現象は妊よう性の他に広
く性行動にわたる要因が重層的に相関するものであり、本研究対象例についても、生殖一性
行動に対する種々の障害として展開されていた。この意味でさらに今回は、ラット回転ゲー
ジによる負荷を加えた。讐病モデルラットの行動と生殖性及び妊よう性との相関の実験結果

を添えて若干の考察を加える。

VIII－36 当科における不妊外来臨床統計（1985年～1991イD

兵庫医科大学産婦人科

○赤井マリ広小森慎：、滑髪本美也kl川1宏献加藤浩，占、で川唱功、
S・Z，保喜、池田義和、礒島晋∴

【目的】1985年から1990年の6年間に、当科不妊外来を挙児希望にて受診した初診患者について、そ
の不妊原因、治療方法、妊娠成績等の臨床的検討を加えることをH的とした。　【対象】当科を受診し
た患者15034名中、挙児希望初診患者1648名を対象とした。不妊期間2イト未満を挙児希望患者とし、
2年以上を不妊症患者として以ドの統計を行った。不妊症患者は1270名で、挙児希望患者は378名で
あった。　【結果】1）不妊期間は5年以ヒの患者が583名（35．4％）、5年未満が1065名（64．6％）であり、

初診時年齢も30才以上の患者は975名（592％）、30才未満は673名（40．8％）であった。2）原因別分類では、

原因判明群が67．7％、原因不明群は32．3％であり、原因判明群中、男性因r・221名（23．1％）、内分泌因
子145名（15．1％）、重複因了・103名（10．8％）、卵管因f78名（8，1％）、頚管因∫・62名（6．5％）、　r一宮因f41

名（4．3％）であり、原因不明患者における精子不動化抗体陽性患者は44名（14．2％）であった。3）卵管因r・

104例に対し腹腔鏡検査を施行した結果、卵管通過性は55例（52，9％）に認められた。又、illj時にA1Hを
施行した65例中、腹腔内に運動精r・が存在していたのは9例（13．8％）であった。4）不妊患者の妊娠数は
265例で妊娠成、）1周期に於ける治療は、不妊指導を含む自然妊娠】13例（42．6°1。）、薬物療法70例（26．4％）、

AIH46例（17．4°1・）等であった。5）桁r一不動化抗体（SIT）陽性患者の妊娠は19例であり、精1’一　A〈動化抗体

価（Slso）と治療内容を分析すると、Sl50値が10未満の症例でAIHにて3例妊娠していたが、10以1：の症

例ではIVF－ER以外の方法で妊娠した症例はなかった。6）妊娠症例の転帰は、全妊娠307例中分娩117
例、流産54例、転院のため転帰不明は92例、妊娠中は19例であった。　【結論】DHSGだけで卵管因「・
の判定をすることは困難でlaparoscopyによる精査は必要と考えられた。（2）SI5〔】仙が10以ヒの高値の

症例ではIVF－ERが有効な治療法であることが判明した。
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VIII－37 当科不妊外来妊娠例の推移

横浜市立大学医学部産婦人科学教室
○佐治正彦，植村次雄，多賀理吉，白須和裕，柳澤　隆，堀　裕雅，
　大山俊樹，水口弘司

　昭和57年より平成3年の10年間に当科不妊外来を受診し、妊娠することに成功した546例にっいて
統計的に検討し、さきに報告した昭和44年より昭和56年まで12年間の妊娠例508例についての統計と
比較したので報告する。

　妊娠成功例の、初診より妊娠までの期間は1年以内のものが70．9％、3年以内が97．5％で、以前の統
計（1年以内69．4％、3年以内86．4％）と比べると、通院期間1年以上3年以内の妊娠例が増加してい
た。また、5年以上経過したものは0．6％であった。
　不妊原因別分類では、検査中及び原因不明のものを除くと、排卵障害・黄体機能不全等の排卵卵巣因
子によるものが46．8％と最も多く、これは前回の統計と同じ傾向を示した。次いで男性因子15．8％、プ
ロラクチン分泌異常（潜在性高プロラクチン血症を含む）が14．1％とつづき、明らかに卵管因子による

と思われるものは、以前の統計と比べてやや少なく6．1％であった。しかし、他に不妊原因を認めず、HSG

施行後6周期以内に妊娠したものも卵管因子によるものに含めると、その比率は34．5％となった。

　妊娠に結びっいた治療について分析すると、以前の統計と同様にHSGによると思われる例が最も多か
ったが、その比率は36．3％から24．7％と減少している。HSG施行例において、　HSGから妊娠成立まで
の期間を検討すると、6ヶ月以内のものが63．0％であり、そのうち他に不妊治療を行っていないものが
33．2％を占めていた。一方、7ヶ月以上のもの37．0％のうち、いわゆる自然妊娠例は4．9％にすぎなか

った。プロモクリプチンによる妊娠例は21．6％と増加し、クロミフェン・HMG等排卵障害に対する治
療の22．2％と、ほぼ肩を並べている。また、近年は腹腔鏡、IVF－ET、　GnRH作働薬、パーコールを
用いたAIHなどによる妊娠例がみられるようになってきている。

VIII－38 当科における男子不妊症の臨床統計

東海大学医学部泌尿器科
○日原　徹・臼井幸男・原島康壽・石田俊哉

　田中元章・木下英親・勝岡洋治・河村信夫

　1974年2月17日の東海大学病院開院時から1992年4月31日までの18年2か月間に泌尿器科を受診した
男子不妊症患者について臨床統計的検討を行った．方法は、患者の年齢、不妊期閤、既住歴について問

診し、精巣上体、精管、前立腺の触診、精索静脈瘤の有無の検討を行った。精巣容量はオーキドメータ

ー で測定し、血清FSH、　LH、テストステロン、抗精子抗体値を測定した．精液は3～5日間の禁欲
後マスター一一ベーションにて採取し、精子濃度、運動率および奇形率を算定した，無精子症の一部につい

て精巣生検、精管精嚢造影を行い造精機能および精路閉塞の有無を検討した．以上で得られた所見から
WHOの基準を参考として次の7群に分類した．第1群：正精r症一精子濃度20×106／鵬1以上、精子運
動率50％以上、精子奇形率50％未満．第2群：精子無力症一精子運動率50％未満．第3群：乏精子症一一

精子濃度20×106／ml未満．第4群：乏精子・精子無力・奇形精子症一精多濃度、運動率、奇形率のうち
2つ以上が異常．第5群：原発性無精子症一一精細胞がないか造精が完了していないもの．第6群：閉塞
性無精子症一造精能はあるが精路閉塞で無精子症となったもの．第7群：無精液症一精液が射出されな

いもの．これらの7群闇で各種ホルモン値および治療成績につき検討した．
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VIII－39 当教室における続発性無月経の現況と治療

関西医科大学産科学婦人科学教室　O椹木　晋、堀越順彦、森本義晴

　　　　　　　　　　　　　　　　椹木勇

　月経異常、なかでも続発1生無月経（以下SAと略）は臨床上遭遇することの多い疾患の一つである。
最近SAは増加の傾向にあると言われているが、これはダイエット等に伴う過剰な体重減少やハードな

スポーツトレーニング、ストレス等が原因とされている。これらは、若年者に特徴的なものと考えられ

るが、当科に於ける最近のSAの傾向と治療などにつき検討を行ったので報告する。

平成3年1月～12月までの1年間に当科を受診したSA患者63名を対象とした。この間の新患総数
は4453名、内分泌外来患者数142名であった。新患総数に対するSA患者の害拾は1．4汰内分泌外来患者
に対しては44．4％であった。当院で5年前の昭和61年に行った調査におけるSA患者の内分泌外来患者
に対する割合は39．7％であり、最近言われているように増加の傾向が認められた。平均年齢は27．19±4．

95歳で頻度的には25～29歳にピークを認めた。これは昭和61年の結果とほぼ一致し、特に若年化
傾向は認められなっかた。無月経の程度は第1度無月経が90．4％と大部分を占めていた。原因別では視床

ド部・下垂体異常が73．0％と最も多く、高プロラクチン血症は25．4％であった。体重減少を認めたものは

i5．9％でありその平均年齢は23．2歳とSA患者全体のそれより若年化していた。

　SA患者のホルモン基礎値の検討では、　LH値、　FSH値は増殖期の正常値の下限を呈するものが大
半を占め、プロラクチン値については高PRL血症と診断したものの大半のものが30ng／m1前後の値を示
した。E2値については、大部分のもが30～40pg／m1と低値ではあるが増殖期の正常値範囲内にあった。

治療であるが、我々は未婚既婚、挙児希望の有無にかかわらず将来的なことも考慮し、排卵を大き
な目標として主にクロミフェン療法を主体に排卵誘発を行い、鰯膨圏ま85．7％であった。

VIII－40 腹腔鏡を施行した不妊患者のその後の治療成績の検討

東京大学医学部産科婦人科学教室

　○梁　善光，林　直樹，国府田きよ子，塩津英美，成　鑑非，藤原敏博，

　　大須賀穣，堤　　治，三橋直樹，武谷雄二

【目的】不妊症治療において腹腔鏡検査はその診断・方針決定に不可欠な検査となっている。今回，われ

われは腹腔鏡により得られた情報が有効に治療に生かされているかを知る目的で，腹腔鏡施行患者の検

査後の治療方法およびその成果をretrospectiveに検討した。【対象】昭和63年1月～平成3年6月までに
当科で腹腔鏡を施行した不妊患者のうち検査後最低1年間の不妊治療を継続できた62症例を対象とし検

討を加えた。【成績】①62例の腹腔鏡検査の適応の内訳は，卵管不妊疑い24例，原因不明不妊21例，子宮
内膜症疑い7例，初診前長期不妊6例，その他4例の順であった。②初診から検査施行までの期間は原
因不明不妊例で平均23．1士9．2ケ月と長かったが，他の群では約1年以内に施行されていた。③卵管不妊

疑い例は1例を除き全例とも術前診断通りであった。このうち顕微鏡下手術の適応となったものは15例

あり術後に7例（うち1例はIVF－ET妊娠）に妊娠が成立した。残りの8例のうち5例もIVF－ETにより
妊娠が成立した。④原因不明不妊症例のうち9例は子宮内膜症，2例は骨盤内癒着が主たる不妊原因で
あることが判明したが，他の10例については腹腔鏡によっても原因を明らかにできなかった。術後の妊

娠例は各々4例・2例・6例であった。⑤子宮内膜症疑い例は1例を除きすべてr－AFS　W期であり，術

後の治療期間の長い症例はすべてIVF－ETを施行しているが，妊娠例は1例のみであった。⑥初診前長
期不妊例の内視鏡的不妊原因は骨盤内癒着2例，子宮筋腫・子宮内膜症各1例，原因不明2例であり，
このうち3例に妊娠が成立した。⑦全62例中妊娠に至ったものは32例（うちIVF－ET妊娠13例）でありこ
のうち約％は検査後2年以内に妊娠が成立した。【結論】腹腔鏡で得られる情報に基づいた治療を行うこ

とで，約半数の難治性不妊患者が妊娠に至り腹腔鏡検査の有用性が確認された。また原因不明妊娠に対
しては可能な限り早期に検査を行うことにより，早期の妊娠成立が期待できるものと思われた。
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VIII－41 最近5年間におけるAID妊娠例の分析と昭和45－55年の成績との比較

慶鷹義塾大学医学部産婦人科学教室

O田辺清男、斎城綾子、荘　隆一郎、菊地正晃、小林俊文、野澤志朗

　昭和62年1月より平成4年5月までの間に、慶鷹健康相談セソター婦人科にてAIDを受けて妊娠した887

症例計1036回の妊娠を分析し、さらに昭和45年から55年の当院でのAIDの成績（日不妊会誌27：351，
1982）と比較した。なお、1周期に2回以上AIDを施行した場合でも1周期として算出した。

　その結果、1036回の妊娠では、AIDの回数（周期）は最低1回から最高119回、平均7．1回のAIDを受け
て妊娠に至っていた。その内、第1周期目のAIDで妊娠したのは196人18．9％であり、以後回を増す毎に
妊娠例は減少した。さらに妊娠例は3．7回のAIDで50％を越し、10周期では80％に達し、17周期で90％

を越え、30周期で98％に達した。さらに31回以上のAIDで妊娠した例も24例であった。1036回の妊娠
の内転帰が判明した698例833回の妊娠では、正期産が664回79．7％であり、流産が146回17．5％、早産
11回1．3％、子宮外妊娠5回0．6％、胞状奇胎4回O．5％であった。中絶例も2例報告されている。さらに

双胎が11例1．3％、品胎が2例0．2％であった。単胎分娩例における男児は328名女児は332名であり、

男性比は0．988：1であった。また帝王切開が112回13．4％と比較的高率であった。奇形は先天性副腎過

形成1例、VSD　1例、　Down症候群1例、先天性腸回転異常1例、口唇裂2例、斜頸と外反足の疑い1例、計
7例が報告されている。

　これらの成績を昭和45－55年のデータと比較すると、今回の方が流産率がやや高いことと、男女比が
逆転していること以外は大きな差はみられなかった。しかし、妊娠までに非常に多数のしかも長期にわ

たる授精を受けている例や、さらに今回は分析していないがAIDによる妊娠すら諦めている例も多く存

在する。従ってassisted　reproductive　technologyの適応を非配偶者間にも許可されるべき時期にきて

いると考えられる。



関連学会のお知らせ

日本学術会議・泌尿生殖医学研究連絡委員会シンポジウム

　日本学術会議・泌尿生殖医学研究連絡委員会は下記の要領でシンポジウムを開催致

しますので奮って御参加下さいますよう御案内申し上げます．

会期：平成4年11月4日（水）14：00～17：00

会　場：日本学術会議総会会場

　　　　東京都港区六本木7丁目22番34　　電話03－3403－6291㈹

主　催：泌尿・生殖医学研究連絡委員会

共　催：日本産科婦人科学会　　　　　日本受精着床学会

　　　　日本泌尿器科学会　　　　　　日本母性衛生学会

　　　　日本不妊学会

プログラム：

テーマ：「生殖医療技術の進歩と生命倫理」

　（1）開会挨拶

　　水野　正彦（日本学術会議第7部会員，泌尿・生殖医学研究連絡委員会委員長）

　（2）演題及び演者

　　　①生殖と生命倫理

　　　　　高木　繁夫（日本大学医学部名誉教授）

　　　②生殖に対する新しい技術の進歩

　　　　　入谷　明（近畿大学農学部畜産学教授）

　　　③女性不妊症への応用とその実態

　　　　　森　崇英（京都大学医学部産婦人科学教授）

　　　④男性不妊症への応用とその実態

　　　　　片山　喬（富山医科薬科大学泌尿器科学教授）

　　　⑤諸外国にみる生殖医療技術と法律

　　　　　中谷　瑛子（大東文化大学法学部教授）

　　　⑥将来への展望

　　　　　広井　正彦（山形大学医学部産婦人科学教授）

　［追加発言］法律家からみた問題点一臨床の先生方に考えていただきたいこと

　　　　　　　唄　孝一（北里大学医学部教授）

日本学術会議第7部会員

泌尿・生殖医学研究連絡委員会委員長　　水野　正彦



第34回　哺乳動物卵子学会

第34回　哺乳動物卵子学会

大会長　石田　一夫

　下記により第34回哺乳動物卵子学会および総会を開催致します．多数の会員のご参

加をお願い致します．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　期　日：1993年4月22日　（木）・23日（金）

　会場：ホテル新潟2F芙蓉
　　　　　〒950新潟市万代5－11－20

　特別講演：「生殖生物学の研究材料としての両生類」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩澤　久彰　教授（新潟大学理学部）

　一般講演：前回の講演と同様に講演内容をオフセット印刷し，哺乳動物卵子学会誌

　　　　　　10巻1号に講演要旨集として掲載致します．講演原稿は2ページにおま

　　　　　　とめ頂きます．

　　　　　　発表時間は1題8分，討論4分を予定しております．なお，発表時間は

　　　　　　演題数によって変わることがありますのでご了承願います．

　演題申込：締」切／1993年1月16日（土）必着

　　　　　　講演の申込は，葉書に演題名（和文および英文），発表者名および共同研

　　　　　　究者名（ローマ字）を記入のうえ，下記宛お送り下さい．折返し，発表

　　　　　　内容を記載する原稿用紙をお送り致します．

　　　　　　講演原稿の締切は，1993年2月13日（土）必着とさせて頂きます．

〒252　神奈川県藤沢市亀井野1866

　　　　日本大学農獣医学部獣医生理学教室

　　　哺乳動物卵子学会事務局　遠藤　克　宛

　　　ft　0466－81－6241　内線332

総会4月23日（金）1300～1330ホテル新潟2F芙蓉
懇親会．4月22日（木）18．00～20　00　ホテル新潟　2F芙蓉

大会事務局　〒950－21新潟市五十嵐二の町8050

　　　　　　新潟大学農学部家畜生産学教室内

　　　　　　第34回哺乳動物卵子学会事務局

　　　　　　大会幹事　新村　末雄



会　期

会　場

参加費

　　　　　第5回国際アンドロロジー会議

平成5年5月2日（日）～6日㈱

東京　京王プラザホテル

　1993年2月28日まで　　1993年3月1日以降

登録費

　　一般　　　　　　　￥40，000

　　大学院学生　　　￥30，000

　　同伴者　　　　　￥10，000

教育セミナー参加費（昼食，テキスト代含）

　　一般および学生　￥10，000

￥45，000

￥35，000

￥15，000

￥15，000

一般演題申し込み方法：下記事務局へご連絡下さい．Second　Announcement（登多乗用

紙・演題募集要項を含む）をお送りします．

一般演題〆切二1992年12月31日

お問合せ先：

　　　第五回国際アンドロロジー会議事務局

　　　㈱コンベックス内

　　　〒106　東京都港区麻布台1－9－14

　　　　　　A・H－1ビル

　　　TEL　O3－3589－3355

　　　FAX　O3　一　3589　一　3974

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第5回国際アンドロロジー会講i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組織委員長　大島博幸



日本医学会だより
　　　　fAMS　News

1992年6月　No．7

森会長就任挨拶

　日本医学会は過去8年間，太田会長のもとで着実な発展を遂げてきた．そしてその根底には，日本

医学会の性格を明確にされたこと，また，日本医師会との協調を図りつつ独自の方針を貫かれたこと

などの卓越した基本方針の存在をうかがい知ることができる．

　ひるがえって目を外に向けてみると，日本医学会に対する社会からの期待が想像以上に大きいこと

をひしひしと実感する．今日の状況は，広く医学や医療をめぐって起こりつつある諸問題について，

日本医学会がどのような姿勢で，どのように行動していくかを考えていかなければならない時期に来

たものと認識している．

　今後，阿部・小泉・石田各副会長をはじめとする役員の方々と緊密な連携をとりながら，諸事業に

取り組んでいく所存である．各分科会会員諸氏からも一層のご支援・ご協力をお願いしたい．

1．第20回日本医学会幹事会

　1992年2月25日（火），午前10時30分から

日本医師会館の会議室で行われた．主として第

59回定例評議員会に提出する議題の内容が検討

され，その結果，以下の議題が提出されること

になった．①1991年度年次報告，②1992年度

事業計画③日中医学交流について，④認定医

にっいて，⑤会長・副会長・幹事（一部）の選

挙．

　なお，本幹事会では，報告事項として以下の

項目について説明された．①第24回日本医学会

総会について，②特別シンポジウムの検討委員

会について，③日本医学会シンポジウムについ

て，④医学用語について，⑤日中医学大会につ

いて，⑥認定医について．

　また，次期会長・副会長・幹事選挙について

若干の協議が行われた．

II．第59回日本医学会定例評議員会

　1992年2月25日（火），午後1時30分から日

本医師会館3階小講堂において第59回日本医

学会評議員会が開催された．太田会長の挨拶に

続き，以下の議題が取り上げられた．

　報告事項として，①1991年度年次報告，②第

24回日本医学会総会の準備状況．

　協議事項として，①1992年度事業計画，②会

長・副会長・幹事の選挙，③その他．

　なお，内容詳細は次のとおりである．

　1．日本医学会役員改選

　本評議員会において会長以下の役員選挙が行

われ，会長に森　亘（新），副会長に阿部正和（再・

臨床部門），小泉　明（再・社会部門），石田名

香雄（新・基礎部門）の各氏が選出された．任

期は4月1日から1994年3月31日迄である．

　また，幹事の選挙が2部会で行われ，萬年

徹（新・第5部会），大越正秋（再・第6部会）

の両氏が選出された．任期は4月1日から1996

年3月31日迄である．

　その後4月3日に行われた新会長・副会長に

よる第1回協議会で，以下の各氏が会長指名幹

事として任命された．三浦祐晶（再），久道　茂

（新），草間　悟（新），飯島宗一（再），井村裕

夫（再），森　武貞（再），井口　潔（再）の7

名である．任期は，1996年3月31日迄である．

この結果，幹事は非改選者も含め合計16名とな

った．

　2．日中医学大会



　1991年12月，中華医学会から日本医学会に対

し，北京で日中国交回復20周年の日中医学大会

を開催したい旨の申し入れがあった．

　これに対し日本医学会としては，主催者とし

て名前を連ねることは了承するが，実質的な運

営には参加できないので，日本側の主体は日中

医学協会とすること．また，費用の負担は，す

でに本年度予算が確定している等の問題もあり，

日本医学会としては出費不可能であると回答し，

中華医学会もこれを了承した．また，太田前会

長から各分科会に対する協力要請が行われた．

　3．第24回日本医学会総会の準備状況

　第24回日本医学会総会の飯島宗一会頭なら

びに齋藤英彦準備委員長から，1995年4月7，

8，9の3日間，名古屋市を中心に開催が予定

されている上記総会の準備状況が報告された．

　基本テーマは「人間性の医学と医療」，サブタ

イトルは「生命の世紀をひらく」となったこと，

またシンボルマークも紹介された．総会準備の

役員もほぼ決定し，総合展示，学術プログラム

等についての基本的な考え方も報告された．

　4．医学用語管理事業

　医学用語管理委員会の草間委員長から，昨年

4月に完成した『医学用語辞典　英和』に引き

続き，和英版も1993年の半ばまでには完成する

予定であることが併せて報告された．

　また，外科系の16学会から日本医学会宛に用

語の統一について要望が来ている点にも触れ，

委員会としてもこの問題に積極的に取り組む考

えであることを明らかにした．

　5．認定医

　日本医学会は日本医師会と学会認定医制協議

会に呼びかけて「認定医制についての三者懇談

会」を主宰している．この懇談会について，太

田会長から，1990年度から1991年度の初めの頃

までは制度の検討など順調に進展してきたもの

の，以後，標榜科目との強い関連が生じてから

は，必ずしも議論が進展していない，という感

想が述べられた．

　6．複写権センター

　日本工学会を中心として学協会著作権協議会

が複写権センター設立の努力を続け，ようやく，

昨年，同センターが設立された．日本医学会も

運営資金を出資して運営の中心的な団体の1つ

となるよう要請されたが，諸々の事情により，

現在はまだ参加していない．日本医学会として

は，同センターへの加盟については各分科会の

判断に一任している．

III．日本医学会シンポジウム

　〈第94回シンポジウム〉

◆免疫学の進歩一自己免疫を中心に一

1992年6月19日（金）　日本医師会大講堂

組織委員：尾形悦郎，狩野庄吾，谷口　克

　く第95回シンポジウム〉

◆小脳一新しい治療法をめざして

1992年7月31日（金）～8月2日（日）　箱根

組織委員：野々村禎昭，伊藤正男，吉田充男

（但し，クローズドで行われる）

IV．特別シンポジウム検討委員会

　本委員会は昨年10月に設置され，以後3回の

討議を経て，概要次のような報告をまとめた．

①医学会総会の中間年に開催，②東京，京都，

大阪，名古屋以外の地域で開催，③テーマは狭

義の「医学」に限定せず，「医学の存在意義」「医

学哲学」などを模索していく，等である．
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　例1．Kilbourne，　N．　J．：Varicose　veins　of　preg－

　　　　nancy，　Amer．　J．　Obstet．　Gynec．，25：104，

　　　　1933

　　2．足高善雄，竹村　喬，美並義博：最近1力

　　　　年間のわが教室における外来不妊患者の統

　　　　計的観察，日不妊会誌，4：13，1956

　b．単行本の場合

　　　著者名：著書名，ページ数，発行所，年次

　例1．Rovinsky，　J．　J．　and　Guttmacher，　A．　E：

　　　　Medica1，　Surgical　and　Gynecological

　　　　Complications　of　Pregnancy，　68，

　　　　Williams＆Wilkins　Co．，1965

9．同一一著者による論文の掲載は同一号に1編のみ

　とする．

10．著者校正は原則として初校のみ1回とする．な
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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40　letters以内）を記載してください．（昭和63年1月）
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